
現在ご加入の県民交通災

害共済は3月31日で終了し

ます。加入手続きがお済み

でない方は、交通防災課で

受付を行っていますので、

お早めにご加入ください。

※会員証は申し込みの際に

お渡しします。

一 般 :900円会 費

中学生以下:500円

交通防災課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1475

自殺は｢孤立の病｣とも言

われています。県では市町

村や各種団体と連携して、

｢つながる“わ”･ささえる“

わ”茨城いのちの絆キャン

ペーン｣を実施しています。

周囲との絆を回復すること

。が自殺防止につながります

悩みを抱えている人がいた

ら声をかけてみませんか。

県障害福祉課問合せ

029-301-33685
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可燃ごみの収集日となっている地区では3月21日(金)3月21日(金)3月21日(金)3月21日(金)〈〈〈〈春分春分春分春分のののの日日日日〉〉〉〉のごみのごみのごみのごみ収集収集収集収集

可燃ごみに限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

★中ノ台市民農園（山2177-110）

面積30㎡の区画

募集数:29区画

使用料:3,300円(年額)

面積60㎡の区画

募集数:3区画

使用料:5,500円(年額)

★ふれあい農園（辺田1237-3）

面積40㎡の区画

募集数:6区画

（ ）使用料:5,500円 年額

4月1日～平成27年3月31日まで利用期間

農業者以外で野菜・草花等の栽培に意応募資格

欲のある方（ふれあい農園は市内在住

の方に限ります ）。

3月28日(金)まで申込期限

農政課（猿島庁舎／内線2204）申込・問合せ



岩井・境都市計画生産緑

地地区変更案の縦覧を行い

ます。縦覧及び意見書の提

出を希望される方は、縦覧

の期間中に都市整備課まで

お問い合わせいただくか、

市ホームページをご覧くだ

さい。

生産緑地地区の名称

▽辺田７号生産緑地地区

▽沓掛１号生産緑地地区

▽沓掛１６号生産緑地地区

縦覧・意見書の提出期間

3月17日(月)～31日(月)

縦覧場所･意見書の提出先･

都市整備課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3403

心身に障がいのある方が

運転（所有）する自動車、

障がいのある方のために生

計を共にする方が運転（所

有）する自動車、障がいの

ある方のために常時介護す

る方が運転する自動車につ

いて、一定の要件に該当す

れば申請により自動車税が

減免されます。

減免の対象となる自動車

は、普通自動車と軽自動車

を合わせて、障がいのある

方１人につき１台です。

減免の要件、申請期限等

については、下記までお問

い合わせください。

問合せ

▽普通自動車について

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

▽軽自動車について

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

上記地域については、東

日本大震災が発生した平成

23年3月11日以後に到来する

申告・納付等の期限が引き

続き延長されていますが、

上記地域の自主的な申告･

納付状況などを踏まえ、延

長措置は終了することとな

りました。

すべての国税の申告・納

付等については、平成27年

3月31日(火)までに手続きを

お願いします。対象となる

方は、まずは最寄りの古河

。税務署までご連絡ください

※申告相談は、事前にご予

約をお願いします。

◆申告・納付等の手続きが

困難な方へ

平成27年3月31日におい

ても申告等が困難な方につ

いては、さらなる延長措置

を受けることができますの

、 。 、で ご相談ください また

申告は可能でも、一時に納

付することが困難な方は、

申請により最長で3年間、

納税の猶予を受けることが

できます。

古河税務署問合せ

0280-32-41615

日本脳炎予防接種は、予

防接種後に重い病気になっ

た事例をきっかけに、平成

17年度から21年度にかけて

接種のご案内を控えていま

した。現在は、新たなワク

チンが開発され、接種が再

開されています。

下記の特例対象者の方は

接種期間内であれば無料で

受けられますので、母子健

康手帳を確認し、接種がお

済みでない場合は早めに予

防接種を受けましょう。

特例対象者

平成7年4月2日～平成19

年4月1日生まれの方

接種期間

上記の対象者が20歳にな

るまでの間

接種場所

予防接種協力医療機関

持参するもの

母子健康手帳、日本脳炎

予防接種予診票

健康づくり推進課問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6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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田村市､南相馬市､川俣町､

