
消火栓や防

火水槽は、火

災発生時に消

防隊・消防団

に水を供給する消防水利で

す。消防水利の付近に車両

があると、消防車に給水す

ることができません。道路

交通法でも禁止されている

ので、消防水利付近への駐

す い そ う 車は絶対におやめください。

■消防水利とは

消防用の給水設備の総称

です。消火栓や防火水槽以

外にも、消防水利として指

定されているプールや河川、

池などが消火活動に利用さ

れます。

■道路交通法で駐車を禁止

している場所(消防関係)

①消防用機械器具置場（消

防車の車庫や消火用ホー

ス格納箱等 、消防用防）

火水槽、これらの道路に

接する出入り口から5メー

トル以内の部分

②消火栓、指定消防水利

(プール・池・井戸・河

川)の標識が設置されて

いる位置、消防用防火水

槽の取り入れ口から5メー

トル以内の部分

③火災報知器から1メート

ル以内の部分

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

1

、3月20日(金)〈春分の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日と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 0297-21-21895

軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます
廃車・名義変更をする際は税止めを忘れずに

「土浦・つくばナンバー」の軽自動車や軽二輪自動車、二輪の小型自動車を廃車・名

義変更する際は、課税を止める税申告(税止め)の手続きが必要です。

税止めの手続きを忘れると、名義変更をしたのに旧所有者に課税されてしまうなどの

トラブルが起こりますので、課税課へ申告書等の提出をお願いします。

標 識 車 種 登録・廃車・変更手続き 税止め

軽自動車検査協会土浦支所
土浦

軽自動車
050-3816-3106 市役所

・
5

軽二輪自動車（126～250㏄のバイク） 土浦自動車検査登録事務所 課税課つくば
二輪の小型自動車(251㏄以上のバイク) 050-5540-20185

原動機付自転車（125㏄以下のバイク） 市役所課税課・

小型特殊自動車（トラクターなど） さしま窓口センター

課税課 0297-21-2213問合せ 5

坂東市
岩井市
猿島町
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市では、母子家庭・父子家

庭・両親のいない児童を養育

している方や、交通事故によ

り親を失った児童のために、

学資金を支給しています。

対象児童を養育している方

で、まだ学資金の支給を受け

ていない方は、申請をお願い

します。

また、現在学資金を受けて

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

の手続きをお願いします。

受付は随時行っていますが、

申請した翌月からの支給とな

りますので、3月中の申請を

お願いします。

対象児童

次のいずれかに該当する小

学1年生～中学3年生の児童

①母子家庭等児童学資金

両親または一方の親が死亡

した児童

父母が婚姻を解消した児童

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

学資金を受けられません。

②交通遺児学資金

交通事故により、両親また

は一方の親が死亡した児童

新規申請に必要なもの

印鑑●

申請者名義の通帳●

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)

