
狩猟期間

11月15日(木)～

平成25年2月15日(金)

◎住民の皆さんへ

狩猟期間中は、法令で定

められた鳥獣保護区等の規

制区域、住宅地・公道・公

園・寺社境内など、狩猟が

禁止されている場所を除く

地域で狩猟が行われます。

狩猟期間中に山林等に入

られる皆さんは、次のこと

に注意してください。

▼目立つ色の服を着用した

り、携帯ラジオをかけた

りして、狩猟者に自分の

所在が分かるように心が

けてください。

▼猟犬を見かけたり、銃声

が聞こえたら、近づかな

いようにしてください。

◎狩猟者の皆さんへ

狩猟者の皆さんは、地域

住民の迷惑にならないよう

ルールを守り、安全な狩猟

を行ってください。

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2201

、認知症の方などの介護は

他の人から見ると介護して

いることが分かりにくく、

誤解や偏見を持たれること

があります。介護する方が

介護中であることを周囲に

理解していただき、誤解を

受けることのないよう介護

マークをご活用ください。

◆こんなときに

ご活用ください！

・介護していることを周囲

にさりげなく知ってもら

いたいとき。

・駅やサービスエリアなど

。のトイレで付き添うとき

・男性介護者が女性用下着

を購入するとき。

配布対象者

要介護１～５までの方を

介護している方、障がい等

を持つ方を介護されている

方など

配布場所

（ ）、介護福祉課 猿島庁舎

岩井児童福祉センター、地

域包括支援センター（社会

福祉協議会猿島支所内 、）

南部地域包括支援センター

（ハートフル広侖内）

介護福祉課問合先

猿島庁舎／内線2227
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可燃ごみの収集日となっている地区では11月23日(金)〈勤労感謝の日〉のごみ収集

可燃ごみに限って収集を行います。 《問合せ》生活環境課（岩井庁舎／内線1453）

このマークを
見かけたら 

温かく見守って
ください！ 

今年も保育所、幼稚園、小中学校の
児童生徒にマスクを配布しています。

予防が肝心です。必ず着用しましょう。



工事金額 助成額

対象工事費
10万円以上

の10％の額
100万円未満 (☆)