広野町､楢葉町､富岡町､

川内村､大熊町､双葉町､

浪江町､葛尾村､飯舘村



①難病患者福祉手当

難病患者1人につき年額

10,000円を支給します。

受給資格

坂東市にお住まいの難病

患者で、生活保護を受けて

いない方

申請に必要なもの

○一般特定疾患医療受給者

証または登録者証の写し

○申請者が保護者等のとき

は、保護者等であること

を証明できるもの

○印鑑

○銀行の通帳

（ゆうちょ銀行を除く）

②精神通院医療費の助成制度

自立支援医療受給者証

(精神通院)をお持ちの方

に、通院医療費自己負担分

(精神通院にかかる医療費

の10％)の2分の1を助成す

る制度を設けています。1

か月の助成限度額は4,000

円です。

◎今回の申請対象は、平成

25年3月分～平成26年2月

分です。

申請に必要なもの

○自立支援医療自己負担上

限額管理票(平成25年3月

分～平成26年2月分の通

院記録のあるもの）

○医療機関の発行する領収

書または証明書

○印鑑

○銀行の通帳

（ゆうちょ銀行を除く）

【①②共通事項】

3月31日(月)まで申請期限

申請場所

社会福祉課または児童福

祉センター(岩井)で手続き

してください。

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2218

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号
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小･中学校に就学している児童生徒の保護者で、経済的な理由から給食費･

学用品費･修学旅行費などの負担が困難な場合、その一部を援助する制度です。

対象となる方は、坂東市内の小･中学校に在籍する児童生徒の保護者で、

次のような経済的な理由があり、教育委員会が認定した方です。

。 。▽生活保護を受けている ▽前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた

▽児童扶養手当の支給を受けている。▽生活福祉資金の貸付を受けている。

▽所得が著しく少なく、学用品費や給食費などに苦慮している。など

◎申請をすると、住民基本台帳や市民税課税台帳の閲覧など家庭や所得に関する各種の

調査を行います。所得申告をしていないと、認定できない場合がありますので、必ず

申告をしてください。ただし、給与所得のみの方で、勤務先から市役所に給与報告が

、 。 、提出される場合には 申告の必要はありません 年度当初から援助を希望される方は

４月末までに学校教育課にお申し出ください。

◆ 私立幼稚園就園奨励費補助金について ◆

私立幼稚園に就園する園児（満３歳児以上）の保護者の負担軽減と幼稚園教育の振興

を図るため、私立幼稚園を通じて、保育料・入園料の負担減免のための助成を行ってい

ます。(住所要件有) ※６月頃に幼稚園を通じて、保護者の方に申請書を配付します。

学校教育課（猿島庁舎／内線2278、2279）《問合せ》



母子家庭・父子家庭・両

親のいない児童を養育して

いる方の就学上の不安解

消、福祉増進のために学資

金を支給しています。

4月に小学校に入学され

るお子さんのいる方または

受給資格があるのにまだ学

資金を受けていない方は、

子育て支援課または児童福

祉センター(岩井)でお早め

に申請してください。

学資金を現在受けている

方で、新たに小学校に入学

、されるお子さんがいる方は

4月の現況届の際に金額変更

の手続きをしてください。

新規申請必要書類

○交通事故が確認できる書

類の写し(交通遺児学資

金のみ)

○本籍が坂東市以外の場合

は、申請者及び児童の戸

籍謄本(交通遺児学資金

のみ)

○印鑑

○申請者名義の通帳

（ゆうちょ銀行は除く）

（小学1学資金の対象児童

）年生～中学3年生修了まで

○両親または一方の親が死

亡した児童

○

○両親または一方の親の生

死が明らかでない児童

○両親または一方の親に重

度障がいのある児童

○その他上記に準ずる場合

※事実婚（婚姻をしていな

くても同居・生活費の援

助・頻繁な訪問がある場

合）は受けられません。

（児童１人につき）支給月額

○母子家庭等児童学資金

2,500円

○交通遺児学資金

（ ）交通事故が原因の場合

5,000円

※所得制限はありません。

、★受付は随時していますが

申請した翌月からの支給

になりますので３月中に

申請してください。申請

をしないと対象として認

定されませんのでご注意

ください。

子育て支援課問合せ

猿島庁舎／内線2214

農業振興地域整備計画の

総合見直しのために休止し

ていました農振除外申請の

受付を再開します。

、申請を予定している方は

事前に農政課までご相談の

うえ、受付期間中に申請書

を提出してください。

※申請から除外まで、最短

で半年程度かかります。

受付期間(4月分)

4月1日(火)～30日(水)

※平成26年度の申請受付

は、年4回（4月･6月･10

月･12月）です。

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2201

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6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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忘れないで!スプレー缶のガス抜き!

