
「坂東市環境基本計画

(案) について ご意見 パ」 、 （

ブリック･コメント）を募

集しました。結果を下記の

とおり公表します。

公表内容

坂東市環境基本計画書

公表期間

2月7日(木)～5月7日(火)

公表方法

市ホームページ・市役所

岩井庁舎（総務課、生活環

境課 ・猿島庁舎（窓口セ）

ンター）でご覧いただけま

す。

問合せ

生活環境課

岩井庁舎／内線1452
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坂東市長選挙◆投票日は４月７日(日)

3月31日(日）告 示 日

投 票 日 午前7時～午後6時4月 7日(日)

（投票時間を2時間繰り上げます ）。

4月 7日(日) 午後7時～開 票

〈坂東市総合体育館〉※

立候補予定者説明会

3月12日(火) 午後1時30分～

〈岩井附属庁舎会議室〉

3月21日(木) 午前9時～午後5時事前審査

〈岩井附属庁舎会議室〉

3月31日(日) 午前8時30分～午後5時立候補受付

〈岩井附属庁舎会議室〉

坂東市選挙管理委員会問 合 せ

岩井庁舎総務課内／内線1292

※岩井体育館の名称が変わります

「坂東市岩井体育館」は、4月1日から「坂東市

総合体育館」に名称が変わります。

岩井庁舎の事務室移転に伴い内線番号が変わります

市役所岩井庁舎の解体に伴い、2月18日(月)から岩井庁舎に配置され

ている事務室の一部を移転します。移転に伴い、各課の内線番号が変

更となる場合もありますので、お問い合わせの際には、電話交換手に

内線番号と併せて課名をお伝えくださいますようお願いします。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。



野外活動センター(ベル

フォーレ敷地内)を、平成

25年度に会議・集会等で利

用を希望される団体は、あ

らかじめ登録が必要となり

ますので、申請書を提出し

てください。

対象団体

ボランティア･スポーツ･子

供会活動など、社会教育活

動を行っている非営利団体
3月19日(火)まで申込期限

申込・問合せ

管財課

岩井庁舎／内線1243

平成25年度に市内小中学

校の体育館・武道館・校庭

の利用を希望するスポーツ･

レクリエーション団体(団

員が10人以上)の代表者の

方は出席してください。

※登録申請書は岩井体育館

をにあります。必要事項

記入のうえ、当日持参し

てください。

※団員は、スポーツ傷害保

険への加入が必要です。

未成年者の団体は、20歳

以上の責任者をつけてく

ださい。

2月21日(木)と き

午後7時～

市民音楽ホールところ

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 平成25年2月7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・内線番号をお伝えください。
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●平成24年分確定申告の相談・申告書の受付〈土曜･日曜･祝日を除く〉

期限までに申告をしなかったり、誤った申告をすると納税額のほかに加算税

が賦課される場合があるほか、延滞税を納付しなければなりませんのでご注意

ください。

所得税 2月18日(月)～3月15日(金)

個人事業者の消費税･地方消費税 4月 1日(月)まで

※所得税の還付申告は、2月15日(金)以前でも受付を行っています。

●平成24年分確定申告による納期限・振替日

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはあり

ませんので、ご注意ください。納付には、便利な振替納税をご利用ください。

現金･電子納税により 振替納税を利用する

納期限 振替日納付する場合の 場合の

所得税 3月15日(金) 4月22日(月)

個人事業者の消費税･地方消費税 4月 1日(月) 4月24日(水)

●申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー （国税庁ホームページ）で！」

画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、

消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。詳細については、国税

庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

古河税務署個人課税第一部門（ 0280-32-4161）●問合せ 5



①寝たばこは絶対にやめま

しょう。

②ストーブは燃えやすい物

から離れた位置で使用し

ましょう。

③ガスこんろ等のそばを離

れるときは、必ず火を消

しましょう。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

◆一般幹部候補生

応募資格

①22歳以上26歳未満の方

②20歳以上22歳未満で大卒

の方(見込を含む)

③28歳未満で大学院卒の方

第１試験（筆記試験）

5月11日(土)