(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。

申請・問合せ

こども課

0297-21-21915

お知らせ版 令和2年3月5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）

農地の賃借料情報をお知らせします

農地法に基づき、市農業委員会から｢坂東市の農地賃借料情報｣を提供します。農地賃借

料情報とは、平成21年の農地法改正によって廃止された「標準小作料制度」に代わり、地

域における賃借料を決定する際の参考として、農業委員会が提供するものです。平成31年

1月から令和元年12月までに締結された農地賃借料(10a当たり)は、次の表のとおりです。

なお、賃借料情報は目安ですので、地域の特性等を十分考慮し、当事者間の話し合いに

よる決定をお願いします。

（ ）１ 田の賃借料 10a当たり

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 17,500 28,000 6,100 99

猿島地域 12,900 21,000 9,200 27

(参考)坂東市平均 16,500 126

（ ）２ 畑の賃借料 10a当たり

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 11,600 21,000 5,000 108

猿島地域 10,800 18,000 4,900 55

(参考)坂東市平均 11,300 163

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり14,000円に換算しています。

農業委員会事務局 0297-21-2206問合せ 5

新型コロナウイルスの予防には、手洗いが手洗いや咳エチケットで風邪・感染症予防

重要です。咳やくしゃみの際は、マスクの着用やティッシュ等で、口と鼻をおおってください。

★右ページへ
続く



小・中学校に就学してい

る児童生徒の保護者が、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

部を市が援助する制度です。

受付は随時行っています

が、申請した月からの支給

となります。また、令和2

年4月から支給を受けるに

は、3月中の申請をお願い

します。

認定は毎年行いますので、

現在認定されている方も忘

れずに申請をお願いします。

※所得の申告をしていない

と認定できない場合があ

りますので、必ず申告を

お願いします。

対象者

市内の小･中学校に在籍

する児童生徒の保護者で、

生活保護や児童扶養手当を

受給している方、または生

活保護に準ずる所得で、教

育委員会が認定した方

申請方法

初めて申請する方●

印鑑を持参のうえ、学校

教育課で申請書・誓約書を

記入してください。

現在認定されている方●

申請書を郵送しましたの

で、学校または学校教育課

に提出してください。

申請・問合せ

学校教育課

0297-21-22025

4月1日(水)から、岩井・

猿島福祉センターの開館時

間等を変更します。ご理解

とご協力をお願いします。

開館時間

午前9時～午後8時

浴室利用時間

午前11時～午後8時

（浴室最終受付:午後7時）

問合せ

岩井福祉センター夢積館●

0297-35-48115

猿島福祉センターほほえみ●

0297-44-29435

0280-88-10005

市社会福祉協議会では、

指定管理者として猿島福祉

センターほほえみの管理運

営を行っています。今回、

猿島福祉センターの作業員

を募集します。

内 容

浴場の受付・管理業務

若干名採用人数

70歳未満の方条 件

申込方法

次の書類をご持参くださ

い。

①申込書

②履歴書（指定のもの）

※申込書等は社会福祉協議

会本所･支所窓口にあり

ます。社会福祉協議会ホー

ムページからもダウンロー

ドできます。

受付期間

3月10日(火)～25日(水)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会本所

〈岩井福祉センター夢積館〉

0297-35-48115

4月1日(水)から、使用済

み農業用プラスチックの処

理費用を変更します。ご理

解とご協力をお願いします。

処理費用

農業用ビニール●

農業用ポリエチレン●

いずれも400円／10㎏

農業政策課問合せ

0297-21-21945

現在、粗大ごみの自己搬

入先は、弓田粗大ごみ置場、

坂東市リサイクルセンター

の2か所ですが、4月1日

(水)から坂東市リサイクル

センターのみとなります。

なお、自己搬入の手続き

等は変わりません。ご理解

とご協力をお願いします。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

お知らせ版 令和2年3月5日号

3

最新の情報は、市ホームページや厚生労働省ホームページをご覧ください。★左ページから
続く 《新型コロナウイルス感染症電話相談窓口》

古河保健所 0280-32-3021 厚生労働省 0120-5656535 5
厚生労働省ホーム

Ìページはこちらから



4月1日(水)から、さしま

クリーンセンター寺久へ家

庭ごみを直接搬入する際は、

身分証明書の提示をお願い

します。

また、事業系ごみの搬入

手数料を220円／10㎏に改

定します。

なお、家庭ごみの搬入手

数料は変わらず200円／10㎏

です。ご理解とご協力をお

願いします。

問合せ

さしま環境管理事務組合

さしまクリーンセンター寺久

0297-20-99775

平日の来庁が難しい方の

ため、印鑑登録の休日窓口

を毎月第3日曜日に開設し

ます。ぜひご利用ください。

毎月第3日曜日と き

午前8時30分～正午

◎次回は3月15日(日)です。

市民課ところ

さしま窓口センター

必要なもの

登録する印鑑

本人確認ができるもの

（運転免許証､マイナンバー

カード､その他官公署発行

の写真付き身分証明書)

