
子どもと高齢者の定期予

防接種が、市内に限らず県

内のどこでも受けられるよ

うになりました。かかりつ

け医療機関が市外にある場

合や里帰り出産の際、予防

接種を実施している県内の

医療機関であれば定期予防

接種が受けられます。

予防接種を実施している

医療機関については、茨城

県医師会のホームページを

ご覧いただくか、下記まで

お問い合わせください。

健康づくり推進課問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

住宅火災発生時の逃げ遅

れを防止するため、すべて

の住宅の寝室や階段に住宅

用火災警報器を設置するこ

とが義務付けられていま

す。

住宅用火災警報器は、

ホームセンターや電気店で

購入でき、煙式で「ＮＳ」

マークのある商品を推奨し

ています。悪質な訪問販売

等には、十分注意するよう

お願いします。

問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

これまで、さしま斎場を

利用する場合の予約受付等

は、さしま環境管理事務組

担当窓口の変更について

合で行っていましたが、利

用者の利便性の向上や事務

の効率化を図るため、今後

は直接さしま斎場（斎場管

理課）で予約受付等を行う

こととなりました。火葬

（ ） 、人体・小動物 受付業務

墓地管理業務等につきまし

ては、さしま斎場へご連絡

をお願いします。

なお、火葬許可の申請等

は、これまでどおり市役所

市民サービス課、窓口セン

ターで行います。

予約受付・問合せ

さしま斎場（斎場管理課）

〈境町長井戸1746〉

0280-87-06195

FAX 0280-87-6800

1

「虐待かな」と思ったら迷わず通告！

、子育ての悩みや困っていることは

。お気軽にご相談ください

連絡・相談先

▽子育て支援課（猿島庁舎／内線2215）

0296-24-1614）▽県筑西児童相談所（5

可燃ごみの収集日となっている地区では11月24日(月)〈振替休日〉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（岩井第三分庁舎／内線1453）



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

農業従事者の減少や高齢

化が進む中、農地の集積・

集約化、農業経営の効率化

が求められています。

農地中間管理機構（茨城

県農林振興公社）では、農

地の貸付を希望する方から

農地を借り受け、将来の担

い手がまとまりのある形で

農地を利用できるように配

慮して貸付けを行います。

現在、農地を貸したい方

。(出し手)を募集しています

農地を貸したい方は、茨城

県農林振興公社のホーム

ページをご確認のうえ、お

申し込みください。

※一定の要件を満たせば、

機構集約協力金が支払わ

れます。

申込・問合せ

▽公益社団法人

茨城県農林振興公社

農地中間管理機構グループ

029-239-71315

＊ホームページ

http://www.ibanourin.or.jp

▽市役所農政課

猿島庁舎／内線2202

中皮腫や肺がんなどを発

症し、その原因が労働者と

して石綿ばく露作業に従事

していたことにあると認め

られた場合、労災保険法に

基づく各種の労災保険給付

や石綿救済法に基づく特別

。遺族給付金が支給されます

石綿による疾病は、石綿

を吸ってから非常に長い年

月を経て発症することが大

きな特徴です。中皮腫など

でお亡くなりになられた方

が過去に石綿業務に従事さ

れていた場合には、労災保

険給付等の支給対象となる

可能性がありますので、ま

ずは最寄りの労働局または

労働基準監督署にご相談く

ださい。

問合せ

▽茨城労働局

労働基準部労災補償課

029-224-62175

▽常総労働基準監督署

0297-22-02645

＊ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/

new-info/kobetu/roudou/

gyousei/rousai/120406-1.

html

市内に住所及び事務所が

あ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･車庫等を除

く)の改築･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。

申込額が予算の範囲を超

えた場合は、年度途中で助

成を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

工事や違法建築は、対象

外です。

申込できる方

次の①～⑤すべてに当て

はまる方

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過去に市から同様の助成

(旧市町の制度を含む)を

ていない方受け

⑤市内の施工業者に工事を

依頼する方

対象工事

平成26年4月1日以降に着

手し、平成27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

〈岩井臨時庁舎〉

0297-20-86665

お知らせ版 平成26年11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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個人で事業を行っている

方で、一定の所得を超えた

場合は個人事業税が課税さ

れます。第2期分の納税通知

書を11月中旬に送付します

ので、12月1日(月)の納期限

までに納付してください。

問合せ

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

個人事業者を対象に、青

色決算書の作成方法や注意

点などについて、税務署職

。員や税理士がご説明します

①営業所得者

12月5日(金)と き

②農業所得者

12月8日(月)と き

【 ①②共通事項 】

午前10時～正午時 間

境町役場ところ

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

メールアドレスを登録し

た方に、確定申告でe-Tax

を利用するための最新情報

を配信します。e-Taxを利

用すれば確定申告会場に行

く必要がなく、自宅などか

ら申告書の提出ができるの

でとっても便利です。

登録方法

パソコンや携帯電話から

e-taxinfo@kat.nta.

