
利用状況や利用者の皆さ

んの声を踏まえて、4月1日

から運行時間の一部が変わ

りましたので、ご注意くだ

さい。

変更内容

① ７:００便を廃止

②１６:００便を追加

運行時間

１便目 ８:００

２便目 ９:００

３便目 １０:００

４便目 １１:００

５便目 １３:００

６便目 １４:００

７便目 １５:００

８便目 １６:００

問合せ

企画課

岩井臨時庁舎／内線3265

平成25年度の固定資産税

にかかわる価格等の縦覧を

行います。

固定資産税の納税者が、

他の土地や家屋の価格と比

較をすることにより、自分

の土地や家屋の評価が適正

かどうか縦覧できます。ま

た、本人所有の固定資産に

ついては、名寄帳による閲

覧もできます。

縦覧期限

4月30日(火)まで

※土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分

縦覧できる方

市内に所在する土地や家

屋の固定資産税の納税者

縦覧場所

岩井仮設庁舎 課税課

費 用

無料

必要なもの

印鑑、本人を証明するも

の（運転免許証等）

※納税者以外は、委任状と

代理人の身分を証明する

ものをご持参ください。

問合せ

課税課

岩井仮設庁舎／内線1755

1

沓掛駐在所が大型化〈猿島地域の駐在所を統合〉

沓掛駐在所は、4月から複数の警察官が勤務する大型化した駐在所となりました。

大型化したことで、夜間体制や初動体制が強化され、事件・事故の迅速な対応が図

られます。また、沓掛駐在所の大型化により、逆井駐在所と生子菅駐在所は

3月31日をもって廃止となりました。

今後、駐在所機能の更なる強化を図ってまいりますので、ご理解･ご協

力をお願いします。

境警察署( 0280-86-0110)、沓掛駐在所( 0297-44-0110)《問合せ》 5 5



入居を希望される方は、所定の申込書（管財課にあ

ります ）に必要書類を添えてお申し込みください。。

募集住宅

住宅名 辺田山中住宅 藤田住宅 さしま住宅

鉄筋コンクリート造
構造

２階建て ４～５階建て ３階建て

２ＤＫ２戸 ２ＬＤＫ１戸戸数 ２ＤＫ１戸

※応募者多数の場合は抽選となります。

※募集中に同種類の空家が出た場合、募集住宅に追加

します。

※平成25年8月31日までに新たに同種類の空家が出た場

合、今回の応募で抽選にもれた方を優先します。

4月10日(水)～23日(火)募 集 期 間

〈 〉土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分

平成25年6月1日入居予定日

世帯全体の収入により計算します。月 額 家 賃

敷金・保証金

敷金は家賃の３か月分、保証金は駐車場使用料の３

か月分。

入居申込者の資格

次の要件をすべて備えている方に限ります。

①坂東市内に住所または勤務場所がある方。

②同居または同居しようとする親族がある方 （親族。

には、申込日から２か月以内に結婚し同居を予定

する方を含みます ）。

③入居または同居しようとする親族が暴力団員でな

いこと。

④兄弟だけの申込みはできません （両親死亡等の場。

合を除きます ）。

⑤現在住宅に困っている方 （持ち家のある方は申込。

みできません ）。

⑥市税等を滞納していない方。

⑦世帯の収入の合計が基準内であること。

⑧自律して生活を営める方に限ります。

⑨その他、坂東市営住宅管理条例による。

管財課（岩井第二分庁舎／内線1243）《問合せ》

★農家の皆さんへ

送電線に農事用ビニール

等が付着するトラブルが多

発しています。送電線にビ

ニール等が付着すると大き

な停電事故につながる可能

性が高く、大変危険です。

強風や突風の予報がでた

場合には、ご使用中の農事

用ビニール等を事前に点検

するなど、舞い上がり（飛

散）防止にご協力をお願い

します。また、使用済みの

ビニール（廃プラスチック）

等は放置せず、早めの回収

をお願いします。

★クレーン等をご使用の

皆さんへ

クレーン等は送電線に近

づきすぎると、触れなくて

も放電がおこって感電した

り停電事故になることがあ

りますので、送電線の近く

でクレーンを使用される場

合は、必ず東京電力へご連

絡をお願いします。その１

本の電話が事故や災害を防

ぎます。

※故意や過失により送電線

に付着または接近して停

電事故が発生した場合、

損害を受けた方から責任

を問われる場合がありま

す。

問合せ

東京電力

茨城カスタマーセンター

0120-995-3325

お知らせ版 平成25年4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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５月にお送りする納税通