100万円以上 10万円

☆1,000円未満切り捨て

市内に住所及び事務所を

有する施工業者によって、

新築後１年以上経過してい

る個人住宅(店舗･車庫等は

対象外)の改良･修繕工事を

行う場合に、同一敷地内の

住宅について１回に限り工

。事資金の一部を助成します

なお、予算の範囲内での

助成となりますので、申込

状況によっては年度途中で

終了する場合もありますの

でご了承ください。

※東日本大震災による修繕

工事については、対象外

となります。

申込できる方

次の①～④をすべて満た

していることが必要です。

①市内に継続して３年以上

住んでいる方

②対象となる住宅を所有し

ている方

③市税等を滞納していない

方

④対象工事について市から

同様の助成を受けていな

い方

※違法建築や過去に同助成

（旧市町の制度を含む）

を受けた方は利用できま

せん。

対象工事

平成24年4月1日以降に着

手し、平成25年3月31日ま

でに完了する工事のうち、

工事金額が10万円以上(消

費税を除く)のもの

助成金の額

申込・問合せ

〈 〉商工観光課 岩井附属庁舎

0297-20-86665

復興支援・住宅エコポイ

ントは、エコ住宅の新築、

エコリフォームをした場合

にポイントが発行され、被

災地の産品、製品等と交換

できる制度です。

対象工事の着工・着手期

限及びポイント発行申請に

必要な事前予約の受付は終

了しましたが、対象住宅の

住所が被災地(※)の場合に

限り、事前予約の受付が継

続されています。忘れずに

ポイント発行の申請をして

商品等と交換しましょう。

※被災地とは、｢東日本大

震災に対処するための特

別の財政援助及び助成に

関する法律｣における｢特

定被災区域｣で、坂東市

も対象となります。

問合先

住宅エコポイント事務局

0570-200-1215

引き続き受付中

11月から、従来の３種混

合ワクチン（ジフテリア・

百日せき・破傷風）に不活

化ポリオワクチンを加えた

４種混合ワクチンの接種が

始まります。

４種混合ワクチン開始時

点(平成24年11月1日)で、ま

だ３種混合と単独のポリオ

ワクチンのどちらも接種し

ていない方が対象です。す

でに３種混合と単独のポリ

オワクチンの接種を始めて

いる方は、引き続き３種混合

と単独のポリオワクチンを

。それぞれ接種してください

不活化ワクチン種 類

接種対象年齢

生後3か月～90か月未満

皮下注射接種方法

接種場所

協力医療機関での個別接種

接種回数・間隔

○初回接種は3回。20日～56

日までの間隔をおいて接

種してください。

※標準的な接種時期は、生

後3か月～12か月です。
○追加接種は1回。初回接種

終了後6か月以上の間隔を

おいて接種してください。

※標準的な接種時期は、初

回接種終了後12か月～18

か月です。

無料費 用

（全額公費負担）

岩井保健センター問合せ

0297-35-31215

お知らせ版 平成24年11月1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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個人で事業を行っている

方は、一定の所得を超えた

場合に、個人事業税が課税

されます。第２期分の納付

書を11月中旬に送付します

ので、11月30日(金)の納期

限までに必ず納付をお願い

します。

※納税に便利な口座振替制

度もあります。

問合せ

▽課税について

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

▽口座振替について

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

納付について
ディーゼル車に使用する

軽油には、１リットルあた

り32.1円の軽油引取税が課

税されています。軽油に灯

油や重油を混ぜて「不正軽

油」を製造したり、これを

販売・購入したりすると脱

税行為になります。懲役刑

等の刑事罰が適用されます

ので、絶対にやめましょう。

不正軽油に関する罰則

▼不正軽油の製造

10年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金

▼不正軽油の運搬・販売・

購入

3年以下の懲役または300

万円以下の罰金

筑西県税事務所問合せ

課税第一課軽油引取税担当

0296-24-91925

青色決算書の作成方法や

注意点などについて、説明

会を開催します。

12月6日(木)と き

▽農業所得関係

午前10時～正午

▽営業所得関係

午後2時～4時

境町中央公民館ところ

〈境町395-1〉

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

お知らせ版 平成24年11月1日号
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万一の火災や事故に備えて

火災を大きくしないためには、すばやく

消火することが大切です。

一般的に、炎が天井付近に達するまでは

消火器で消すことができます。万一のため

にも、消火器はいつでも使えるところに置

いておきましょう。

★ 不用になった消火器は？ ★

不用になった消火器は、放射・解体等の廃棄処理を行っている専門業者に廃棄処理を

依頼してください。特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大

きいので、速やかに廃棄処理をするようにしましょう。

廃消火器の回収業者については、㈱消火器リサイクル推進センターのホームページ

（http://www.ferpc.jp/）をご覧ください。

坂東消防署 0297-35-2129《問合せ》 5

①安全栓を引き抜く
②ホースをはずし火元
に向ける

③レバーを強くにぎる



個人の白色申告者のうち

前々年分または前年分の事

業所得、不動産所得、山林

所得の合計額が300万円を超

える方に必要とされている

記帳と帳簿書類の保存が、

平成26年1月から、これら

の所得が生じる業務を行う

すべての方（所得税の申告

の必要がない方を含む）に

対象者が拡大されます

必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度

や記帳の内容の詳細につい

ては、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）

をご覧ください。

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

○農業日誌・ファミリー日誌

〔定価〕各1,470円

○新農家暦

〔定価〕500円

11月16日(金)まで申込期限

※代金は、品物と引き換え

になりますので、後日ご

連絡します。

申込・問合せ

企画課

岩井庁舎／内線1263

お知らせ版 平成24年11月1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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農業を始めようとする若い世代の皆さんに、給付金を支給する事業が始まりました。