に空メールを送信しgo.jp

てください。迷惑メール対

策などでドメイン指定受信

を設定している方は kat.、「

nta.go.jp」を受信できる

ように設定してください。

携帯電話から登録する場

合は次のＱＲコードからの

登録が便利です。

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

雇用保険を受給できない

方等を対象に、早期就職に

向けたスキルアップのため

の職業訓練の案内をしてい

ます。パソコン系や介護分

野など各種訓練があり、ハ

ローワークが積極的に就職

支援を行います。受講料は

原則無料です。詳細につい

、 。ては お問い合わせください

ハローワーク常総問合せ

0297-22-86095

学生を除く若年者や離職

され求職中の方を対象に、

合同就職面接会を開催しま

す。複数の企業の人事担当

者と直接お会いできるチャ

ンスです。履歴書を複数枚

持参のうえ、ぜひご参加く

ださい。

12月11日(木)と き

午後1時30分～3時30分

ところ

筑西合同庁舎大会議室

〈筑西市二木成615〉

約20社参加事業所数

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

0296-23-38115

茨城労働局では、茨城県

時間額７２９円最低賃金を

に改定し(１６円引上げ）

ました。10月4日から茨城

県内の全産業・全労働者に

適用されます。

茨城県最低賃金を下回る

雇用契約は、労使双方の合

意であっても、賃金額につ

いては無効とされ、最低賃

金額と同額の契約をしたも

のとみなされます。

問合せ

茨城労働局

労働基準部賃金室

029-224-62165

お知らせ版 平成26年11月6日号
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交通事故による死傷者数

は年々減少傾向にあるもの

の、平成25年の事故発生件

数は約63万件、死傷者数は

約79万人と、誰もが交通事

故の被害者にも加害者にも

なり得る極めて深刻な状況

となっています。

自賠責保険･共済は、す

べてのクルマ･バイク1台ご

とに加入が義務づけられて

おり、加害者の賠償責任を

担保することで被害者の基

本的な賠償を保障する制度

です。自賠責保険・共済な

しで運行することは法令違

反となりますので、ご注意

ください。

問合せ

国土交通省関東運輸局

自動車交通部旅客第一課

045-211-72455

一般の高校と同じ学科を

学ぶため、3年間の教育が

修了したときは、高校の卒

業資格を取得できます。

応募資格

中卒(見込含)の17歳未満

の男子

試験日

▽推薦

平成27年1月10日(土)～

12日(月)のいずれか1日

▽一般（1次試験）

平成27年1月24日(土)

月額94,900円生徒手当

（期末手当あり）

申込期限

▽推薦 12月5日(金)まで

▽一般

平成27年1月9日(金)まで

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

入館者に対する展示品・

資料の解説、館内の案内、

入場券売・改札などを行う

。非常勤嘱託員を募集します

若干名採用人数

雇用期間

平成27年4月1日～

平成28年3月31日

※事前研修あり。4回まで

更新可。

週4日交替制勤務日時

午前9時～午後5時15分

（土曜・日曜・祝日も勤務

対象、有給休暇あり）

月額143,500円給 与

（通勤手当・賞与あり）

申込期間

12月2日(火)～

平成27年1月4日(日)

申込・問合せ

茨城県自然博物館管理課

0297-38-20005

＊ホームページ
http://www.nat.pref.

ibaraki.jp/

マリッジサポーターは、

茨城県知事からの委嘱を受

けて、若者の出会いの相談

や仲介などを行うボラン

ティアです。結婚を希望さ

れる方のあらゆるご相談

に、無料でお応えします。

12月7日(日)と き

午前10時～午後3時

岩井公民館ところ

2階会議室1・2

身上書 写真(L判)持ち物 、

11月30日(日)まで申込期限

申込・問合せ

県西地域第3ブロック

マリッジサポーター

▽海老原 090-3102-83215

▽岡田 080-8902-40515

※受付時間は午前9時～午

後5時まで。

坂東断酒会では、お酒を

やめたい、やめられないな

どで悩んでいる方の相談に

応じます。お気軽にご相談

ください。

ＮＰＯ法人問合せ

茨城県断酒つくばね会

坂東断酒会

小林／ 0297-35-70265

お知らせ版 平成26年11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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ご相談ください



