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お盆期間中の8月13日（火）～16日（金）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ

通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

坂東市職員採用試験を実施します

採用職種・人数

①事務職Ａ 若干名 ②事務職Ｂ（スポーツ･学業等で実績･成果を収めた方）若干名

③事務職Ｃ（障がいのある方）1人程度 ④土木技師 1人程度 ⑤保健師 1人程度

※各職種を重複して受験することはできません。

受験資格

高等学校卒業以上の学歴がある方または令和2年3月卒業見込みの方、もしくは高等

（ ）学校卒業程度認定試験規則による試験に合格した方 その他採用職種ごとに要件あり

受験手続

受験申込書、履歴書（市指定のもの）に所要事項を自筆で記入、押印のうえ必要書

類を添付し、総務課にご持参ください。受験申込書等は総務課、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。

8月16日(金)まで〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

（第2次試験の詳細は、第1次試験合格者にのみ通知します）第１次試験

【 9月22日(日) 午前9時～ 坂東市役所とき・ところ】

【 教養試験、専門試験、適応性検査、作文試験科 目】

※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なりますので、募集要項また

は市ホームページをご確認ください。

総務課〈市役所3階〉 0297-21-2178申込・問合せ 5

市内対象施設が無料！８月１０日(土)は「坂東市民の日」

毎年8月10日を｢坂東市民の日｣と定め、豊かな自然と伝統を受け継ぎ、誇りある歴史と文

化を持つふるさと坂東への愛着を深め、より豊かで魅力あふれる坂東市を築きあげること

を期する日としています。当日は次の施設が無料となりますので、ぜひご利用ください。

岩井福祉センター夢積館 一般浴室対象施設 

猿島福祉センターほほえみ 一般浴室 八坂公園プール 

さしま健康交流センター遊楽里 浴室・プール・トレーニングジム

企画課 0297-21-2181問合せ 5

ばん(8)どー(10)

市民の日です！

◎広報坂東お知らせ版7月18日号でも掲載しましたが、再度お知らせします。



舞台音響設備等改修工事

のため、次の期間休館とな

ります。大変ご不便をおか

けしますが、ご理解とご協

力をお願いします。

なお、貸出手続きについ

ては、通常どおりホール事

務所で受け付けます。

期 間

令和2年1月20日(月)～

3月31日(火)

