
10月20日(土)に行われる

坂東市防災訓練において、

緊急速報エリアメールの試

験配信を行います。

緊急速報エリアメール

は、携帯電話向けの災害情

報伝達サービスで、坂東市

エリア内にいる携帯電話利

用者(ＮＴＴドコモ、ＫＤ

ＤＩ〈au 、ソフトバンク)〉

に緊急情報をお知らせする

ものです。

配信時間は、午前8時30

分頃を予定しています。

問合せ

交通防災課

岩井庁舎／内線1474
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市民の皆さんに親しまれる新しい庁舎を建設するため

に、基本となる考え方をまとめた「坂東市新庁舎建設基

本構想」を策定します。

、 、 、※基本構想は 市ホームページ 市役所岩井庁舎(総務課

企画課)・猿島庁舎(窓口センター)で閲覧できます。

10月4日(木)～11月5日(月)閲覧・募集期間

坂東市内に在住、在勤または在学の方応募資格

応募方法

ご意見のほか、住所、氏名、電話番号、市外在住の

方は勤務先または学校名とその所在地を明記して、書

面を持参、郵送(はがき･封書等)、ＦＡＸ、Ｅメールの

いずれかで応募してください。記載事項漏れや電話・

口頭でのご意見は無効となります。

応募・問合せ

市岩井4365番地 坂東市役所岩井庁舎〒306-0692 坂東

企画課庁舎建設準備室（内線1265／FAX:0297-36-0121）

＊Ｅメール：kikaku@city.bando.ibaraki.jp

10月の最終日曜日はクリーン坂東の日です。ごみの分別方法を、皆さんで一緒に理

解するよい機会です。ご家族そろって参加しましょう。

10月28日（日）午前8時～10時と き

道路沿線及び各地区のごみ集積所ところ

※雨天延期の場合は、11月4日(日)に実施します。開始時間を変更する

場合は、各地区で協議のうえ、午前11時までに終了するようにお願いします。

生活環境課（岩井庁舎／内線1453）《問合せ》



市内にある市街化区域

2,000㎡以上、または市街化

調整区域5,000㎡以上の土地

を取引したときは、国土利

用計画法に基づき、土地の

利用目的に関して審査を受

ける必要があります。権利

取得者(譲受人)は、契約締

結日から２週間以内に届出

を行ってください。

制度の詳細・届出様式等

については、市ホームペー

ジをご覧いただくか、下記

。までお問い合わせください

企画課問合せ

岩井庁舎／内線1264

茨城労働局では、茨城県

最低賃金(地域別最低賃金)

時間額６９９円（７円引を

に改定しました。き上げ）

この最低賃金額は、10月6

日から茨城県内の全産業・

全労働者に適用されます。

最低賃金法により、茨城

県最低賃金に満たない賃金

額を内容とする契約は、労

使双方の合意で締結して

も、賃金額は無効とされ最

低賃金額と同額の契約をし

たものとみなされます。

茨城労働局問合せ

労働基準部賃金室

029-224-62165

(財)自治総合センターで

は宝くじを財源として、地

域のコミュニティ活動の充

実･強化に必要な備品の整備

に対して助成を行っていま

す。詳細については、市ホ

。ームページをご覧ください

対象事業・助成額

▽一般コミュニティ助成事業

100～250万円

▽地域防災組織育成助成事業

30～200万円

▽青少年健全育成助成事業

30～100万円

対象団体

コミュニティ組織（自治

、 ） 、会 自主防災組織 などで

公共団体等からの補助金を

受けていない団体

10月19日(金)まで申込期限

市民協働課申込・問合せ

岩井庁舎／内線1252

お知らせ版 平成24年10月4日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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はかりの定期検査を行います

取引または証明に使用するはかりは、２年に１回定期

。 。検査を受けなければなりません 必ず受検してください

時間月 日 場所

午前10:30～正午
10月22日(月)･23日(火)

生子菅地区農業

午後1:00～3:00

構造改善センター

10月24日(水)･25日(木) 市役所岩井庁舎

26日(金)･29日(月) 裏庭

当日持参するもの

受検通知はがき

はかり(分銅･おもりも必ず持参)