交通事故にあい、損害賠

償や示談の仕方等でお困り

の方の相談に応じます。相

談は無料ですので、お気軽

に相談してください。

◆一般相談

平日 午前9時～正午

午後1時～4時45分

（ ）毎週木曜日は休所日

◆弁護士相談（要予約）

毎月第４水曜日

午後1時～4時

問合せ

県西地方交通事故相談所

0296-24-91125

在留資格、労働、国際結

、 、 、婚 税金 保険等について

弁護士が相談(面談)に応じ

ます。秘密は厳守します。

11月16日(日)と き

午前10時～午後3時

（受付は午後2時30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

。※11月16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

トガル語、韓国語、スペイ

ン語、インドネシア語

一日無料弁護士相談

問合せ

(公財)茨城県国際交流協会

029-244-38115

【相談電話番号】

０５７０－０７０－８１０5

職場における男女差別や

セクハラ、夫・パートナー

からの暴力やストーカーな

ど、女性の人権侵害に関す

る相談に、人権擁護委員や

法務局職員が応じます。秘

密は厳守します。

と き

11月17日(月)～23日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

水戸地方法務局問合せ

人権擁護課

029-227-99195

【相談電話番号】

０２９－８６４－２５４８5

医療や介護サービスの利

用、費用や保険料負担で困っ

ていること、負担軽減策に

ついて、ケアマネジャーや

ケースワーカーが無料で相

談に応じます。

11月22日(土)と き

午前9時30分～午後0時30分

主 催

茨城県社会保障推進協議会

パソコン操作やビジネス

マナー等を学ぶセミナーを

開催します。

と き

11月28日、12月1日･3日･

5日･15日･17日･18日･22日･

24日･25日〈計10回〉

午前10時～午後3時

ところ

中心市街地活性化センター

対象者

①坂東市内にお住まいの求

職者または創業希望者

②坂東市内に勤めていて、

市内での転職希望者

③坂東市内への就職や創業

希望者

無料参加費

15人（先着順）募集人数

申込方法

当協議会、岩井臨時庁舎、

猿島庁舎、ハローワーク常

総ほか公共施設等にある申

込書に必要事項を記入のう

え、お申し込みください。

当協議会ホームページから

もお申し込みできます。

問合せ

坂東市雇用創造協議会

たけのこ 0297-44-54005

午前9時～午後5時

＊ホームページ

http://www.bandokoyou-

takenoko.jp

お知らせ版 平成26年11月6日号
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講座やイベント



11月23日(日)と き

茨城県自然博物館ところ

内 容

①講演会

「第一線の研究者が語る

進化の謎」

豪華な講演者が博物館に

、 、 、集合！恐竜 哺乳類 藻類

昆虫の楽しいお話を聞くこ

とができます。事前申込が

必要です。

時 間

午前10時～午後0時30分

小学生以上の方対象者

（ ）募集人数 300人 先着順

②ブース型体験教室

「体験！わくわく

ミュージアム」

標本や生きものを実際に

見て・触って学ぶことがで

きる体験教室です。事前申

込みは不要です。

午後1時～4時時 間

自然史まつりin いばらき

対象者

どなたでも自由に参加で

きます

【 ①②共通事項 】

申込・問合せ

茨城県自然博物館

0297-38-20005

①絵手紙同好会作品展

〈 〉友好会･友の会･遊心会

と き

11月24日(月)～

12月7日(日)

②手編み教室作品展

〈26年度講座生〉

と き

12月10日(水)～23日(火)

【 ①②共通事項 】

午前9時～午後9時時 間

※最終日は午後3時まで

〈月曜休館〉

問合せ・開催場所

神大実分館

0297-30-18005

婚活パーティーに参加し

ませんか。今年のクリスマ

スはふたりで

過ごしましょう!