休館場所

ホール、客席、楽屋、

ホワイエ、リハーサル室

※2階大練習室・小練習室

は通常どおり貸出をしま

す。

市民音楽ホール問合せ

0297-36-11005

毎年8月に岩井学校給食

センターで開催していた

「ちびっこ料理教室」は、

給食センタートイレ改修工

事のため、参加児童の衛生

及び安全面を考慮し今年度

の開催を中止します。

開催を心待ちにされてい

た方々には大変申し訳ござ

いませんが、ご理解いただ

きますようお願いします。

問合せ

岩井学校給食センター

0297-36-88885

募集職種・人数

一般事務職（若干名）

勤務日時

月曜日～金曜日

午前8時30分～午後5時15分

市役所､出先機関勤務場所

職務内容

各種業務の事務補助等

日額 6,700円賃 金

申込方法

次の書類を総務課にご持

参ください。

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。

申込・問合せ

総務課

0297-21-21785

坂東市商工会ほか県内商

工会の職員を募集します。

受験資格

平成2年4月2日以降に生

まれた方で、高等学校卒業

以上の学歴がある方または

令和2年3月卒業見込みの方

19人採用予定人数

10月5日(土)第１次試験

受験手続

受験申込書に所要事項を

記入のうえ、必要書類を添

付し簡易書留郵便でご郵送

ください。

※持参による受付は行いま

せん。受験申込書は県商

工会連合会ホームページ

からダウンロードできま

す。

9月20日(金)まで受付期限

申込・問合せ

茨城県商工会連合会

人事管理委員会

029-224-26355

下水道促進週間(9月6日～

12日)の一環として、下水

道をテーマにした標語を募

集します。どなたでもふる

ってご応募ください。

応募作品は9月7日(土)･

8日(日)に開催する下水道

展〈岩井浄化センター内〉

で展示します。また、茨城

県下水道促進週間コンクー

ル及び全国下水道いろいろ

コンクールに出品します。

応募方法

作品は1人1点のみで未発

表のもの。標語・住所・氏

名・年齢・職業・電話番号

を記入して持参またはご郵

送ください。

8月28日(水)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0692

坂東市岩井4365

坂東市役所 下水道課

0297-21-21985

お知らせ版 令和元年8月1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）

マイナンバーカードを利用することで、各種証お持ちですか？マイナンバーカード

。 、 。明書をコンビニで取得することができます 交付手数料は200円 窓口よりお得です

★右ページへ
続く

。



■坂東市プレミアム付

商品券を販売

市では、10月1日の消費税

率引き上げによる影響を緩和

するため、プレミアム付商品

券を販売します。対象者は、

住民税非課税者と子育て世帯

の方です。詳細については、

対象者の方に郵送する通知を

ご確認いただくか、市ホーム

ページをご覧ください。

商品券購入対象者

①令和元年度の住民税が非課

税の方

※住民税課税者と生計同一の

配偶者・扶養親族、生活保

護受給者を除きます。

②平成28年4月2日から令和

元年9月30日までに生ま

れた子のいる世帯の世帯

主

手続きの流れ

①に該当する方●

「 」購入引換券交付申請書

を7月中に郵送しましたの

、 、で 必要事項を記入のうえ

同封の返信用封筒にて返送

してください。申請内容を

審査し、対象者の方に「購

入引換券」を郵送します。

②に該当する方●

「購入引換券｣を10月初旬

に郵送します。

問合せ

プレミアム付商品券に●

ついて

社会福祉課

0297-21-21905

令和元年度個人住民税に●

ついて

課税課

0297-21-22135

■坂東市プレミアム付

商品券取扱加盟店を募集

市商工会では、坂東市プ

取扱レミアム付商品券の

します。商加盟店を募集
品券利用促進のため、ご協

力をお願いします。詳細に

ついては、市ホームページ

または市商工会ホームペー

ジをご覧ください。

対 象

市内の小売店、飲食店、

事業所等

申込・問合せ

坂東市商工会

0297-35-33175

お知らせ版 令和元年8月1日号
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窓口用封筒に有料広告を掲載しませんか