問合せ

▽商工観光課〈岩井附属庁舎〉 0297-20-86665

▽茨城県計量検定所指導課 029-221-27635

◎さしま健康交流センター遊楽里の臨時休館日
11月12日(月)～19日(月)休館期間

遊楽里（坂東市寺久1290／ 0297-20-9822）問 合 せ 5

◎猿島コミュニティセンターの臨時休館日

11月19日(月)～12月3日(月)休館期間

猿島コミュニティセンター問 合 せ

（境町長井戸1732／ 0280-87-7223）5

ゆらり
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■対 象 者

■予防接種の方法
坂東市に住民登録があり、次の①または

【 対象者 ① の方 】
②に該当する希望者

▽市内または猿島郡、古河市の医療機関で

①接種当日65歳以上の方

、 、

②接種当日60歳以上65歳未満で、心臓・腎

受ける場合は 医療機関へ事前に予約し

健康保険証などの年齢確認ができるもの

臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト

をお持ちのうえ、直接医療機関に行って

免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

接種を受けてください。接種後は3,000

のある方 身体障害者手帳１級程度の方（ ）

円を超えた場合のみ差額をお支払いくだ

■接種期限 平成25年1月31日まで

さい。

■助 成 金 3,000円（１人１回限り）

▽市内または猿島郡、古河市以外の医療機

※3,000円を超えた場合の差額は自己負担

、 」

となります。

関で受ける場合には ｢住所地外接種券

を発行しますので、岩井・猿島保健セン

※生活保護世帯の方は自己負担が免除にな

ターにお越しください。

ります。｢自己負担免除券｣を発行します

ので、社会福祉課 (猿島庁舎)または岩

井児童福祉センターにお越しください。
【 対象者 ② の方 】■実施医療機関

市内の実施医療機関は下表のとおりです ▽「インフルエンザ予防接種券」を発行し。

※市内または猿島郡、古河市の医療機関以 ますので、身体障害者手帳をお持ちのう

外での接種を希望される方は、岩井保健 え、岩井・猿島保健センターにお越しく

センターにお問い合わせください。 ださい。

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号

安達医院 0297-38-2811 田所医院 0297-35-9567

石塚医院 0297-35-1161 天王前クリニック 0297-38-1711

いのもと整形外科 0297-47-5200 松﨑医院 0297-39-2011

海老原医院 0297-35-7411 松原眼科 0297-35-0448

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 吉原内科 0297-35-0008

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 岩本医院 0297-44-2033

木村クリニック 0297-47-5027 倉持医院 0297-30-3100

クリニック結 0297-44-7148 清水丘診療所 0280-88-1014

存身堂医院 0297-35-1011 ホスピタル坂東 0297-44-2000

高橋医院 0297-35-1026 緑野クリニック 0297-30-3311

岩井保健センター（ 0297－35－3121）《問合せ》 5

10月1日から季節性インフルエンザ予防接種が始まります。市では、65歳

以上の方などを対象に接種料金の助成を行います。

インフルエンザの感染予防には予防接種が有効です。またかかっても症状

が軽くすみます。インフルエンザは流行するウイルスの型が毎年変わります

ので、流行前に予防接種を受けることをおすすめします。



★防衛大学校学生

受験資格

高卒(見込含)で、21歳未

満の方

受付期間

平成25年1月23日(水)～

2月1日(金)
第１次試験

平成25年3月2日(土)

月額108,300円学生手当

★高等工科学校生徒

受験資格

中卒(見込含)で、17歳未

満の男子

受付期間

11月1日(木)～

平成25年1月7日(月)

高等工科学校生徒募集

第１次試験

平成25年1月19日(土)

月額94,900円生徒手当

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

真剣に結婚を考えている

方が、理想のパートナーに

出会えるよう、結婚相談推

進員や結婚相談員が相談・

助言・仲介などを無料で行

っています。相談をご希望

の方は、秘書広聴課へご予

約ください。

◆女性大歓迎！お気軽にご

相談ください （再婚の。

。 。）相談も可 60歳代まで

と き

毎週月・水曜日

毎月第３日曜日

ところ

結婚相談室〈岩井庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井庁舎／内線1222

お知らせ版 平成24年10月4日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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農地の賃借料情報をお知らせします

農地法の改正により標準小作料が廃止され、実際に１年間で賃貸借された賃借料の情報

を提供することになりました。平成23年1月から12月までに締結された賃借料水準(10a当

たり)は下記のとおりです。

１ 田(水稲)の部

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 17,700 28,000 5,900 140

猿島地域 12,700 24,100 5,600 12

(参考)坂東市平均 16,500 152

２ 畑(普通畑)の部

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 9,600 15,400 5,000 131

猿島地域 10,400 16,600 4,100 78

(参考)坂東市平均 9,900 209

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり14,000円に換算しています。

※使用貸借(無償)による権利の設定はデータ対象外としています。

◎賃借料情報は目安です。地域の特性等を十分考慮し、当事者間の話し合いで決定して

農業委員会（猿島庁舎／内線2231）
ください。

《問合せ》

ご相談ください



法テラスでは、資力、資

産が法テラスの基準に該当

する方を対象に、弁護士に

よる無料法律相談を行いま

す。法的トラブルでお困り

の方、お気軽にご利用くだ

さい。

。 ）※事前予約制 10月10日(水

から受付開始。

10月30日(火)と き

午後1時～4時

岩井公民館ところ

10人程度定 員

(先着順)