スプレー缶・カセットボンベは「空き缶」に分別され

ます。中身が残ったままのスプレー缶などが不燃ごみと

して出されると車両火災の原因となります。スプレー缶

は必ず中身を使い切り、屋外の風通しの良い場所でガス

抜き（穴あけ）をしてから「空き缶」として出してくだ

さい。

ごみはレジ袋では出せません！

ごみ袋は、無色透明・45リットル以下・厚さ0.03mm

のビニール袋を使用してください。レジ袋では出せま

せん！ごみの集積所は、利用している方のごみの分け

方・出し方のルールの徹底や日々の清掃のおかげで、

きれいに保たれています。今後とも皆さんのご協力を

お願いします。

生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453)問合せ

父母が婚姻を解消した児童



受験資格

①昭和59年4月2日～平成5年

4月1日までに生まれた方

②平成5年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業

した方もしくは平成27年

3月までに卒業見込みの

方または人事院がこれと

同等と認める方

6月8日(日)第１次試験

大学卒業程度試験の程度

インターネット申込期間

4月1日(火)～14日(月)

＊申込アドレス

http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

郵送・持参申込期間

4月1日(火)・2日(水)

茨城労働局総務課問合せ

029-224-62115

男性警察官Ａ･Ｂ試験区分

女性警察官Ａ･Ｂ

受験資格

▽警察官Ａ

昭和60年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業し

た方もしくは平成27年3月

までに卒業見込みの方また

は人事委員会がこれと同等

と認める方

▽警察官Ｂ

昭和59年4月2日～平成8

年4月1日までに生まれた方

で、警察官Ａの受験資格に

該当しない方（平成26年10

月1日から勤務可能な方）

5月11日(日)第１次試験

インターネット申込期限

4月14日(月)午後5時まで

＊申込アドレス

http://www.pref.ibaraki.

jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_

site/index.html

郵送・持参申込期限

4月15日(火)まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

青年海外協力隊・シニア

海外ボランティアの制度や

内容について説明会を行い

ます。ボランティアには技

術系、医療系、教育系、農

業系、スポーツ系など様々

な職種があります。皆さん

も参加してみませんか。当

日は入退場自由です。直接

会場にお越しください。

4月6日(日)◆と き

▽シニア：午前10時30分～

▽青 年：午後2時～

ところ

LALAガーデンつくば

4月13日(日)◆と き

シニア･青年:午後2時～

ところ

水戸市国際交流センター

4月26日(土)◆と き

シニア･青年:午後2時～

ところ

つくばサイエンス・イン

フォメーションセンター

【 共 通 事 項 】

無料参加費

JICA青年海外協力隊問合せ

事務局募集課

03-5226-98135

＊ホームページ

www.jica.go.jp/volunteer/

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号
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子宮がん・乳がん集団検診の申込受付

実施会場 実施日 申込開始

4月 9日(水)～11日(金) 3月10日(月)～

4月21日(月)～25日(金) 3月14日(金)～
岩井保健センター

猿島保健センター 3月12日(水)～4月14日(月)～16日(水)

▽子宮がん検診:20歳以上の女性の方対 象 者

▽乳 が ん 検診:30歳以上の女性の方

500円（70歳以上の方は無料）検診負担金

※定員になり次第締め切りとなります。

健康づくり推進課申込・問合せ

〈岩井保健センター内〉 0297-35-31215



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

女性大歓迎女性大歓迎女性大歓迎女性大歓迎！！！！約ください。

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

結婚相談室ところ

〈岩井附属庁舎〉

秘書広聴課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1222

◆会員募集

平成26年度新規会員を募

集します。オリジナルの食

器を作ってみませんか。

と き

水曜日（月2回程度）

午前10時～午後2時30分

ところ

岩井福祉センター夢積館

対象者

市内在住の60歳以上の方

で､陶芸未経験･初心者の方

月額 1,000円会 費

10人(先着順)募集人数

3月17日(月)～申込開始

◆作品展

年に一度の集大成！全会

員の力作をご覧ください。

と き

3月20日(木)～25日(火)

午前10時～午後3時

※24日は休館

ところ

岩井福祉センター夢積館

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

岩井本所 0297-35-48115

3月23日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

市内在住・在勤の方で、

スポーツ傷害保険に加入し

ていること

１チーム15,000円参加費

（参加費10,000円＋

）登録費5,000円
申込期間

3月6日(木)～13日(木)

※申込用紙は、総合体育館

事務室にあります。

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

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6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。

6

講座やイベント

ご相談ください 就職・進路の悩みはサポステで解決

若者就労支援の出張相談会

働きたいけれど自信がない方、子どもの就職に悩

。 。んでいる方の相談会です お気軽にご相談ください

、 、 、と き 4月9日(水) 5月14日(水) 6月11日(水)

7月9日(水)、9月10日(水)