「窓口用封筒」(住民票や納税証明書などを持ち帰るためにご利用いただく封筒）に

掲載する有料広告を募集します。新たな広告媒体として、ぜひご活用ください。

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・五霞町・八千代町・野田市申込資格

に住所または事業所がある方

販売促進や会社ＰＲ等掲載内容

※政治・宗教活動、意見広告、公の秩序や善

良の風俗に反するものは掲載できません。

窓口用封筒(裏面)１色刷り 縦3cm×横9cm枠規 格

5枠（申込多数の場合は選考となります ）募集枠数 。

40,000円（40,000枚印刷）掲 載 料

※広告のデザイン・作成は申込者負担。

※封筒の使用時期は令和元年10月以降を予定。

8月5日(月)～30日(金)申込期間

管財課 0297-21-2179申込・問合せ 5 封筒表 封筒裏

取得できる証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、

所得証明書（児童手当用を含む） 《問合せ》市民課 0297-21-21865

★左ページから
続く



工事金額 助成額

対象工事費の10万円以上

※100万円未満 10％の額

100万円以上 10万円限度

※1,000円未満切り捨て

と き

9月25日(水)● 講習会

10月31日(木)● 試験日

ところ

ホテルグランド東雲
し の の め

〈つくば市小野崎488-1〉

8月16日(金)まで申込期限

申込・問合せ

下水道課

0297-21-21985

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、助成を終了する場

合がありますのでご了承く

ださい。

※自然災害による修繕工事や

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対象工事について市から同

様の助成を受けていない方

⑤市内の施工業者に工事を依

頼している方

対象工事

平成31年4月1日以降に着手

し、 に令和元年11月30日まで

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

0297-20-86665

県では、妊娠を希望する

女性やその配偶者の方等を

対象に、無料の風しん抗体

検査を実施しています。

風しんは、発疹、発熱、

リンパ節の腫れが特徴の感

染症ですが、妊娠中の女性

が風しんにかかるとおなか

の赤ちゃんに感染して、先

天性風しん症候群という障

がいが起こるおそれがあり

ます。昨年7月頃から関東

地方を中心に流行し、現在

も患者の報告が続いていま

す。ぜひこの機会に、抗体

検査を受けましょう。

実施期限

令和2年3月31日(火)まで

対象者

県内に在住し、次のいず

れかの要件に該当する方

①妊娠を希望する女性

②妊娠を希望する女性の配

偶者などの同居者

③風しんの抗体価が低い妊

婦の配偶者などの同居者

※過去に風しんの抗体検査

や予防接種を受けたこと

がある方、風しんにかか

ったことがある方、昭和

37年4月2日から昭和54年

4月1日生まれの男性は除

きます。

無料検査費用

実施医療機関

県内の医療機関（約700

か所）で実施しています。

実施医療機関の一覧は、県

疾病対策課ホームページを

ご覧ください。

受診方法

実施医療機関一覧の中か

らご希望の医療機関に予約

し、受診してください。

持ち物

年齢等が確認できる身分

証明書（健康保険証・運転

免許証等 、予防接種歴等）

が確認できる母子健康手帳

茨城県保健福祉部問合せ

疾病対策課

029-301-32335

お知らせ版 令和元年8月1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）

成人風しん予防接種市では

を行っています。の助成

あわせてご利用ください。

問合せ

健康づくり推進課

0297-35-31215

道路に落ちた泥は滑りやすく、ほこりを舞い道路への泥落とし等にご注意ください

、 。 、上げ 交通の妨げになり大変危険です 道路に落としてしまった場合はほうきで掃くなど

★右ページへ
続く



高齢者の口腔機能の低下

や肺炎等の疾病を予防する

ために、無料の歯科健康診

査を実施します。

対象者

後期高齢者医療被保険者

で、次に該当する方

①昭和18年4月1日～昭和19

年3月31日に生まれた方

②昭和13年4月1日～昭和14

年3月31日に生まれた方

③昭和8年4月1日～昭和9年

3月31日に生まれた方

※対象者には、8月中旬に

ご案内を送付します。

健診内容

問診、口腔内の状態の検

査、口腔機能の評価、事後

指導（セルフケアの歯ブラ

シ指導）など

受診期間・回数

9月1日(日)～12月31日(火)

の間に1回(休診日を除く)

無料受診料

※引き続き治療を行う場合

。は､別途料金がかかります

受診方法

ご案内に同封の実施歯科

医療機関一覧表の中からご

希望の歯科医院に予約し、

受診してください。

持ち物

被保険者証、受診券、受

診票、健康手帳、歯ブラシ

問合せ

茨城県後期高齢者医療

広域連合 事業課

029-309-12125

ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

販売対象者

坂東市､境町､古河市､五

霞町にお住まいの18歳以上

の方

車 種

一般自転車、折りたたみ

自転車、子供用自転車など

100台程度台 数

1台500～3,000円価 格

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で、

申込書に必要事項を記入の

、 。うえ お申し込みください

※1世帯につき1台の申し込

みとなります。電話、イ

ンターネット、代理によ

る申込みはできません。

申込期間

8月19日(月)～25日(日)

午前9時～午後4時30分

8月28日(水)抽選日

午前9時30分～

◎当選者には通知書を郵送

しますので、引き取りに

お越しください。

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

〈寺久1353-1〉

0297-20-99805

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1期分の納税通

知書を8月中旬に送付しま

すので、9月2日(月)の納期

限までに納付をお願いしま

す。納税に便利な口座振替

をご利用ください。

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

古河税務署では、事業者

の方を対象に消費税の軽減

税率制度に関する説明会を

開催します。申し込みは不

要ですので、ぜひご参加く

ださい。

と き

8月27日(火)･28日(水)･

29日(木)

午後1時～2時30分●

午後3時～4時30分●

古河税務署会議室ところ

〈古河市北町5-2〉

40人(先着順)定 員

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41745

お知らせ版 令和元年8月1日号
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後始末をお願いします。また、農作業時には騒音や粉じんなどにも注意し、

生活環境への配慮をお願いします。《問合せ》農業政策課 0297-21-21945

★左ページから
続く



■結婚相談

結婚を希望する身体障がい

者の方に会員登録をしていた

だき、面談により相談に応じ

ます。また、結婚交流会をご

案内します。

登録方法

結婚相談申込書に必要事項

を記入のうえ、写真を添えて

お申し込みください。

※申込書は茨城県身体障害者

福祉協議会ホームページか

らダウンロードできます。

■各種相談

就労・就職、身体障害者

手帳、年金、介護、住居、

その他生活全般の相談に応

じ、必要な支援制度・関係

機関への紹介を行います。

相談日

月曜日～金曜日

〈祝日・年末年始を除く〉

相談時間

電話：午前 9時～午後5時

来所：午前10時～午後3時

※来所相談は要事前予約。

【 共 通 事 項 】

無料相談料

ところ・申込・問合せ

(一社)茨城県身体障害者

福祉協議会

〈水戸市千波町1918〉

029-243-70105

悠々ホルン氏による不登

校・ひきこもりの体験発表

や、県ひきこもり相談支援

センター主催の合同相談会

を行います。お気軽にお申

し込みください。

8月29日(木)と き

午後1時～4時30分

ところ

三和地域交流センター

コスモスプラザ

〈古河市仁連2065〉

無料参加費

8月21日(水)まで申込期限

申込・問合せ

常総保健所 健康指導課

0297-22-13515

0297-22-8855

お知らせ版 令和元年8月1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）

猿島コミュニティセンター 講座生募集

講座名 開催期間 時 間 定員 対象者 申込日時

9月5日～(全10回) 午後6時30分～ 8月25日(日)
大人の水泳教室 30人 高校生以上の方

毎週木曜日 7時30分 午前9時～

9月7日～(全10回) 8月25日(日)
小学生水泳教室 午前10時～11時 20人 小学生の方

毎週土曜日 午前10時～

各 4～6歳の 8月25日(日)
① 9月 7日～(全5回)