知書で自動車税を納めてい

ただくと、領収証書ととも

に納税証明書（継続検査用）

が付いています。口座振替

をご利用の方には、６月に

ハガキで納税証明書をお送

りします。

この納税証明書は車検の

ときに必要になりますの

で、大切に保管してくださ

い。また、自動車を譲る場

合は、譲られる方にこの納

税証明書も必ず渡してくだ

さい。

なお、納税証明書に自動

車のナンバー等が印刷され

ていないものは使用できま

せんので、ご注意ください。

問合せ

▽普通自動車について

筑西県税事務所

0296-24-91845

▽軽自動車について

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

お知らせ版 平成25年4月4日号

3

国民年金保険料の納付は「前納 「口座振替」が便利でお得です」

平成25年度の国民年金保険料は です。前納や口座振替にしていただく｢月額15,040円｣

と保険料が割引になりますので、ご利用ください。

★国民年金のメリット

○老後をずっと支える終身の年金

生きている限り年金が受け取れる一生涯の保障です。

○不測の事態に備える保険としての年金

、 。公的年金制度の障害・遺族年金は 日本の人口の20人に1人が受け取っています

○納めた保険料分は税金の負担が軽減

納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。

国民年金保険料 納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

１か月分 ６か月分 １年分

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額
平成25年度

15,040円 ― 90,240円 ― 180,480円 ―
毎月納付(現金納付･翌月末

引落の口座振替)

14,990円 50円 89,940円 300円 179,880円 600円
毎月振替［早割］

(当月末引落の口座振替)