市内で就農される方（平成20年4月以降に就農された方）は、給付金の給付対象となる

可能性がありますので、関係機関窓口までお問い合せください。

青年就農給付金（準備型） ●給付金額：１５０万円

条 件

▽就農予定の年齢が、原則45歳未満であること

▽県が認めた研修機関（農業大学校等 ・先進農家・先進農業法人で概ね１年以上）

研修を受けること

坂東地域農業改良普及センター（ 0297-34-2134）問合せ 5

青年就農給付金（経営開始型）●給付金額：１５０万円

条 件

▽独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについ

て強い意志があること

▽農地の所有権・利用権を有していること。原則として、給付対象者の所有と親族

以外からの賃借が主であること。

▽主要な農業機械・施設を所有または借りている（リース等）こと

▽生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること

▽農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者名義の通帳及び帳簿

で管理すること

▽農業経営に関する主宰権を有していること

農政課（猿島庁舎／内線2202）問合せ

※該当になる方でも申請期限を過ぎた場合は、給付の対象外となりますので、お早

めにお問わ合せください。



駐屯地の諸行事に対する

意見要望を集めたり、駐屯

地モニター会議へ参加して

いただきます。

60歳ぐらいまでの対象者

社会人の方

委嘱期間

平成25年4月1日～

平成26年3月31日

5人募集人数

申込期限

平成25年1月31日(木)まで

申込・問合せ

陸上自衛隊古河駐屯地

広報班 0280-32-41415

日本政策金融公庫は、高

校や大学等に入学・在学す

るお子さまをお持ちのご家

庭を対象とした公的な融資

制度「国の教育ローン」を

扱っています。学生・生徒

お１人につき300万円以内

を固定金利で利用でき、在

学期間内は利息のみのご返

済とすることができます。

特に、東日本大震災によ

り被害を受けた方を対象

に、利率を引き下げるなど

特別な条件でご利用いただ

ける「災害特例措置」を実

施しています。

問合せ

教育ローンコールセンター

0570-0086565

ＮＴＴ東日本では、11月

中に新しい電話帳を各ご家

庭や事務所へ配達員がお届

けします。ご不要となった

古い電話帳は、地球環境保

護や資源の有効活用のた

め、新しい電話帳の配達時

に回収しますので、配達員

へお渡しください。

なお、ご不在等で配達員

に古い電話帳を渡せなかっ

た場合、ご連絡いただけれ

ば、改めて回収にお伺いし

ます。

タウンページセンタ連絡先

0120-506-3095

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

電話帳を配達･回収します

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

ひきこもりでお悩みのご

家族やご本人からの相談

に、心理士が応じます。同

日、家族教室も開催します

のでご参加ください。

(事前予約制）

毎月第１火曜日と き

ところ

常総市総合福祉センター

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

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）

12月6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

お知らせ版 平成24年11月1日号
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ご相談ください



在留資格、労働関係、国

際結婚、税金、保険等につ

いては、弁護士が相談に応

じます。病気・健康につい

ては、医師が相談に応じま

。〈 〉す 面談方式・秘密厳守

12月2日(日)と き

▽弁護士相談

午前10時～午後3時

（受付は午後2時30分まで）

▽医療相談

午前10時30分～午後0時30分

（受付は午後0時20分まで）

ところ

しもだて地域交流センター

アルテリオ２階

〈筑西市丙372〉

090-2645-6448電話番号

。※12月2日のみ通話できます

相談言語

日本語、英語、中国語、

タイ語、タガログ語、ポル

弁護士相談＆医療相談

トガル語、韓国語、スペイ

ン語、インドネシア語

問合せ

(財)茨城県国際交流協会

029-244-38115

1960年代に流行した歌声

喫茶の人気者、橋本実さん

と一緒に、男性も女性も自

分のペースでのびのびと歌

ってみませんか？笑顔・元

気・感動いっぱいのコンサ

ートです。ご夫婦での参加

大歓迎！参加者には素敵な

プレゼントが

あります。

歌声コンサート

11月23日(金・祝)と き

午後1時～2時30分

岩井図書館ところ

視聴覚室

150人（先着順）定 員

無料入場料

市民協働課問合せ

岩井庁舎／内線1252

児童生徒がステージ発表

を行いますので、ぜひお越

しください。

11月23日(金・祝)と き

午前9時45分～正午

午後1時～2時30分

ところ

茨城県立境特別支援学校

〈境町塚崎2170〉

問合せ

茨城県立境特別支援学校

益子／ 0280-87-82315

お知らせ版 平成24年11月1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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講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

12月 1日(土) 午後1時30分～3時30分 10人 200円
消しゴム判子

12月 4日(火) 午後1時30分～3時30分 10人 200円
11月15日(木)

水切り絵 12月 5日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円
午前9時から

ふくろう作り 12月11日(火) 10人 500円午後1時～4時
電話受付

布ぞうり作り 12月12日(水) 10人 300円午前10時～午後4時
〈先着順〉

とんぼ玉作り 12月15日(土) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円

サンドブラスト 12月18日(火) 午後1時30分～3時30分 10人 200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リサイクルプラザ窓口( 0297-20-9980)申込・問合せ 5