法テラス茨城申込･問合せ

0503383-53905

(平日午前9時～午後5時)

事業資金融資に関する相

談に無料で応じます。お気

軽にお越しください。

（事前予約制）

11月1日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会本所ところ

対象者

市内でご商売をされてい

る方、市内で新たにご商売

を始めることを検討中の方

申込・問合せ

▽坂東市商工会本所

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫

土浦支店

029-822-41415

不動産、債務、交通事故

など、もめごとや困りごと

についての相談に、裁判所

の調停委員(弁護士、司法

書士、税理士、不動産鑑定

士、一級建築士など)が無

。〈 〉料で応じます 予約不要

11月8日(木)と き

午前10時～正午

午後1時～3時

ところ

古河市地域交流センター

（はなもも館）

〈古河市横山町1-2-20〉

古河簡易裁判所問合せ

0280-32-02915

【相談電話番号】

４5０２９－２２１－１１２

予期せぬ妊娠や産みたい

けど育てられるかが心配な

ど、妊娠に関する様々な悩

みの相談に応じます。不安

をひとりで抱え込まず、お

気軽にご相談ください。保

健師・助産師等専門

スタッフがじ

っくりお話

を伺います。

月～金曜日と き

午前10時～午後6時

※祝日・年末年始を除く。

公益社団法人実施機関

茨城県看護協会

無料調停相談会

美術を楽しみ、星空を眺

め、植物に囲まれて一日を

を過ごしてみませんか。

11月1日(木)と き

午前8時30分

猿島公民館集合・出発

ところ

つくば美術館、筑波大学ギ

ャラリー、つくばエキスポセ

ンター、筑波実験植物園

福井尚敏先生講 師

2,500円(昼食代含む)参加費

40人（先着順）募集人数

申込方法

10月11日(木)から、月～

金曜日の午前9時～午後5時

に、電話または窓口でお申

し込みください。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355

キルト会・コットン会・

レモンスターの皆さんによ

るホットな作品展です。

と き

10月13日(土)～26日(金)

午前9時～午後9時

※26日は午後3時まで。

問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

お知らせ版 平成24年10月4日号
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講座やイベント



、シルバーリハビリ体操は

立つ、座る、歩くなど日常

生活の動作の訓練になる体

操です。シルバーリハビリ

体操指導士は、シルバーリ

ハビリ体操を住民の方に指

導・普及するボランティア

です。

と き

11月13日(火)、11月20日

(火)、11月27日(火)、11月

30日(金)、12月4日(火)、

12月5日(水)、12月7日(金)、

12月11日(火)

※初回と最終回は水戸市で

開催しますので、バスで

送迎します。

岩井体育館卓球室ところ

受講資格

①平成24年4月1日現在、満

60歳以上の方（50歳以上

の方も申し込みできます

が、60歳以上の方を優先）

②常勤の職に就いていない

方

③地域でボランティア活動

ができる方

④講習会の全日程に参加で

きる方

内 容

▽講義:加齢と運動器の障

がい、食生活と栄養など

▽実技:いきいきヘルス体操

無料受講料

20人募集人数

(申込多数の場合は抽選)

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

３級指導士養成講習会

所または支所に来所のう

え、お申込みください。

申込期間

10月9日(火)～26日(金)

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所 0297-35-48115

▽猿島支所 0280-82-12845

菅生沼の自然を、誰もが

観察や体験学習に利用でき

るように、環境保全活動を

行います。この活動を通し

て、身近な自然環境を考え

てみませんか。

11月17日(土)と き

午前9時～午後1時

※小雨決行、荒天中止

茨城県自然博物館ところ

菅生沼

小学生以上の方対象者

※小学生の方は保護者同伴

で参加してください。

内 容

菅生沼の紹介、菅生沼で

のゴミ拾い活動

長靴、着替えなど持ち物

※汚れてもいい服装で参加

してください。

11月7日(水)まで申込期限

申込・問合せ

茨城県自然博物館企画課

0297-38-20005

現在の結婚事情(若い世

代の結婚・熟年世代の新た

な結婚)や結婚支援事業に

ついて考え、日本のこれか

ら・家族のあり方を見つめ

直しましょう。

11月25日(日)と き

午後1時～3時

レイクエコーところ

多目的ホール

〈行方市宇崎1389〉

講 師

全国地域結婚支援センター

代表 板本洋子氏

無料受講料

（ ）募集人数 308人 先着順

申込・問合せ

レイクエコー

0299-73-23005

鬼太鼓座はプロの創作和

太鼓集団です。今だからこ

そ本物の響を子ども達へ伝

えましょう。

と き

11月13日(火･県民の日)

午後1時30分～

市民音楽ホールところ

参加費

▽子ども～大学生：無料

。※事前に招待券を配布します

▽大人：1,000円

申込・問合せ

坂東こども劇場

0297-36-35045

お ん で こ ざ

「おひとり様の結婚事情」

お知らせ版 平成24年10月4日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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オストメイト社会適応訓