６か月前納(現金納付) ― ― 89,510円 730円 ― ―

６か月前納(口座振替) ― ― 89,210円 1,030円 ― ―

１年前納(現金納付) ― ― ― ― 177,280円 3,200円

１年前納(口座振替) ― ― ― ― 176,700円 3,780円

◎受け取る年金額が増える「付加保険料」(月額400円)の納付もおすすめです。

◎平成26年4月から「２年前納」が始まる予定です。

（ ）、 （ ）《 》問合せ 保険年金課 岩井仮設庁舎／内線1734 下館年金事務所 0296-25-08115

最もお得 

毎月お得 



お知らせ版 平成25年4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。

4

予防接種を忘れずに受けましょう！

◆麻しん風しん混合２期の予防接種を受けましょう

麻しん（はしか）は、感染力が大変強い感染症です。自分が感染しないためだけで

なく、周囲に感染を広げないためにも予防接種は有効です。

小学校就学前の１年間の方（平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれ）は、平成26

年3月31日まで無料で接種できます。

◆ＢＣＧ定期予防接種の対象年齢が拡大されました

4月1日から ＢＣＧ予防接種の対象年齢が 生後3か月～6か月に至るまで から 生、 「 」 「

後3か月～1歳に至るまで」に拡大されました。標準的な接種時期は、生後5か月から8

か月の間です。

◆日本脳炎予防接種の特例対象年齢が拡大されました

4月1日から、日本脳炎予防接種の特例対象者（平成7年6月1日～平成19年4月1日生ま

れ）に、平成7年4月2日～平成7年5月31日生まれの方が追加されました。

接種間隔と受け方

▽1期（3回） 全く受けていない方:6～28日間隔で2回接種し、2回目終了後おおむね

1年おいて1回受ける

1回受けている方 ：6日以上おいて2回受ける

2回受けている方 ：1回受ける

▽2期（1回） 9歳以上で、1期（3回）終了後6日以上おいて1回受ける

※2期については、1期3回目終了後おおむね5年の間隔をおいて1回受けることが望まし

いとされています。

◆長期療養等で定期予防接種が受けられなかった方へ

下記の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても無料で接種できます。対象と思

われる方は、必ず事前に健康づくり推進課へご相談ください。

①定期予防接種の対象年齢に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特

別な事情でやむを得ず、定期予防接種が受けられなかった場合

②定期予防接種を受けられなかった特別な事情がなくなった日から、2年以内に接種す

る場合。ただし、ＢＣＧは4歳未満、４種混合は15歳未満、ヒブ・小児用肺炎球菌は

10歳未満までです。

健康づくり推進課（岩井保健センター内） 0297-35-3121◆問合せ 5

センター健診の申込受付を行います

健診実施日 申込開始 会 場

岩井保健センター
5月30日(木)・31日(金) 4月30日(火)～

5月 7日(火)～6月 1日(土)・ 2日(日)・ 3日(月)

40歳以上の方対 象 者

胃がん、胸部レントゲン、特定健康診査、大腸がん、前立腺がん、肝炎健診内容

ウイルス

健康づくり推進課（岩井保健センター内） 0297-35-3121申込・問合せ 5



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。

◆ お気軽にご女性大歓迎！

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

〈岩井附属庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井仮設庁舎／内線1222

「能」は日本の伝統芸能

です 大きな声を出す謡(う。

たい)や能の所作・動きを

基にした体操を通して伝統

芸能に触れ、日頃味わえな

い感動や共感を体験してみ

ませんか。自然と礼儀作法

が身に付き、ストレス解消

にも効果的です。まずはお

気軽にご参加ください。

対象者

小学生から大人の方まで

男女問いません。親子でも

参加できます。

とき・ところ

○子どもの部

（会場を選択してください）

・岩井公民館 月２回･火曜日

午後5時30分～6時30分

・猿島公民館 月２回･木曜日

午後5時～6時

○大人の部

・岩井公民館 月２回･火曜日

午後6時30分～9時

講 師

梅村昌功氏

（下掛宝生流能楽師）

無料受講料

20人(先着順)募集人数

4月25日(木)申込期限

午後5時まで

申込・問合せ

生涯学習課

〈猿島公民館内〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成25年4月4日号

5

講座やイベント

（ ） 。補助金額 購入額の50％以内 10アールあたり1,000円が上限 となります

※なお、補助は予算額の範囲内となります。

助成要件

市内の販売店から水稲箱苗防除用薬剤を購入した稲作農家の方で、当該年度生産調

整の現年度配分面積を100％達成した方が対象となります（未達成者は補助基本額の

50％で算出します 。※ となります。） 陸田や市外の水田及び市税滞納者は補助対象外

(1)補助対象面積は、次の規定に基づき算出されます。

①転作、休耕、青刈り稲及び飼料用稲の面積は補助対象面積に含みません。

②加工用米の面積は補助対象面積に算入します。

③薬剤の使用量は、10アールあたりの標準使用量を上限として計算します。

(2)水稲箱苗防除用薬剤は、 とします。水稲専用の殺虫剤・殺菌剤

※水稲のほかに、畑で作る野菜にも使用できる薬剤は補助対象外になります。

「補助金交付申請書」に「水稲病害虫防除薬剤販売証明書」を添えて、申請手続き

に市役所農政課または岩井地域水田農業推進センター６月末日まで

（岩井農協岩井支店２階）へ申請してください。

農政課（猿島庁舎／内線2201）問合せ



▼勅使河原和風会いけ花展

「 」。 、テーマは 春 山笑い

水ぬるみ、花のたより、春

の足音を表現しました。草

木の花や枝、葉の装いをご

観賞ください。

と き

4月14日(日)～20日(土)