いずれも午後2時～4時

※8月はお休みです。

岩井公民館2階会議室〈女性センター〉と こ ろ

15歳～39歳までの若者、その保護者の方対 象 者

など

無料参 加 費

相談会前日までに、下記までご連絡くだ申込方法

さい。

厚生労働省認定事業申込・問合せ

いばらき県西若者サポート

ステーション 0296-54-60125



市民バレーボール連盟、

家庭婦人バレーボール連

盟、ソフトバレーボール連

盟が平成26年度に主催する

大会に出場するには、登録

が必要です。忘れずに登録

するようにしてください。

3月20日(木)と き

午後6時30分～

岩井公民館会議室1･2ところ

登録資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチームで、参加者

はスポーツ傷害保険に加入

していること

1団体 1,500円登録料

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

寝起きや車椅子への乗り

移り、食事の仕方などを中

心に、リハビリスタッフが

安全で効率的な介護方法を

指導します。介護を必要と

している家族がいる方、今

、後介護をする必要がある方

介護に興味がある方など日

頃感じている疑問や不安の

。解消にぜひご参加ください

3月15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

20人募集人数

3月12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

リハビリテーション部

中山／ 0280-87-81115

ビデオクラブ常総映像が

創立10周年を記念して作品

上映会を開催します。地域

に関連した行事や歴史を訪

ねる作品など11作品を上映

します。市民ならではの目

線で撮影した身近な映像も

上映されますので、ぜひご

来場ください。

3月30日(日)と き

午後1時30分～4時

岩井図書館ところ

2階視聴覚室

無料入場料

問合せ

ビデオクラブ常総映像

室伏／ 0297-45-51565

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号版 平成26年3月6日号

7

教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

布ぞうり作り 4/ 1(火) 10人 300円

マスコット作り 4/ 8(火) 10人 500円 3月15日(土)午前9時から電話

4/ 9(水) 8人 1,000円 で先着順に受付します。
とんぼ玉作り

4/19(土) 8人 1,000円

4月～平成27年3月 官製はがきに教室名･住所･氏
竹工画 火曜 10人 2,500円〈 〉

(全24回) 名･郵便番号･電話番号を明記

4月～平成27年3月 のうえ郵送してください。3月
クラフト 木曜 10人 1,000円〈 〉

。 。(全12回) 20日(木)必着 1人1教室まで

裂き織り 木曜 4月～7月(全8回) 6人 1,600円 応募多数の場合抽選。〈 〉

さしまクリーンセンター寺久 リサイクルプラザと こ ろ

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

〒306-0656 坂東市寺久1353-1申込・問合せ

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ（ 0297-20-9980）5



8

ちょっと早起きしてばん

どう朝市に来ませんか？新

鮮で美味しい食材などを販

売します。また、先着限定

で素敵なプレゼントをご用

意しています。ぜひご来場

ください。

3月16日(日)と き

午前8時～11時

岩井商店街ところ

多目的広場

問合せ

坂東市観光協会

〈岩井臨時庁舎

商工観光課内〉

0297-20-86665

ＩＹＳは、市と協力しな

がら独身男女に出会いの場

を提供しています。

パーティーやバスツアー

の開催など、ボランティア

で協力してくれる委員を募

集します。イベントに興味

をお持ちの方は、お気軽に

お問い合わせください。私

たちと一緒に素敵な出会い

のお手伝いをしましょう。

活動内容

イベントの企画、開催時

の受付・進行、月１回程度

の全体会

応募資格

18歳以上(高校生不可)35

歳以下の独身者の方

若干名募集人数

※ボランティアのため報酬

はありません。

申込・問合せ

ＩＹＳ実行委員会事務局

〈生涯学習課

〉猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

▼どんぐり教室油絵展

余暇を利用し楽しみなが

ら気軽に絵筆をとって表現

した味わい深い油絵を展示

します。

と き

3月23日(日)～29日(土)

午前9時～午後5時

※23日は午後1時から、29日

〈 〉は午後3時まで 24日休館

どんぐり教室主 催

倉持問合せ

0297-39-23235

平成26年3月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

合図の 花火を打ち上げますばんどうホコテンの開催に伴い、 3月22日(土)

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

【 】がんばん堂本舗公式URL http://ganbando.com/

がんばん堂本舗に事業所やお店の紹介をされる方、

大募集!!ネットオークションに出品される方

★がんばん堂本舗のホームページﾞに事業所や

お店の商品、サービスの紹介等を掲載

月額500円（商工会員は月額300円）

★ネットオークションへ商品を出品

出品料 1点100円

落札手数料 落札価格の5.25％

がんばん堂本舗 0297-36-0121問合せ 5

坂東市岩井4672(旧法務局跡地)


