
農業者年金受給権者現況

届により、受給資格の確認

を行います。

該当される方は、農業者

年金基金から送付された

｢現況届｣に必要事項を記入

6月28日(金)までのうえ、

に、農業委員会事務局また

は、さしま窓口センターへ

のご提出をお願いします。

農業委員会事務局問合せ

0297-21-22065

工業統計調査は、工業の

実態を明らかにすることを

目的とした、統計法に基づ

く基幹統計調査です。従業

員が4人以上いるすべての

製造事業所を対象に、令和

元年6月1日現在で実施して

います。

調査内容については、統

計法により、統計作成の目

的以外に使用することはあ

りません。また、インター

ネット回答をされない場合

は、紙の調査票を調査員に

ご提出ください。

調査へのご理解とご協力

をお願いします。

企画課問合せ

0297-21-21815

1

ハンドボール競技開催
10月3日(木)～7日(月)

道路舗装修繕工事のため、次の区間が夜間片側交互通行となります。規制区間から

各地区への出入りが困難になる場合があります。また、夜間工事のため騒音・振動な

ど近隣の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

6月17日(月)～21日(金)予定【共通事項】 と き

夜間片側交互通行（午後9時～午前5時）規制内容

境工事事務所 道路管理課 0280-87-0458問合せ 5

①国道354号 岩井 ②県道土浦坂東線 岩井 ③県道岩井野田線 小山



市では、介助補助員・調

理員を募集します(登録

制)。子どもたちのために

なる仕事がしたい方や興味

のある方は、お気軽にお問

い合わせください。

①介助補助員

勤務先

市内小学校●

認定こども園ひまわり●

勤務日時

月曜～金曜

学校・園の時間に合わせ

1日7時間45分

日額6,700円賃 金

②調理員(常勤者)

勤務先

岩井学校給食センター

勤務日時

月曜～金曜

午前8時～午後4時45分

日額6,600円賃 金

③調理員(3時間パート者)

勤務先

岩井学校給食センター

月曜～金曜勤務日時

午前8時～11時

時給852円賃 金

【共 通 事 項】

若干名募集人数

申込方法

次の書類を総務課に持参

または郵送してください。

臨時職員等登録申込書●

市販の履歴書●

（写真貼付・本人自筆）

※申込書は総務課、さしま

窓口センターにあります

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

6月28日(金)まで申込期限

※期限を過ぎても随時登録

ができますので、お問い

合わせください。

問合せ

学校教育課●

（小学校介助補助員）

0297-21-22025

こども課●

（ひまわり介助補助員）

0297-21-21915

岩井学校給食センター●

（給食センター調理員）

0297-36-88885

お知らせ版 令和元年6月6日号

2

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

募集住宅

藤田住宅、さしま住宅住宅名

鉄筋コンクリート造3～5階建て構 造

2DK 1戸 3DK 7戸戸 数

※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。

6月17日(月)～28日(金)募集期間

〈 〉土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分

令和元年9月1日入居可能日

14,400円～50,700円月額家賃

（世帯全体の収入により計算します ）。

43,200円～152,100円（家賃の3か月分）敷 金

6,000円（駐車場使用料の3か月分）保証金

（次の要件をすべて備えている方）入居申込者の資格

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いる方

(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)