講座やイベント



お知らせ版 平成24年11月1日号
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公民館講座 受講生募集をします

★ 岩井公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費

明治初年に 12/1(土) 新政府軍と旧幕府軍
―

起きた岩井戦争 午前9時30分～11時30分 の戦いの話
山崎正己 35人

ライフプラン 12/1・12/15・12/22 保険の見直し･教育

―10年後20年後を 各土曜日（全3回） 費など…これからの 小野美代子 20人

考える 午後1時30分～3時30分 人生設計の話

12/5～2/20 3,000円
韓国語と 韓国語の基礎と簡単

月3回水曜日 全9回 許芝榮 16人 (食材費
親しくなろう な韓国料理作り

（ ）

）午前10時～午後0時30分 3回分

12/8（土） クリスマスのアレンﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ
古谷直美 18人 2,000円ﾊｯﾋﾟｰｸﾘｽﾏｽ 午前10時～正午 ジ花の作成

12/22（土） 手作りの玄関飾りに
正月の玄関飾り 小川實 15人 500円

午前10時～正午 チャレンジ

★ 猿島公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費

1回
12/12･12/26･1/9･1/23･ 楽しく作って贈って

500円
おりがみ 2/13･2/27 各水曜日 喜ばれる おりがみ 宮田晶子 10人「 」

午前10時～正午 始めませんか

1回
12/1･12/15･1/19･2/2･ クリスマスやバレン

辻田美津子 16人 1,000円洋菓子
2/16 各土曜日 タインケーキなどい

程度
午前9時30分～ ろいろなケーキやお

午後0時30分 菓子を作ります

1回
12/13･12/20 地粉を使った本格的

1,500円
手打ちそば 各木曜日 な手打ちそばを自分 青木守雄 10人

午後6時30分～9時30分 で打ってみませんか

★ 申し込みについて ★

市内在住または在勤の方 ※プリザーブドフラワーは小学生以上の方対 象 者

無料（材料費は個人負担）受 講 料

11月13日(火)～ ※定員になり次第締め切ります。受付開始

〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉

◆申し込みが少ない場合は講座を取りやめることがありますので、ご了承ください。

岩井公民館講座については（ 0297-35-8800）申込・問合せ 5

猿島公民館講座については（ 0297-44-3154／0280-88-0835）5

レッツ！
トライ！
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転倒による骨折やケガを

きっかけに、長期の入院や

寝たきりとなってしまうこ

とがあります。転びにくい

体づくりに必要な知識や簡

単な運動を紹介します。

11月17日(土)と き

午後2時～4時30分

ところ

茨城西南医療センター病

院リハビリテーション室

対象者

茨城西南医療センター病

院近隣在住の65歳以上の方

15人募集人数

11月14日(水)まで申込期限

申込・問合せ

茨城西南医療センター病院

中山／ 0280-87-67145

①初級クロールコース

水慣れから息継ぎまでク

ロールの基礎を学びたい方

と き

平成25年1月9日～3月13日

の毎週水曜日（全10回）

午後1時30分～2時30分

30人（先着順）募集人数

②中級コース

クロールを中心に平泳ぎ･

背泳などレベルアップを目

指します。(クロールで25メ

ートル以上泳げる方対象)

と き

平成25年1月10日～3月14日

の毎週木曜日（全10回）

午後1時30分～2時30分

25人（先着順）募集人数

【①②共通事項】

18歳～65歳の心身対象者

ともに健康な方

指導料は無料(入参加費

場料1回100円、保険代800円)

申込方法

認印をご持参のうえ、下記

。窓口でお申し込みください

申し込みは1人1件。電話で

の申し込みはできません。

申込期間

12月9日(日)～16日(日)

午前9時～午後4時

〈10日(月)は休館〉

申込・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1734-1〉

0280-87-72235

平成24年11月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■

教育振興大会を開催します

市の教育発展や充実に尽力された教育功労者の方々

を表彰する「第７回教育振興大会」を開催します。中

学生の主張や吹奏楽、教職員による特色ある教育につ

いての発表もあります。一般の皆さんもご覧いただけ

ますので、ぜひご来場ください。

11月17日(土)と き

市民音楽ホールところ

内 容

▽午前9時～

・教育功労者の表彰

▽午前10時30分～

・中学生の主張

・教育の実践等について発表

・吹奏楽の発表（猿島中学校）

学校教育課（猿島庁舎／内線2275）問合せ

昨年の中学生の主張