午前9時～午後5時

※14日は午後1時から、20

日は午後4時まで

〈15日休館〉

勅使河原和風会主 催

木村問合せ

0297-34-27635

プロテニスコーチをヘッ

ドコーチに迎えて、テニス

レッスンを行います。皆さ

ん楽しく学びましょう！

と き

5月18日(土)から

〈計５回〉毎週土曜日

午前8時30分～10時

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

2,000円参加費

※傷害保険に加入します。

20人(先着順)募集人数

持参品

運動できる服装で、テニ

スシューズ、ラケットは必

ず持参してください。必要

に応じてタオル、飲み物、

帽子等もご用意ください。

なお、ラケットのない方

はご相談ください。

申込期間

4月22日(月)～24日(水)

※各日、午後7時以降にご

連絡ください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-3434-38495

お知らせ版 平成25年4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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夏休み海外派遣事業(小３～高３対象)参加者募集

事業名 対象 期間 参加費

サイパン：南の島体験ホームステイ 小3～中3 7月29日～8月 5日 22.8万円

シンガポール：スクール体験＆ホームステイ 中2～高3 7月25日～8月11日 32.8万円

オーストラリア：スクール体験＆ホームステイ 中2～高3 7月25日～8月10日 45.5万円

イギリス：英語研修＆ホームステイ 中2～高3 7月26日～8月12日 56.8万円

カナダ：ボランティア体験＆英語研修 中2～高3 7月26日～8月12日 57.8万円

オーストラリア：生活文化体験＆ホームステイ 中2～高3 8月 2日～8月13日 43.5万円

＆ ①36.8万円オーストラリア：はじめてのホームステイ
小3～中1 7月26日～8月 2日

動物ふれあい体験 ②39.5万円
①37.8万円

アメリカ：はじめてのキャンプ＆ホームステイ 小3～高3 7月29日～8月 5日
②39.8万円

のんびり村のホー ①37.5万円フィジー:無人島基地作り＆
小3～高3 7月29日～8月 6日

ムステイ ②39.5万円
①32.5万円カンボジア：負の遺産も丸ごと体験＆高床式

小4～高3 7月29日～8月 8日ホームステイ＆アンコール遺跡群見学 ②33.8万円

※参加費の①は11歳以下の方、②は12歳以上の方です。共通経費が別途必要です。

6月3日(月)または10日(月)まで ※事業により異なります。申込期限

(財)国際青少年研修協会（ 03-6459-4661）申込・問合せ・資料請求 5

◆市から助成金が交付されます(交付条件あり)。詳細については、生涯学習課〈猿島公民

館内〉 0297-44-3154／0280-88-0835 までお問い合わせください。5



5月27日(月)と き

〈雨天決行〉
ところ

猿島カントリー倶楽部

参加資格

市内在住・在勤の方

1,500円参加費

※プレー費9,000円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算（昼食代・パーティー

代を含む 。）

（ ）募集人数 180人 先着順

申込方法

4月21日(日)午前8時30分

から、申込書に参加費を添

えて猿島公民館ロビーでお

申し込みください。1人で4

人分まで申し込みができま

す。申込書は猿島公民館・

総合体育館・市内ゴルフ練

習場にあります。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

と き

5月～平成26年3月の

第2・第4土曜日

午前9時30分～11時

ところ

岩井公民館２階

対象者

来年度（平成26年4月）

小学１年生になるお子さん

6,500円教材費

(月謝無料)

40人（先着順）募集人数

4月15日(月)～申込開始

※定員になり次第締め切り

ます。

申込・問合せ

倉持愛子

0297-35-15455

倫理法人会は「人間力」

を高めるために経営者が学

びあう集いです。経営者自

身が感性と実践力を磨き、

適切な社員教育を通して企

。業の発展を目指しています

｢出せば入る｣をテーマに

講演会を開催しますので、

一緒に学びませんか。

4月12日(金)と き

午後6時～

市民音楽ホールところ

3,000円参加費

（懇親会費を含む）

(社)倫理研究所講 師

伏木久登氏
事業体験報告

栃木県倫理法人会

渡邊嘉一氏

問合せ

坂東市倫理法人会事務局

0297-20-91155

お知らせ版 平成25年4月4日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布草履作り 5月 7日(火) 午前10時～午後4時 10人 300円 4月15日(月)