練事業の一環として、オス

。トミー講習会を開催します

11月4日(日)と き

午前10時～午後2時30分

ところ

古河市福祉の森会館

２階研修室

〈 〉古河市新久田町271-1

内 容

▽講演会・相談

講師：古河赤十字病院

皮膚排泄ケア認定看護師

岩岡真理氏

▽オストメイト同士の懇談会

▽ストーマ用装具展示･説明

）参加費 1,000円(昼食代含む

10月28日(日)まで申込期限

申込・問合せ

日本オストミー協会

茨城県支部

西部地区センター総務

鈴木徳男／ 090-5399-03985

のためのオストミー講習会

◆ISO9001･14001･22000講座

①基礎講座

それぞれ各１日間)と き(

9001:11月 7日(水)

11月12日(月)

14001:11月19日(月)

12月 8日(土)

22000:12月17日(月)

各日午前10時～午後5時

10,000円受講料

(テキスト代含む)

24人（先着順）定 員

②内部監査員養成講座

基礎知識のある内部監査

員候補者が対象です。

(それぞれ各２日間)と き

9001:11月 9日(金)･10日(土)

11月20日(火)･21日(水)

14001:12月 3日(月)･ 4日(火)

12月10日(月)･11日(火)

22000:12月21日(金)･22日(土)

各日午前9時～午後5時

15,000円受講料

(テキスト代含む)

20人（先着順）定 員

◆エコアクション21

環境経営講座

エコアクションに興味の

ある方、環境経営の実施を

考えている方、環境問題を

実務とされている方など

で、パソコン入力ができる

方が対象です。

①無料説明会

12月19日(水)と き

午後2時～4時

20人（先着順）定 員

②実務講座

12月25日(火)と き

午前9時～午後5時

10,000円受講料

(テキスト代含む)

20人（先着順）定 員

【共通事項】

ところ〈申込・問合せ〉

野田地域職業訓練センター

〈さわやかワークのだ〉

04-7121-11845

お知らせ版 平成24年10月4日号
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講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布ぞうり作り 11月 7日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

水切り絵 11月 7日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円 10月15日(月)

サンドブラスト 午後1時30分～3時30分 午前9時から11月13日(火) 10人 200円

とんぼ玉作り 午後1時30分～3時30分 電話受付11月17日(土) 8人 1,000円

消しゴム判子 午後1時30分～3時30分 10人 200円 〈先着順〉11月17日(土)

ふくろう作り 11月20日(火) 午後1時～4時 10人 500円

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ開催場所

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久管理課( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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オモシロ科学のコーナー

がいっぱい！理科の先生や

理科系クラブの高校生と一

緒に実験しましょう。親子･

ご家族でご来場ください。

10月28日(日)と き

午前10時～午後3時

岩井体育館ところ

実験内容

燃料ロケット、ペットボ

トルで風力発電、ＤＮＡス

トラップづくり、ペットボ

トル空気砲、プラネタリウ

ム、竹とんぼで遊ぼう、地

面すれすれグライダーなど

指導課問合せ

猿島庁舎／内線2272

将門マラソン出場者は足

慣らしとして、１人で走る

のが苦手な方は仲間と楽し

みながら共走しましょう。

（途中出場・退場自由）

10月14日(日)と き

午前10時～午後1時

※当日午前9時から、八坂

公園蓮池の東屋で随時受

サイエンスフェスティバル

け付けします。

八坂公園内ところ

約2.5キロコース

参加条件

自分の体調を過信しない

で走ること

500円参加費

（スポーツ保険等）

問合せ

▽岩井陸競会長 佐々木章

0297-27-05495

▽岩井陸競副会長 倉持久

0295-34-21485

茨城県産の間伐材を使っ

た学習机セットを、親子で

一緒に作りませんか。

※材料は事前にキット化さ

れています。

平成25年1月13日(日)と き

午前9時～正午

岩井体育館ところ

対象者

市内在住の小学生未満の

親子等で、机セットを当日

持ち帰れる方

※来年度小学校に入学予定

の未就学児が優先です。

2,000円(材料費含)参加費

（ ）募集組数 100組 先着順

申込期間

10月15日(月)～11月30日(金)

※申込用紙は、商工観光課

〈岩井附属庁舎〉･農政課

〈 〉 。猿島庁舎 にあります

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

農政課申込・問合せ

猿島庁舎／内線2202

▼掛軸表装展

好みの書画などを軸物に

仕立て、その味わいを楽し

む表装。格調高い作品の数

々を展示します。

と き

10月16日(火)～20日(土)

午前9時～午後5時

※20日は午後4時まで。

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

平成24年10月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■

机･本棚･イスのセット

きょうそう