と き

12月21日(日)

午後1時30分～

ところ

とねミドリ館

〈古河市前林1953-1〉

対象者

20～45歳までの独身男女

参加費

男性 2,000円

女性 1,000円

男女各20人募集人数

申込期間

12月6日(土)～15日(月)

申込・問合せ

県西地域第4ブロック

マリッジサポーター

▽金谷 090-6658-89945

▽神原 0280-92-60925

お知らせ版 平成26年11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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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布ぞうり作り 午前10時～午後3時30分 10人 300円 11月15日(土)12月 2日(火)

12月 9日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時から小物作り

12月10日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円 電話受付
とんぼ玉作り

午後1時30分～3時30分 〈先着順〉12月20日(土) 10人 1,000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・五霞町に在住または在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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公民館講座 受講生を募集します

★ 岩井公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等

12/13(土) 手作りの玄関飾り
正月の玄関飾り 小川 實 15人 500円

午前9時30分～正午 にチャレンジ

お正月を華やかに
12/21(日)

正月用の生花 木村宝節 20人 2,000円
午前9時30分～正午

彩る花を生けま

しょう

初めての 倉持裕加里
12/21･1/11･1/18・ 小学校入学前にひ

40人ひらがな 片庭晴美
1/25・2/1 各日曜日 らがなの勉強のお
午前9時～11時 手伝いをします

道具・材料手編みの
1/10･1/17･1/24・ 棒針編みで小さな

は各自用意ショール
1/31・2/7 各土曜日 ショールを編みま 富川美恵子 15人

午前10時～正午 しょう

1/17･1/24 お香それぞれの独 2回2,000円

各土曜日 特な香りを聞いて 服部香恵 15人 ※イス席のお香(香道)体験
午後2時～4時 味わってみませんか 講座です

★ 猿島公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等

手作りのアレンジメ
ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ 12/6(土)

ントで楽しいクリス 古谷直美 15人 2,000円ﾊｯﾋﾟｰｸﾘｽﾏｽ 午前10時～正午
マスを迎えましょう

12/11･12/18･ 地元産常陸秋そばで

手打ちそば 12/25 各木曜日 本格的な手打ちそば 倉持 豊 12人 1回1,200円

午後6時～9時30分 を打ってみませんか

生活に役立てる 1回2,000円
12/7･12/21･1/11･ アロマセラピーの活

アロマセラピー ※男性歓迎
1/25･2/15 各日曜日 用法を学んで日常生 張替友美 15人

午前10時～正午 活に活かしましょう

★ 申し込みについて ★

市内在住・在勤の方（正月用の生花・プリザーブドフラワーは小学生以上対 象 者

の方、初めてのひらがなは来年度小学校に入学する方）

無料（材料費は個人負担）受 講 料

11月18日(火)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉申込開始

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！



8

絵画、書道、手工芸、写

真など、子どもたちや市民

の皆さんの作品を展示しま

す。ぜひご来場ください。

と き

11月14日(金)～16日(日)

午前9時～午後8時

※16日は午後4時まで

総合体育館ところ

岩井公民館

生涯学習課問合せ

〈猿島公民館内〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

初級者から上級者まで4つ

のクラス別に開催します。

水戸市出身の本田小百合

女流棋士の指導対局もあり

ますので、ぜひご応募くだ

さい。

と き

平成27年1月18日(日)

午前8時30分～午後5時30分

総合体育館ところ

参加資格

アマチュア将棋愛好家な

。らどなたでも応募できます

参加費

一般 1,500円

高校生以下 700円

（昼食代込）

申込方法

坂東市観光協会、窓口セ

ンター（猿島庁舎）にある

申込用紙に必要事項を記入

のうえ、お申し込みくださ

い。各クラス定員まで先着

順に受付します。なお、当

日の申し込みはできませ

ん。申込用紙は坂東市観光

協会ホームページからもダ

ウンロードできます。

11月21日(金)まで申込期限

申込・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

＊ホームページ

http://bandokanko.jp/

プロ、アマを問わず、ど

なたでも応募できます。最

優秀賞には賞金10万円、優

秀賞には賞金5万円、特賞

、 、には賞金2万円ほか 入賞

佳作など豪華賞金等が贈ら

れますので、ふるってご応

募ください。

応募規定

平成26年1～12月までの坂

東市内の風景・まつり・イ

ベントを題材とした作品に

限ります。応募点数は1人2

点までです。応募票は坂東

市観光協会ホームページか

らダウンロードできます。

応募サイズ

カラープリント四切りま

たはワイド四切り。デジタ

ルカメラで撮影した作品

は、銀写真プリントで出力

してください。

募集期限

平成27年1月30日(金)まで

申込・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

＊ホームページ

http://bandokanko.jp/

平成26年11月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

昨年の作品展のようす
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