300円登録料

※臨時窓口での登録は、ご本

人の申請に限ります。

市民課問合せ

0297-21-21865

浄化槽は、微生物などの

働きを利用して生活排水を

きれいにする装置です。法

律により、定期的な維持管

理（保守点検・清掃）と法

定検査の実施が義務付けら

れています。

■保守点検

10人槽以下の家庭用浄化

槽の場合、年3～4回行う必

要があります。

県に登録している保守点

検業者に委託してください。

■清掃

年1回以上（全ばっ気方

式は6か月に1回以上）行う

必要があります。

市等の許可を受けた清掃

業者に委託してください。

■法定検査

浄化槽を使い始めてから

3～8か月の間に1回、その

後も年1回検査を行う必要

があります。法定検査を受

けないと、県からの受検指

導文書の送付や、県から委

嘱された「茨城県水質保全

監視員」が受検指導に伺う

場合があります。

県指定検査機関である

(公社)茨城県水質保全協会

（ 029-291-4004）にお申5

し込みください。

■一括契約システム

保守点検、清掃、法定検

査を一括で契約できます。

契約を仲介する保守点検

業者、清掃業者または(公

社)茨城県水質保全協会に

お申し込みください。

茨城県環境対策課問合せ

029-301-29665

■単独処理浄化槽から合併

処理浄化槽への転換

単独処理浄化槽は、トイ

レからのし尿のみを処理し、

台所やお風呂からの生活雑

排水は処理していません。

合併処理浄化槽は、それら

の生活雑排水もあわせて処

理できるため、放流する汚

れの量を8分の1に減らすこ

とができます。

■市の補助制度があります

市では、合併処理浄化槽

を設置する方に補助金を交

付しています。補助金は例

年4月から申込みを開始し、

その年度の予算が無くなり

次第終了となります。交付

には一定の要件があり、条

件により補助金の額も異な

りますので、事前にお問い

合わせください。

※公共下水道事業認可区域

と農業集落排水事業認可

区域は補助対象外です。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

お知らせ版 令和2年3月5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）

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



令和2年度、市ソフトボー

ル連盟に加盟登録するチーム

を募集します。

男女問わず、チームに所属

していなくてもソフトボール

に興味がある方はお気軽にお

問い合わせください。

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 6,000円登録料

(総会時に納入､参加費別途)

申込方法

申込用紙に必要事項を記入

のうえ、総合体育館または猿

島公民館へご提出ください。

申込期間

3月5日(木)～4月3日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時〉

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

坂東市消

防団協力事

業所表示制

度とは、消

防団活動に

積極的に協力している事業

所や団体を「消防団協力事

市消防団協力事業所表示制度

業所」として認定する制度

です。事業所の社会貢献と

して広く認められるもので、

協力事業所には表示証を交

付しています。

昼夜を問わず出動する消

防団員が活動しやすい環境

を作るには、事業所や団体

の協力が不可欠です。皆さ

んの申請をお待ちしていま

す。詳細については、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。

申請・問合せ

交通防災課

0297-21-21805

渡良瀬遊水地のヨシ焼き

は、ヨシに寄生する害虫の

駆除や野火による周辺家屋

へのもらい火防止、貴重な

湿地環境の保全のために毎

年行われています。

風向きや上昇気流により

灰や煙が広範囲に飛び散り、

洗濯物への付着、庭や屋根

への降灰等、大変ご迷惑を

おかけすることがあります。

また、前日の午後5時から

遊水地全域が関係者以外立

ち入り禁止となります（ゴ

ルフ場等を除く 。ご理解）

とご協力をお願いします。

◎ヨシ焼きの実施状況は､

ホームページや電話によ

る自動音声案内で確認で

きます。

わ た ら せ

3月21日(土)と き

午前8時30分～

第1予備日 3月22日(日)

第2予備日 3月28日(土)

渡良瀬遊水地全域実施範囲

問合せ

「渡良瀬遊水地ヨシ焼き

連絡会」実施本部

(周辺4市2町等で組織)

0282-62-11615

＊自動音声案内

0282-62-09155

＊ホームページ

｢渡良瀬遊水地｣で検索

県では、一定の要件に該当

する次の自動車について、申

請による自動車税の減免制度

を設けています。

対象となる自動車

①心身に障がいのある方ご自

身が使用する自動車

②障がいのある方のために生

計を共にする方などが使用

する自動車

減免となる自動車の台数は、

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。詳細について

は、お問い合わせください。

問合せ

普通自動車税について●

筑西県税事務所

収税第一課

0296-24-91905

軽自動車税について●

課税課

0297-21-22135

お知らせ版 令和2年3月5日号

5

▲消防団協力事業所
表示マーク

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



県では、豊富な知識、経

験、技能等を持つ高齢者が

さまざまな地域活動で活躍

できるよう 「元気シニア、

バンク」を開設しています。

登録された方は、｢茨城

シニアマスター｣として県

内様々な団体の依頼に応じ

て活動していただきます。

長年培ったものを地域の

ために活かしませんか。登

録方法など詳細については、

お問い合わせください。

問合せ

茨城県社会福祉協議会

茨城わくわくセンター

029-243-89895

全国健康保険協会(協会

けんぽ)にご加入の方が保

険証を使用できるのは、退

職日までです。ご家族(被

、扶養者)の保険証も同様に

ご本人(被保険者)の退職日

の翌日から使用できなくな

ります。また、ご家族(被

扶養者)が就職等により扶

養から外れる場合は、扶養

から外れた日から保険証を

使用できなくなります。

お勤めの会社を退職され

る場合や扶養から外れる際

は、必ず保険証を会社へご

返却ください。

協会けんぽ茨城支部問合せ

業務グループ

029-303-15825

自衛隊に興味がある33歳

未満の方や、その保護者の

方を対象に開催します。

4月5日(日)と き

午後1時～3時

アルテリオところ

2階 会議室

〈筑西市丙372〉

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

令和2年度、人事院は次の

とおり国家公務員採用試験を

行います。詳細についてはホ

ームページをご覧いただくか、

お問い合わせください。

■総合職試験

（院卒者･大卒程度）

受付期間

3月27日(金)～4月6日(月)

