
5月のクリーン坂東では、約10,000人の皆さんにご参加いただきました。ごみの散乱防

止とより一層のリサイクル推進のため、ご家族そろって参加してみませんか。

10月27日(日) 午前8時～10時と き

※雨天延期の場合は、11月3日(日･祝)に実施します。

道路沿線上等の美化作業内 容

◎開始時間を変更する場合は、各地区で協議のうえ、

午前11時までの終了をお願いします。

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5

1

可燃ごみの収集日と10月14日(月)〈体育の日〉･22日(火)〈即位礼正殿の儀〉のごみ収集

なっている地区に限り、通常の収集を行います 《問合せ》生活環境課 0297-21-2189。 5

１１月１１日から２０日までの期間 岩井公民館改修工事のため
周辺スポーツ施設・八坂公園の利用を制限します

岩井公民館改修工事にともなう停電のため、次の期間、周辺施設の利用を制限すると

ともに、総合体育館事務室（国体・五輪・スポーツ振興課）を移転します。ご理解とご

協力をお願いします。

11月11日(月)～20日(水)停電期間

総合体育館（主競技場、武道場、トレーニング室、卓球室）
利用休止施設

●

岩井球場 岩井テニスコート● ●

八坂公園･･･園内外灯が消灯となりますので、夜間のご利用はご●

遠慮ください。一部制限施設

八坂公園トイレ･･･南駐車場付近の仮設トイレをご利用ください。●

児童福祉センター〈岩井4326-1〉 0297-35-8844総合体育館事務室移転先 5

■停電について 岩井公民館 0297-35-8800問合せ 5

（10月8日以降は猿島公民館に移転のため 0297-44-3154／ 0280-88-0835）5 5

■体育施設について 国体・五輪・スポーツ振興課 0297-35-17115



市では、公立認定こども

園の保育士・調理員・用務

員を募集します(登録制)。

子どもたちに囲まれて仕事

をしてみませんか。お気軽

にお問い合わせください。

①保育士

応募資格

保育士の資格を有する方

勤務先

認定こども園ふたば●

認定こども園ひまわり●

勤務日時

月曜～金曜

午前8時～午後4時45分

日額8,000円賃 金

②調理員

勤務先

認定こども園ひまわり

勤務日時

月曜～金曜

午前9時～午後1時

（1日4時間勤務）

時給852円賃 金

③用務員

勤務先

認定こども園ひまわり

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

【 共 通 事 項 】

64歳以下の方対象者

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。

10月25日(金)まで申込期限

こども課問合せ

0297-21-21915

旧神大実幼稚園の解体工

事にともない、屋外遊具等

をお譲りします。詳細につ

いては、お問い合わせくだ

さい。

遊具品目（平成2年設置）

複合遊具●

（滑り台＋ブランコ）

シーソー（2連）●

鉄棒（3連）●

鋼製パーゴラ（日除け）●

申込期間

10月10日(木)～17日(木)