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(両親死亡等を除く）

⑤現在住宅に困っている方(持ち家のある方は不可）

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自立して生活を営める方

⑨母子・父子世帯は離婚が成立していること

⑩その他、坂東市営住宅管理条例による

申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類申込方法

を添えて管財課にお申し込みください。

※申込書は管財課にあります。

管財課〈市役所3階〉 0297-21-2179問合せ 5

。



悪質な業者から金銭や甘い

言葉（うまい話）で土地利用

を求められ、安易に同意して

しまった結果、大切な土地に

廃棄物を不法投棄されたり、

質の良くない残土を埋立てら

れたり、不法ヤードとして使

用されるなどの事案が発生し

ています。

こうした被害を防ぐために

は、｢うまい話があっても安

易に土地を貸さない｣という

意思を持つことが必要です。

警察でも取締りを強化してお

り、安易に同意や契約をして

しまわないよう土地所有者の

方にご協力をお願いしていま

す。

不法投棄をされると、多く

の場合、最終的に土地所有者

が片付けることになってしま

います。遊休地にいつの間に

か不法投棄されていたという

事例もありますので、定期的

な見回り、進入防止柵や不法

投棄禁止の警告掲示板の設置

など、一人ひとりが対策をと

り、不法投棄を未然に防ぎま

しょう。

問合せ

生活環境課●

0297-21-21895

茨城県廃棄物対策課●

029-301-30335

不法就労は法律で禁止さ

れています。

外国人を雇用する場合

は、在留カードの「就労制

限の有無」欄をご確認くだ

さい 「就労可 「就労不。 」

可 「就労の制限なし」な」

どの記載がありますので、

必ずご確認のうえ、適正な

雇用をお願いします。

境警察署問合せ

0280-86-01105

使用済農業用ビニール・ポ

リエチレン（農業用廃プラス

） 。チック の収集を実施します

排出には登録が必要です。ま

た、持ち込みの際には必ず登

録証をお持ちください。

6月25日(火)と き

①午前8時30分～正午

生子・菅谷・内野山地区

の方

②午後1時～4時30分

逆井・山・沓掛地区の方

ところ

坂東市リサイクルセンター

〈山2177-87〉

登録・問合せ

農業政策課

0297-21-21945

お知らせ版 令和元年6月6日号

3

センター健診の申込受付（胃がん検診あり）

健診実施日 実施会場 申込開始

7月19日(金)･20日(土) 猿島保健センター

7月21日(日)･22日(月) 6月20日(木)～

8月 5日(月)･ 8日(木) 岩井保健センター ※要事前予約

8月 9日(金)

40歳以上の方（定員になり次第締切）対象者

①胃がん ②特定健診(一般健診) ③大腸がん健診内容

④肺がん・結核(胸部レントゲン)

⑤前立腺がん ⑥肝炎ウイルス

※④～⑥のみの申し込みはできませんので、ご希望の方

は予約不要のコミュニティ健診を受診してください。

。（ ）負担金 各検診により異なります 75歳以上の方は無料

※胃がん検診の料金が1,000円に変更になりました。

健康づくり推進課 0297-35-3121申込・問合せ 5

不法投棄・野焼きを

見つけたら

｢不法投棄１１０番｣
(県廃棄物対策課につながります)

０ １ ２ ０ -5

５ ３ ６ - ３ ８ ０
み は れ

休日･夜間は境警察署へ

0280-86-01105

も んなで らなくいつ み む



地区名 採水日

岩井 6月24日(月)

6月25日(火)
辺田･鵠戸･

あみどり町

中川･長須 6月26日(水)

七郷 6月27日(木)

神大実 7月 1日(月)

7月 2日(火)
弓馬田･飯島･
七重

猿島地域 7月 3日(水)

毎年ご協力をいただいて

おります、日本赤十字社活

動資金と、坂東市社会福祉

協議会会費を今年度も募集

します。

皆さんのご理解とご支援

をお願いします。

問合せ

日本赤十字社活動資金に●

ついて

社会福祉課

0297-21-21905

社会福祉協議会会費に●

ついて

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-4811● 5

支所 0297-44-2943● 5

0280-88-10005

6月分からの児童手当・特

例給付を受けるには、現況届

の手続きが必要です。手続き

をしないと6月分以降の手当

が受けられなくなりますので、

必ず手続きをしてください。

手続きの方法

手続きが必要な方には、児

童手当・特例給付現況届を

6月中旬に郵送します。必要

事項を記入し、提出書類とい

っしょに同封の封筒で返送し

てください （公務員の方は。

勤務先にご確認ください）

提出書類

児童手当･特例給付現況届

社会保険加入者の方は、受

給者(保護者)の健康保険被

保険者証コピー(余白に勤

務先名を記入)

外国人の方は、在留カード等

※その他、必要に応じて提出

する書類があります。

こども課問合せ

0297-21-21915

飲用水としてご利用され

ている井戸水の水質検査を

実施します。検査を希望す

る方はお申し込みください。

各地区採水日(時間不定)

申込期間

6月10日(月)～21日(金)