5月 8日(水) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円 午前9時から
とんぼ玉作り

午後1時30分～3時30分 電話受付5月18日(土) 8人 1,000円

午前10時～午後4時 〈先着順〉ふくろう作り 5月15日(水) 10人 800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
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神大実分館生涯学習講座 受講生を募集します！
4月19日(金)まで 午前9時～午後9時 ※応募者多数の場合は抽選とします。【受付期限】
市内在住・在勤の方 無料（教材費等は自己負担）【受講資格】 【受講料】
神大実分館（ 0297-30-1800） ※月曜休館【申込・問合せ】 5

◎１人２講座以内とし、前回受講した講座は申し込みできません。受講決定者には、後日
ハガキを送付します。(応募者が募集人数の半数に満たない講座は中止）

募集 講 師 備 考実施
人数 （敬称略） （※は初回のみ徴収）

講 座 名 曜 日 時 間
期間

5月～ 毎月 午前10時 小学生以上対象
神田ばやし教室 20人

9月 第1･3土曜日 ～正午 大人大歓迎
倉持敏夫

お菓子つくり教室 材料費 毎回700円程度
5月～ 毎月 午前9時30分

16人 木村敦子
3月 第2水曜日 ～正午

井口理恵 ※教材費1,500円
5月～ 毎月 午前10時

ひよこクラブ 25組 伊藤宏子 1歳以上の乳幼児とその
12月 第2火曜日 ～正午

木村道子 母親対象

太極拳教室 15人 小川喜代子 運動のできる服装で参加
5月～ 毎月 午前9時30分

10月 第2･4土曜日 ～11時30分

6月～ 毎月 午前9時30分 花器、剣山、ハサミを持参
いけ花教室 15人

10月 第1･3金曜日 ～11時30分 花代 毎回1,000円
木村宝節

5月～ 午後3時30分 菅沼育子 WindowsXP以上のパソコン
パソコン教室 毎週木曜日 15人

7月 ～5時30分 佐藤茂樹 持参 ※資料代1,500円

15人 片倉みどり手話教室
5月～ 毎月 午後7時

※資料代500円
11月 第1･3金曜日 ～8時30分

5月～ 毎月 市外学習は 市外学習は2回開催
自然ウォッチング 20人 羽鳥稔

11月 第3金曜日 終日 市内学習は現地集合･解散

5月～ 毎月 午後1時 初心者の方対象
カラオケ演歌教室 15人 倉持鶴舟

10月 第1･3土曜日 ～4時 ※教材費500円

5月～ 午後3時30分 堀江シャ マット持参、動きやすい
ヨガ教室 毎週金曜日 15人

7月 ～5時 ーリ美子 服装で参加

15人 高見恵子 動きやすい服装で参加３Ｂ体操
5月～ 毎月 午後1時30分

10月 第1･3水曜日 ～3時30分

毎週日曜日 20人 佐村恵治 筆記用具を持参英会話教室
5月～ 午前9時30分

7月 ～11時30分

5月～ 毎月 午前9時30分 裁縫道具を持参
パッチワークキルト 15人 早川聡子

10月 第1･3火曜日 ～11時30分 ※材料費5,000円程度

5月～ 毎月 午後2時 かぎ針、糸きりバサミを持参
手編み教室 15人 古矢和子

10月 第1･3土曜日 ～4時 ※毛糸代1,000円程度

バスタオル、ウエットティ
5月～ 毎月 午前9時30分 ッシュ、飲み物等を持参足うら健康法 15人 樫村和子
10月 第2･4土曜日 ～11時30分

※専用パウダー代2,100円

合図の 花火を打ち上げます坂東さくらまつりの開催に伴い、 4月13日(土)･14日(日)

ので、ご協力をお願いします。 《問合せ》坂東市観光協会（ 0297-20-8666）5