4月26日(金)まで受付期限

◆予備自衛官補

応募資格

一般:18歳以上34歳未満の方

技能:18歳以上で国家資格を

有する方

4月中旬試験日

4月3日(水)まで受付期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

自動車税は県の重要な財

源です。転居などで茨城県

に転入された方は、住民登

録とあわせて自動車のナン

バーを県内ナンバー（つく

ば）に変更してください。

▽登録に関する問合せ

土浦自動車検査登録事務所

050-5540-20185

▽納税に関する問合せ

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

お知らせ版 平成25年2月7日号
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広報紙等に有料広告を掲載しませんか？

「広報紙 「市ホームページ」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

■掲載の申込みができる方

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・五

霞町・八千代町・野田市に住所または事業所を有し、

市税等を滞納していない方です。

、 。※ホームページについては 住所等の制限はありません

■掲載できる広告内容

販売促進や従業員募集等です。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などは掲

載できません。

■広告の規格･掲載料

○広報坂東

＜２色刷り／季節ごとにピンク・緑・青・茶と黒＞

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円

(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円

○坂東市ホームページ ＜カラー＞

(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル

（gifまたはjpgファイルで4KB以内）⇒1か月間5,000円

、 。※広告のデザイン及び作成は 申込者の負担となります

秘書広聴課（岩井庁舎／内線1222）■申込・問合せ



県の事業や施設、特産物

や観光情報等を取材し、県

広報紙「ひばり」に掲載す

る原稿を作成していただき

ます。取材には、広報広聴

課職員が同行します。

応募資格

①県内在住の平成25年4月1日

現在で満20歳以上の女性

②公務員や議会の議員でな

い方

③取材先の要望する日時に

応じて取材できる方

④自分で取材先に移動でき

る方

任 期

平成25年4月～平成26年3月

（ ）募集人数 4人 選考あり

年間12万円謝 礼

2月25日(月)まで応募期限

応募･問合せ

県広報広聴課

029-301-21285

【相談電話番号】

０２９－２２１－３１９０5

返済のために借金を重ね

ていませんか。きちんとし

た手続きをとれば多重債務

は解決できます。相談は無

料です。まずはお電話を！

相談日

月～金曜日（祝日を除く）

午前8時30分～正午

午後1時～4時30分

主 催

関東財務局水戸財務事務所

◎坂東市消費生活センター

（ 0297-36-2035)でも多5

重債務に関するご相談に

応じています。

事業資金融資に関する相

談に無料で応じます。お気

軽にお越しください。

（事前予約制）

3月7日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会本所ところ

対象者

市内でご商売をされてい

る方、市内で新たにご商売

を始めることを検討中の方

申込・問合せ

▽坂東市商工会本所

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫土浦支店

029-822-41415

離婚によって父母が別れ

ても、別居している親や祖

父母と子どもが定期的に交

流することは、子どもの精

。神面の安定につながります

しかし、当事者間で面会の

、段取りをつけられない場合

親や祖父母からの申請に応

じて、面会交流に関する相

談や支援を行います。

支援対象

ひとり親家庭の15歳未満

の子ども

支援地域

県西・県南(小美玉市以

南)地域

無料相談料

実費経 費

NPO法人元気UP問合せ

ヒアリングセンター

0296-45-10385

お知らせ版 平成25年2月7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・内線番号をお伝えください。
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ご相談ください

、 。相談は無料で 秘密やプライバシーは固く守られます

＜相談時間：午後1時30分～4時＞

相談場所

市民研修所 猿島福祉センター

2月 19日 12日、26日

3月 5日、19日 12日、26日
相談日

坂東市社会福祉協議会《問合せ》

▽岩井本所 0297-35-48115

▽猿島支所 0280-88-1000・0297-44-29435



市民と行政が力を合わせ

てまちづくりを行う「市民

協働」のしくみを皆さんに

知っていただくため、市民

団体と市が協働で取り組ん

でいる活動内容や成果につ

いて発表を行います。

また、まちづくりの分野

で全国的に活躍されている

長谷川幸介先生と外岡仁先

生が、ユーモアを交えなが

ら協働について分かりやす

く講演します。皆さんのご

～歩みだした協働～

来場をお待ちしています。

2月23日(土)と き

午前9時30分～

ところ

さしま郷土館ミューズ

視聴覚ホール

無料入場料

市民協働課問合せ

岩井庁舎／内線1252

傾聴ボランティア講座を

開催します。傾聴とは悩み

や問題を抱えている方のよ

い聴き手となって、信頼関

係を築いていく技術のこと

。 。です ぜひご参加ください

3月8日(金)と き

午後1時30分～3時30分

岩井図書館ところ

２階視聴覚室

対象者

ボランティアに興味のあ

る市内在住・在勤の方

講 師

(財)茨城カウンセリング

センター

専任講師 小沼京子氏

無料受講料

3月1日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所 0297-35-48115

▽猿島支所 0280-88-10005

0297-44-2943

お知らせ版 平成25年2月7日号
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講座名 日 時 内 容 講師 定員 材料費