5,150円(税込)検査料金

検査項目

一般細菌、大腸菌、亜硝

酸態窒素、硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素、鉄、塩化物

イオン、カルシウム･マグネ

シウム(硬度)、有機物(全有

機炭素〈TOC〉の量)、ＰＨ値

(水素イオン濃度)、味、臭

気、色度、濁度

8月中旬に郵送検査結果

申込・問合せ

生活環境課

0297-21-21895

自動車税を納めていただ

けない場合には、財産（預

金、給与、自動車、不動産

等）の差押など、滞納処分

を行うことになりますので、

ご注意ください。

まだ納税がお済みでない

方は、至急納めていただく

ようお願いします。

筑西県税事務所問合せ

収税第一課●

0296-24-91905

収税第二課●

0296-24-91575

放送大学は、テレビ、イ

ンターネットで授業を行う

通信制の大学です。約300

の幅広い授業科目があり、

1科目から学ぶことができ

ます。資料を無料で送付し

ますので、お気軽にお問い

合わせください。

9月20日(金)まで出願期限

放送大学問合せ

茨城学習センター

029-228-06835

お知らせ版 令和元年6月6日号

4

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

●

●

●



■親と子の

よい歯のコンクール

対象者

健康な歯をお持ちの親子

（平成25年4月2日～平成28

年4月1日に生まれた満3歳

～6歳のお子さんと、母親

または父親）

※本コンクールで入賞歴が

ある方、喫煙習慣のある

方は対象外とします。

6月28日(金)まで応募期限

■８０２０高齢者

よい歯のコンクール

対象者

昭和14年3月31日以前に

生まれた80歳以上の方で、

ご自分の歯を20本以上お持

ちの方（治療されていても

結構です）

※本コンクールで入賞歴が

。ある方は対象外とします

7月24日(水)まで応募期限

【共 通 事 項】

応募方法

郵便番号 住所 氏名(ふ、 、

、 、 、りがな) 性別 生年月日

電話番号、かかりつけ歯科

医院または 寄りの歯科医

院名、歯科医院の電話番号

を記入し、ハガキまたは

でご応募ください。ごFAX

応募いただいた方には口腔

診査票を送付しますので、

笑顔のスナップ写真をお持

ちのうえ、歯科医院で検診

を受けてください。

応募・問合せ

〒310-0911

水戸市見和2-292-1

茨城県歯科医師会

8020事業係

029-252-25615

029-253-1075

税務署や国税局で「税の

スペシャリスト」として勤

務する税務職員（国家公務

員）を募集します。

受験資格

平成31年4月1日現在、高

校を卒業した日の翌日から

3年を経過していない方及

び令和2年3月までに高校を

卒業見込みの方

9月1日(日)第１次試験

第２次試験

10月9日(水)～18日(金)

の指定する1日

高校卒業程度試験の程度

申込方法

インターネットからお申

し込みください。

【 】インターネットアドレス

http://www.jinji-shiken.go.

jp/juken.html

申込期間

6月17日(月)午前9時～

26日(水)受信有効

■インターネット申込が

できない場合

6月17日(月)から19日

(水)までに、関東信越国税

局に郵送または持参くださ

い。

問合せ

インターネット申込●

人事院人材局試験課

03-3581-53115

インターネット申込以外●

関東信越国税局

人事第二課試験係

〈埼玉県さいたま市

中央区新都心1-1〉

048-600-31115

平成31年度労働保険の年

度更新の申告・納付期間

は、6月3日(月)から7月10

日(水)までとなります。労

災保険率・雇用保険率は平

成30年度と同率です。申告

の際は、年度更新申告書受

理相談会をご利用くださ

い。

また、労働保険料の納付

には口座振替をご利用くだ

さい。一度申請手続きを行

えば、翌年度以降も継続し

て口座振替による納付がで

、 。き 納期限も延長されます

■昨年度からの変更点

一括有期事業（建設業及

び林業の事業者）の申告時

に提出する「一括有期事業

総括表 「一括有期事業報」

告書」の様式が、3枚複写

から2枚複写に変更となり

ました。

茨城労働局問合せ

労働保険徴収室

029-224-62135

お知らせ版 令和元年6月6日号

5



介護についての様々な悩

みや相談に応じ、情報交換

や交流の場を作ります。

と き

6月20日(木)

午後1時30分～2時30分

10人募集人数

ところ・申込・問合せ

坂東市南部地域包括支援

センター ハートフル広侖

0297-38-21615

認知症になっても住み慣れ

た地域で安心して暮らせるよ

う、医療と介護の専門職によ

る「認知症初期集中支援チー

ム」を、市内3か所の地域包

括支援センターに設置してい

ます。認知症の方やその疑い

のある方の家庭を訪問し、適

切な医療や介護サービスへつ

なげるための支援を行ってい

ます。

また、認知症の進行状況に

合わせて利用できるサービス

等をまとめたガイドブック

「認知症ケアパス」を配布し

ています。認知症のことは、

「 」認知症初期集中支援チーム

にお気軽にご相談ください。

問合せ

坂東市

北部地域包括支援センター●

〈猿島福祉センター内〉

0280-82-12845

南部地域包括支援センター●

〈ハートフル広侖内〉

0297-38-21615

中央地域包括支援センター●

〈介護福祉課内〉

0297-21-21935

国税に関するご相談・ご

質問は、お電話にてお問い

合わせください。

古河税務署におかけいた

だいた電話は、自動音声案

内でご案内していますの

で、相談内容に応じて番号

を選択してください。

また、古河税務署窓口で

のご相談は予約制ですの

で、お電話にて相談日時の

予約をお願いします。

選択番号

①国税に関するご相談・

ご質問は「1」を選択

②古河税務署の担当にご用

のある方や、窓口での相

談日時を予約される方は

「2」を選択

③消費税の軽減税率制度に

関するご相談・ご質問は

「3」を選択

古河税務署問合せ

0280-32-41615

と き

7月14日(日)