注意事項

移設と使用については、●

自己負担・自己責任でお

願いします。

遊具は現状のままでの引●

渡しとなります。

移設期限があります。●

申込・問合せ

学校教育課

0297-21-22025

市街化区域2,000㎡以上ま

たは市街化調整区域5,000㎡

以上の土地を取引したとき

、 、は 国土利用計画法に基づき

土地の利用目的に関して審査

を受ける必要があります。権

利取得者(譲受人)は契約締結

日から2週間以内に届出をお

願いします。制度の詳細・届

出様式等については、市ホー

ムページをご覧いただくか、

お問い合わせください。

企画課問合せ

0297-21-21815

床面積が80㎡以上で特定建

設資材を用いた建築物の解体

工事をする場合、発注者は建

設リサイクル法に基づき届出

が必要です。

また、解体工事を行うには

「解体工事業の登録」または

「建設業の許可」が必要にな

ります（自主施工を除く 。）

詳細についてはお問い合わせ

ください。

届出について問合せ ●

県西県民センター

建築指導課

0296-24-91545

解体工事業の●

登録について

茨城県検査指導課

029-301-43865

お知らせ版 令和元年10月3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）

。

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



■対 象 者 ■接種方法

坂東市に住民登録があり、満1歳から 実施医療機関へ事前に予約し、直接医療

中学3年生に該当する希望者 機関に行って接種を受けてください。

令和2年1月31日(金)まで 予診票は医療機関にあります。■助成期限

■助 成 額 ■接種当日の持ち物1回につき 1,000円

※1,000円を超えた場合の差額は、 ①自己負担金

自己負担となります。 ②健康保険証など

（住所・氏名・年齢が分かるもの）■助成回数

①満1歳から小学生の方 2回 健康づくり推進課■問 合 せ

②中学生の方 1回 0297-35-31215

（市内の医療機関に限ります）実施医療機関

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号

安達医院 0297-38-2811 天王前クリニック 0297-38-1711

石塚医院 0297-35-1161 松﨑医院 0297-39-2011

海老原医院 0297-35-7411 いのもと整形外科 0297-47-5200

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

存身堂医院 0297-35-1011 倉持医院 0297-30-3100

高橋医院 0297-35-1026 緑野クリニック 0297-30-3311

田所医院 0297-35-9567 清水丘診療所 0280-88-1014

･･･未就学児は水曜午前中のみ受け付けます。木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131

･･･接種日については直接お問い合わせください。松原眼科 0297-35-0448

･･･未就学児は受け付け不可です。吉原内科 0297-35-0008

妊娠に関するさまざまな相談に、専門の相談員が無料で応じます。妊娠中の生活面で

の心配ごとや、予期せぬ妊娠の不安や悩みなど、一人で悩まずご相談ください。

029-301-1124〈土曜･日曜･祝日を除く午前10時～午後6時〉相談電話番号 5
いいにんしん

ninshin.hot@ina.or.jpメール相談

公社)茨城県看護協会 029-221-1124問合せ ( 5

お知らせ版 令和元年10月3日号

3

10月1日から、小児インフルエンザ予防接種が始まりました。

市では、満1歳から中学3年生のお子さんを対象に、接種料金の一部助成

を行います。

インフルエンザの感染予防には予防接種が有効です。また、感染しても

重症化を防ぐ効果があります。ワクチンは効果があらわれるまで約2週間か

かりますので、流行前に予防接種を受けることをおすすめします。

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

Ìホームページはこちらから



ディーゼル自動車に使用

する軽油には、1リットル

あたり32.1円の軽油引取税

が課税され、皆さんの生活

の向上のために使われてい

ます。

軽油に灯油や重油を混ぜ

て不正軽油を製造したり、

販売・使用することは脱税

行為であり、刑事罰の対象

となります。

不正軽油を使用している

疑いのあるトラックやガソ

リンスタンドの情報があり

ましたら、ご一報ください。

問合せ

筑西県税事務所●

課税第一課軽油引取税担当

0296-24-91925

不正軽油110番●

0120-241-7445

(フリーダイヤル・

24時間受付)

古河税務署では、令和元

年分の年末調整や法定調書

等の作成について、説明会

を開催します。

とき・ところ

①11月20日(水)

境町中央公民館 講堂

〈境町395-1〉

②11月21日(木)

コスモスプラザ

多目的ホール

〈古河市仁連2065〉

時 間

午前10時～正午●

午後2時～4時●

対象者

源泉徴収義務者の方

※対象の方には10月下旬に

関係書類を郵送します。

古河税務署問合せ

法人課税第一部門

0280-32-42225

県では、｢おいしく、残

さず食べよう!!｣を合い言

葉に、｢食品ロス｣の削減に

ご協力いただける飲食店・

宿泊施設等を募集していま

す。詳細については、県ホー

ムページをご覧ください。

登録要件

次のいずれか1つ以上の

｢食べきりの促進に関する

取り組み｣を実践している

県内の飲食店・宿泊施設等

①お客への普及啓発運動

(3010運動の掲示等)

②メニューの工夫

(小盛メニュー等)

③残した料理の持ち帰り

④それ以外で食品のロスや

食べ残しを削減する工夫

申込方法

登録申請書に必要事項を

記載のうえ、郵送、 、FAX

メール、持参のいずれかE

でご提出ください。登録申

請書は県ホームページから

ダウンロードできます。

申込・問合せ

茨城県廃棄物対策課

029-301-30205

＊ホームページ

「いばらき食べきり協力店」

で検索

建設業退職金共済制度は、

建設現場で働く方々の福祉

の増進と建設業を営む中小

企業の振興を目的に設立さ

れた退職金制度です。

加入できる事業主

建設業を営む方

対象となる労働者

建設業の現場で働く方

日額310円掛 金

制度の特長

国の制度なので安全、確●

実、申し込み手続は簡単

です。

経営事項審査で加点評価●

の対象となります。

掛金の一部を国が助成し●

ます。

、● 掛金は事業主負担ですが

法人は損金、個人は必要

経費として扱われ、全額

非課税となります。

事業主が変わっても退職●

金は企業間を通算して計

算されます。

問合せ

独立行政法人

勤労者退職金共済機構

建退共茨城県支部

029-225-00955

お知らせ版 令和元年10月3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）

パソコンや携帯電話のメールご登録ください 情報メール一斉配信サービス

アドレスを登録していただいた方に、市からの情報をメールで配信しています。

★右ページへ
続く



筑西産業技術専門学院

卒業後すぐに社会で活は、

躍できる人材の育成を目指

し、茨城県が設置している

職業能力開発施設です。令

和2年度の入学生を募集し

ます。

①機械システム科募集科

②電気工事科

③金属加工科

出願資格

高校を卒業または卒業見

込みの方

11月1日(金)試験日

出願期間

10月7日(月)～25日(金)