4月26日(日)第１次試験

■一般職試験（大卒程度）

受付期間

4月3日(金)～15日(水)

6月14日(日)第１次試験

■一般職試験

（高卒者･社会人(係員級)）

受付期間

6月22日(月)～7月1日(水)

9月6日(日)第１次試験

申込方法

インターネットからお申

し込みください。

人事院関東事務局問合せ

048-740-20065

＊ホームページ

｢国家公務員 採用｣で検索

独立行政法人国際協力機構

( )は、開発途上国で現JICA

地の人々と同じ生活をしなが

ら、ともに働き、国づくりに

貢献するボランティアを募集

します。詳細についてはホー

ムページをご覧いただくか、

説明会にご参加ください。

応募資格

昭和25年4月1日～平成12年

9月2日に生まれた方で、日本

国籍を持つ方

申込方法

インターネットからお申し

込みください。

3月30日(月)申込期限

正午まで

■体験談＆説明会

と き

3月14日(土)

午後1時30分～3時30分

筑波ところ JICA

〈つくば市高野台3-6〉

問合せ

筑波 連携推進課JICA

ボランティア担当

029-838-11175

＊ホームページ

｢ 海外協力隊｣で検索JICA
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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）

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



試験区分

警察官Ａ(男性・女性)

警察官Ｂ(男性・女性)

受験資格

①警察官Ａ（大卒程度）

昭和62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

②警察官Ｂ

昭和62年4月2日～平成14年

4月1日に生まれた方で、警察

官Ａの受験資格（学歴区分）

に該当しない方

5月10日(日)第１次試験

申込方法

インターネットからお申し

込みください。

申込期限

4月10日(金) 午後5時まで

■採用説明会

3月14日(土)･28日(土)と き

4月4日(土)

午前10時～

境警察署ところ

〈境町長井戸51-27〉

境警察署 警務課問合せ

0280-86-01105

＊ホームページ

「境警察署」で検索

不動産鑑定士が不動産の

価格などのご相談に無料で

応じます。事前予約は不要

です。当日各会場でお申し

込みください （最終受付。

は午前11時30分です ）。

①日立会場

4月1日(水)と き

午前10時～正午

ところ

日立シビックセンター

5階 501号室

〈日立市幸町1-21-1〉

②土浦会場

と き

4月2日(木)

午前9時30分～正午

ところ

県南生涯学習センター

5階 小講座室1

〈土浦市大和町9-1〉

③水戸会場

と き

4月6日(月)

午前9時30分～正午

茨城県開発公社ところ

1階 中会議室

〈水戸市笠原町978-25〉

④つくば会場

と き

4月10日(金)

午前9時30分～正午

ところ

筑波銀行つくば副都心支店

2階 セミナールーム2

〈つくば市研究学園5-20-1〉

問合せ

一般社団法人

茨城県不動産鑑定士協会

029-246-12225

お知らせ版 令和2年3月5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
4月 8日(水)

4月11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4月15日(水)
プを作ります。

4月18日(土)

坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方参加資格

3月16日(月) 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

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
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「いばらき県西若者サポー

トステーション（県西サポ

ステ 」による、働きたい）

けれど自信がない方、お子

さんの就職に悩んでいる方

の相談会です。

県西サポステでは、課題

克服のための面接練習等も

行っています。お気軽にご

相談ください。

と き

4月 8日(水)･ 5月13日(水)･

6月10日(水)･ 7月 8日(水)･

8月12日(水)･ 9月 9日(水)

午後2時～4時

岩井公民館 2階ところ

相談室

対象者

15歳～39歳の方、その保

護者や関係者の方など

無料参加費

申込方法

相談会前日の午後4時ま

でにお申し込みください。

申込・問合せ

厚生労働省認定事業

いばらき県西若者

サポートステーション

0296-54-60125

介護をしている方の交流

の場を作り、雑談を交えな

がら介護についての相談に

応じます。今回は、介護食

の紹介・試食も行います。

3月19日(木)と き

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〈小山258〉

0297-38-21615

日々練習に励み、学んだ

成果をぜひご覧ください。

3月29日(日)と き

午前9時50分～午後4時

内 容

、● 午前:神田ばやし､大正琴

３Ｂ体操､太極拳､コーラス､

フォークダンス

午後:カラオケ●

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

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

4月4日･11日･18日･25日

の土曜日〈全4回〉

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

※初日に集金します。

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

3月16日(月)・17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

令和2年3月5日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベント

◆企画展開催中！ぜひご来場ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
0297-44-00555
0280-88-87005
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