10人 未就学児 午前11時～
幼児水泳教室 ②10月12日～(全5回) 午前11時～正午

毎週土曜日

9月5日～ 全10回 開催日ごと
アクアダンス 午後3時～4時 25人 高校生以上の方

（ ）

毎週木曜日 に受付

9月7日～ 全10回 8月25日(日)
ピラティス 午前11時～正午 25人 高校生以上の方

（ ）

毎週土曜日 午後2時～

印鑑をお持ちのうえ、窓口でお申し込みください(電話での受付不可)。申込方法

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。

無料 ※プール入場料として、大人の水泳教室は200円、小学生の水泳教室は受 講 料

100円、アクアダンスは200円が必要になります。

猿島コミュニティセンター〈境町長井戸1732〉 0280-87-7223ところ･申込･問合せ 5

ご相談ください

○登録と狂犬病予防注射を必ずしましょう。
○鑑札と注射済票、迷子札を必ずつけましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！



あなたの気持ちに寄り添

うパートナーを探すため、

はじめの一歩を踏み出して

みませんか。

と き

9月16日(月･祝)

午前11時～午後2時30分

市内レストランところ

対象者

46歳以上の独身男女

※男性は市内在住の方また

は結婚を機に坂東市に住

む予定のある方。女性は

地域制限なし。

2,000円参加費

男女各8人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

8月30日(金)まで申込期限

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835

プロコーチから挨拶やマ

ナーの指導を受けながら、

テニスに親しみませんか。

と き

9月5日･12日･19日･26日

の木曜日〈全4回〉

予備日：10月3日

午後4時～5時

ところ

馬立コミュニティセンター

ふれあい館

対象者

市内在住・在学の小学4年

生以下の方

2,500円参加費

10人(先着順)募集人数

持ち物

、 、上履き 運動できる服装

タオル、飲み物

申込日時

8月19日(月)・20日(火)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

由岐 080-5193-42015

教育友の会写真クラブ展▼

県西地区の退職教職員が

個性豊かに表現した、風景・

各地のまつり・動植物等の

被写体の妙を展示します。

と き

8月18日(日)～24日(土)

午前9時～午後5時

※18日は午後1時から、24日

〈 〉は午後4時まで 19日休館

主 催

教育友の会写真クラブ

芦澤問合せ

0285-44-69035

お知らせ版 令和元年8月1日号

7

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
9月11日(水)

9月14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9月18日(水)
プなどを作ります。

9月21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

8月15日(木) 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

講座やイベント

ハンドボール競技開催
10月3日(木)～7日(月)



8

ナイター天国2019の開催に伴い 8月10日(土) 会場付近にて合図の 花火を打ち上げます｡
ご理解とご協力をお願いします 《問合せ》国体･五輪･スポーツ振興課 0297-35-1711。 5

手話での簡単な日常会話

を習得しませんか。聴覚障

がい者の生活や福祉制度の

理解も深まります。興味の

ある方はお気軽にお申し込

みください。

と き

8月27日(火)･

9月 3日(火)･18日(水)･

10月 1日(火)･16日(水)･

29日(火)･

11月 6日(水)･19日(火)･

12月 3日(火) 〈全9回〉

午後7時～9時

ところ

岩井福祉センター夢積館

会議・研修室

対象者

市内在住・在勤・在学の

おおむね16歳以上で手話の

学習経験がない方

無料受講料

※テキスト代のみ負担

20人(先着順)募集人数

8月20日(火)まで申込期限

申込・問合せ

社会福祉協議会 本所

〈岩井福祉センター

〉夢積館内・辺田48

0297-35-48115

令和元年8月1日発行 ■坂東市秘書広報課■

年 坂東市写真コンクールに2019
応募してみませんか？

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3万円、優秀賞には賞金1万円、特

賞には賞金5,000円ほか、入賞、佳作など豪華賞品等

が贈られますので、ふるってご応募ください。

応募規定

2019年1月から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をご応募ください。

応募点数は1人2点までになります。●

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。

応募方法

プリントした写真に応募票を添え、坂東市観光協会

に郵送またはご持参ください。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。

令和2年1月31日(金)まで募集期限

〒306-0692 坂東市岩井4365応募・問合せ

坂東市観光協会〈商工観光課内〉

0297-20-86665

▲昨年度最優秀賞受賞作品

「祭りの花 山車行列」

▲昨年度優秀賞受賞作品

「はい、ポーズ！」


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