年間授業料

①② 118,800円

③ 無料

ところ・問合せ

県立筑西産業技術

専門学院

〈筑西市玉戸1336-54〉

0296-24-17145

くらしの中のさまざまな

困りごとについて、解決や

実現に向けたお手伝いをし

ます。予約不要・相談無料・

秘密厳守です。直接会場に

お越しください。

10月18日(金)と き

午後1時～4時

ところ

下妻公民館

2階大会議室

〈下妻市本城町3-36-1〉

相談受付機関

水戸地方法務局、茨城労

働局、日本年金機構下館年

金事務所、茨城県、茨城県

警察本部、下妻市、茨城県

、 、弁護士会 茨城司法書士会

関東信越税理士会茨城県支

部連合会、行政相談委員、

総務省行政相談センターき

くみみ茨城

問合せ

総務省行政相談センター

きくみみ茨城

0570-0901105

相続、遺言、農地転用、

空き家・空き地などのご相

談に、行政書士がお応えし

ます。予約不要・相談無料・

秘密厳守です。直接会場に

お越しください。

と き

①10月20日(日)

午後1時～4時

②令和2年1月26日(日)

午後1時～4時

ところ

猿島公民館 会議室2･3

問合せ

茨城県行政書士会県西支部

池ノ上 080-3399-91215

成年後見制度や遺言、相

続等について、司法書士・

社会福祉士・税理士が無料

で相談に応じます。

成年後見制度とは、認知

症や障がい等のさまざまな

理由で判断能力が不十分に

なっている方を保護し、支

援する制度です。

■つくば会場

と き

10月26日(土)

午前10時30分～午後3時

ところ

ガーデンつくばLALA

1階 コミュニティルーム

〈つくば市小野崎278-1〉

■古河会場

と き

10月26日(土)

午前10時～午後3時

ところ

スペースＵ古河 会議室3

(古河市役所古河庁舎内)

〈古河市長谷町38-18〉

■取手会場

と き

10月26日(土)

午前10時～午後3時

ところ

取手ウェルネスプラザ

セミナールームＢ

〈取手市新町2-5-25〉

10月25日(金)まで申込期限

申込・問合せ

(公社)成年後見センター・

リーガルサポート茨城支部

029-302-31665

お知らせ版 令和元年10月3日号

5

ご相談ください

｢イベント・行政情報｣や｢災害情報｣等を配信中です。ＱＲコードまたは市ホー

ムページからご登録ください 《問合せ》秘書広報課 0297-20-8265。 5

★左ページから
続く



【相談電話番号】

０２９－８２３－７９３０5

ふだん歯医者さんに聞けな

いこと、歯周病、ブラッシン

グの仕方、口臭の悩みなど、

歯に関する悩みや質問に歯科

医師が無料で応じます。

11月10日(日)と き

午後1時～4時

主 催

(一社)茨城県保険医協会

12月2日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

常総カントリー倶楽部

参加資格

市内在住･在勤の女性ま

たはシニア(60歳以上の男

性）の方

1,500円参加費

※プレー費6,120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

女性40人、シニア120人

（先着順）

申込方法

10月27日(日)午前9時か

ら、申込書に参加費を添え

て総合体育館卓球場でお申

し込みください（1人につき

4人分まで可 。申込書は総）

合体育館・猿島公民館・市

。内ゴルフ練習場にあります

注意事項

電話でのお申し込みはで●

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はい

たしません。

組合せは主催者が行いま●

すので、後日組合せ表を

代表者の方に郵送します

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

男子・女子・ミックス混

合ダブルスによるリーグ戦

のほか、アトラクションも

行います。大会要項など、

詳細については市ホームペー

ジをご覧ください。

10月27日(日)と き

午前9時30分～

岩井テニスコートところ

参加資格

近隣市町村のテニス愛好

者で、高校生以上の初心者･

初級者程度の方

参加費

1組 2,500円(振込払い)

24組(先着順)募集組数

10月14日(月･祝)申込日時

※午後8時～9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

直江 0297-35-54185

【 作 品 展 】

■パッチワークキルト同好会

〈きぬの会･コットン会･

〉キルト会･さざんかの会

と き

10月19日(土)～11月1日(金)

午前9時～午後9時

※1日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

■市バスでめぐる

産業さい発見!