午前11時～午後2時30分

市内飲食店ところ

45歳以下の独身男女対象者

※男性は市内在住の方または

将来坂東市に住む予定のあ

。 。る方 女性は地域制限なし

男女各8人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

2,000円参加費

6月28日(金)まで申込期限

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835

▼里美美術会展

「坂東市を描く」をテー

マに、坂東市に存在する身

近な風景や花木などを、油

彩で表現しました。

と き

6月9日(日)～15日(土)

午前9時～午後5時

※9日は午後1時から、15日は

午後4時まで〈10日休館〉

里美美術会主 催

倉持問合せ

0297-38-21805

お知らせ版 令和元年6月6日号
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代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

ご相談ください 講座やイベント



6月23日(日)と き

午後5時～8時30分

総合体育館ところ

1,500円参加費

※当日お支払いください。

坂東市ほか後 援

申込・問合せ

坂東市ダンススポーツ連盟

〈坂東市体育協会所属〉

平井 090-4075-22995

と き

7月19日～9月27日

毎週金曜日〈全10回〉

午後6時15分～7時15分

高校生以上の方対象者

無料受講料

20人募集人数

申込方法

7月5日(金)午後6時15分

から、印鑑をお持ちのうえ

直接窓口でお申し込みくだ

さい(電話での受付不可)。

受付は開始時刻から10分間

とし、募集人数を超えた場

合は抽選となります。定員

に達しない場合は、随時募

集します。

ところ・申込・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

「家庭的保育者（保育マ

マ 」とは、市町村の認可）

を受け、保育所等への入所

に代わり主に居宅などの家

庭的環境できめ細やかな少

人数保育を行う保育者のこ

とです。

県では、保育士資格をお

持ちでない方も家庭的保育

者になることができる研修

を実施します。詳細につい

ては、県ホームページをご

覧ください。

申込・問合せ

茨城県子ども未来課

029-301-32525

＊ホームページ

「茨城県 家庭的保育」で

検索

常総保健所では 「ひき、

こもり家族教室」を開催し

ています。ひきこもりで悩

んでいるご本人やご家族の

方を対象に、ミニ学習やグ

ループミーティングを行い

ます。お気軽にお申し込み

ください。

と き

6月13日(木)、7月11日(木)

8月 8日(木)、9月12日(木)

午後1時30分～3時30分

常総保健所ところ

1階 小会議室

無料参加費

申込・問合せ

常総保健所 健康指導課

0297-22-13515

お知らせ版 令和元年6月6日号
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

ガスバーナーでガラス
7月10日(水)

7月13日(土) 各14人 各回
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ

(先着順) 1,000円7月17日(水)
プなどを作ります。

7月20日(土)

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

6月15日(土) 午前9時から、お電話にてお申し込みください。申込方法

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 0297-20-9980ところ･申込･問合せ 5
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市観光協会では 「岩井将門まつり」の武者行列・稚児行列に参加される方を募集し、

ます。きらびやかな衣装を身に着け、100人を超える武者行列に参加しませんか。参加

費は無料です。お気軽にお申し込みください。

武 者 行 列 稚 児 行 列

11月10日(日) 午前9時～午後4時 11月10日(日) 午前11時～午後4時日 時

中学生以上の方 市内在住の小学1年生～3年生対 象 者

20人(先着順) 30人(先着順)募集人数

FAX申込方法 商工観光課に直接お越しいただくか､お電話・

または市ホームページからお申し込みください。

8月30日(金)まで申込期限

坂東市観光協会〈市役所2階 商工観光課内〉申込・問合せ

0297-20-8666／ 0297-20-80255

「いきいき茨城ゆめ国体」総合開会式 坂東市代表炬火走者募集！

9月28日(土)、ひたちなか市笠松運動公園で開催される「いきいき茨城ゆめ国体」総

合開会式において炬火を持って走る、 を募集します。炬火とは、オリ坂東市の代表走者
き ょ か

ンピックでいう聖火にあたるものです。45年ぶりの茨城国体で市の代表として走ること

のできる貴重な機会ですので、皆さんぜひお申し込みください。

1人(申込多数の場合は抽選)募集人数

①市内在住の小学生以上の方（小学生は各練習会等に保護者同伴可能な方）条 件

②炬火トーチ(770g)を保持して、一人で軽いランニングができる方

③次の全日程への参加が可能な方（会場への送迎は市役所職員が同行）

第1回：8月17日(土) 炬火走者練習会 第3回：9月21日(土) 国体総合リハーサル

第2回：8月31日(土) 国体総合練習会 第4回：9月28日(土) 国体総合開会式

総合体育館または市ホームページ申込フォームからお申し込みください。申込方法

6月11日(火)～21日(金)〈土曜・日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉申込期間

国体・五輪・スポーツ振興課〈総合体育館内〉 0297-35-1711問 合 せ 5

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！
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