坂東近郊の産業を親子で見

て、聞いて、学びませんか。

11月13日(水)と き

茨城県民の日

午前9時～午後3時

神大実分館駐車場集 合

小学生以上の親子対象者

※小学3年生以上の方はお

一人での参加も可。

1人 300円参加費

35人(先着順)募集人数

見学先

菊地煎餅店、その他お楽

しみに！

持ち物

弁当、飲み物、おやつ、

おこづかい、シート

10月9日(水)～申込開始

【ところ・申込・問合せ】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

お知らせ版 令和元年10月3日号

6

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）

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

10月は飼い主マナー向上推進月間

めざせ！ナンバーわん飼い主！
★右ページへ

続く

講座やイベント

。



講義や運動などを通して、

けがや障がい予防について

の理解を深めませんか。

10月10日(木）と き

午前10時～11時

ところ

茨城西南医療センター病院

Ａ棟2階講堂

テーマ

｢今日から出来る膝痛予防！｣

無料参加費

当日会場で受付申込方法

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

0280-87-81115

県では 「家庭的保育」、

に興味のある方を対象とし

たセミナーや研修を実施し

ます。

家庭的保育とは、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

どの家庭的環境で行う少人

数保育のことです。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

令和2年度就学の子ども

たちを対象に、健全な成長

を願い、七五三をお祝いし

て鑑賞会を開催します。

10月17日(木)と き

午後1時30分～

市民音楽ホールところ

対象者

市内在住または通園で、

平成25年4月2日～平成26年

4月1日に生まれた方

劇団みんわ座内 容

｢とべないホタル｣

無料入場料

生涯学習課問合せ

0297-21-22045

※市内の幼稚園・保育園・

認定こども園に通園され

ている方は、各園へお問

い合わせください。

10月27日(日)と き

午後1時～5時

ところ

境町勤労青少年ホーム

〈境町長井戸1689-1〉

25～45歳の独身男女対象者

男性 3,000円参加費

女性 1,000円

男女各15人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

申込期間

10月7日(月)～16日(水)

坂東市ほか後 援

申込・問合せ

いばらきマリッジサポーター

県西地域活動協議会

野口 090-1100-1316● 5

長屋 090-6122-5677● 5

※受付時間は正午～午後7時

お知らせ版 令和元年10月3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
11月 9日(土)

11月13日(水) 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11月16日(土)
プなどを作ります。

11月20日(水)

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

10月15日(火) 午前9時から、お電話で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

ペットとの楽しい生活のため、周囲に迷惑や危害を及ぼさないよう心くば
りとしつけをお願いします。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

★左ページから
続く
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小学生を対象とした、お

茶の知識と実技を競う「さ

しま茶Ｔ－１グランプリ」

を開催します。キングオブ

茶レンジャーを目指して、

ふるってご参加ください。

12月8日(日)と き

午前10時～午後2時30分

さしま少年自然の家ところ

〈境町伏木2095-3〉

小学3年生～6年生対象者

募集人数

100人(先着順)

1チーム4人×25組

無料参加費

11月25日(月)まで申込期限

申込・問合せ

さしま茶協会

Ｔ－１グランプリ

実行委員会事務局

〈古河市役所農政課内〉

0280-76-15115

0280-76-1594

小・中学部、高等部の児

童や生徒が、競技や演技を

行います。どなたでもお気

軽にお越しください。

と き

10月19日(土)

午前9時30分～午後2時30分

ところ・申込・問合せ

県立境特別支援学校

〈境町塚崎2170〉

0280-87-82315

スイーツビュッフェを楽しみながら、恋のきっかけを見つけませんか。

ビュッフェには、市内・近隣有名店のおいしいスイーツをご用意してお待ち

しています。最大60人が参加する坂東市の婚活イベントです。お気軽にご参加

ください。

令和2年1月13日(月･祝） 午後1時～4時30分と き

観光交流センター秀緑と こ ろ

イベント当日45歳以下の独身男女（男女ともに地域制限無し）対 象 者

男性 2,000円、女性 1,000円参 加 費

男女各30人（申込多数の場合は抽選)募集人数

市ホームページの申込フォームよりお申し込みください。申込方法

12月16日(月)まで申込期限

市民協働課 0297-21-2183問 合 せ 5

令和元年10月3日発行 ■坂東市秘書広報課■

ハンドボール競技開催
10月3日(木)～7日(月)

お申込みは
こちらから
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