みつろう 野村きちの
3月2日(土) 自然派化粧品として人気の蜜

蝋(みつろう)クリームを手作 20人 300円
クリーム作り 先生

午前10時～
りしてみませんか正午

｢猿島坂東観音霊場｣のご開帳
3月9日(土)

午前9時～ 35人 無料
観音開帳 に合わせて、開設者の雄弁上 山崎正己

300年の歩み 人の事績や霊場開設までの過 先生
11時30分

程を学びましょう

2人で親子ふれあい
3月9日(土)

親子でパンづくりにチャレン 藤本克美

1,000円パン工房
午後1時30分～ 20人

ジしましょう 先生
3時30分

市内在住・在勤の方対 象 者

※親子ふれあいパン工房は、親子での参加とさせていただきます。

2月14日(木)～定員になり次第締め切ります。受付開始

※みつろうクリーム作りは、2月22日(金)までにお申し込みください。

◆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（ 0297-35-8800 〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉《申込・問合せ》 5 ）

講座やイベント



個人戦２ゲームを行いま

す。一緒にボウリングを楽

しみませんか。

3月3日(日)と き

午前10時～

エイトボウルところ

〈坂東市辺田〉

1人200円参加費

(昼食代は含みません)

2月25日(月)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所 0297-35-48115

▽猿島支所 0280-88-10005

0297-44-2943

2月24日(日)と き

午前9時～

神大実分館ところ

調理室・和室

☆ふるさと大好きクラブ☆

4歳以上の親子対象者

※小学3年生以上は、子ど

もだけの参加も可です。

1組500円参加費

（1人の場合は300円）

申込・問合せ

神大実分館

0297-30-18005

富士見パノラマリゾート

をスノートレッキングし

て、山頂から360度の大パ

ノラマを堪能しよう。山頂

からはそりで爽快に滑り降

りよう！

3月9日(土)･10日(日)と き

〈１泊２日〉

ところ

国立信州高遠

青少年自然の家〈長野県〉

参加費

小学１年生～大人：10,000円

2歳～未就学児： 5,000円

（ ）別途保険料700円負担

募集人数

大人と子ども合わせて20人

（先着順）

※小学4年生以下は保護者

同伴でお願いします。

申込・問合せ

坂東こども劇場

0297-36-35045

「いのちを支える絆づく

り」について、自殺予防研

究の第一人者である筑波大

学・高橋祥友教授や自殺予

防に取り組む団体と一緒に

考えていきましょう。

2月22日(金)と き

午後1時～4時30分

県民文化センターところ

小ホール〈水戸市〉

申込・問合せ

茨城県精神保健協会

029-241-33525

お知らせ版 平成25年2月7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・内線番号をお伝えください。

6

講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

2月15日(金)
水切り絵 3月 6日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円

午前9時から
ふくろう作り 3月12日(火) 午後1時～4時 10人 500円

電話受付
布ぞうり作り 3月13日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

とんぼ玉作り 〈先着順〉
3月 6日(水) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円

3月23日(土) 午後1時30分～3時30分 8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・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窓口( 0297-20-9980)申込・問合せ 5



お知らせ版 平成25年2月7日号

7

お楽しみイベント！

さしま公民館まつり ミューズまつり

2月22日(金)･23日(土)･24日(日) 2月23日(土)・24日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

〈24日は午後4時30分まで〉 さしま郷土館ミューズところ

猿島公民館 （猿島図書館・猿島資料館）ところ

講座生や自主クラブ員が、学習成果を発

表します。お子さんからお年寄りまで楽し

める各種の催しも計画しています。お誘い

合わせのうえぜひご来場ください。

また、一般募集による芸能発表会を開催

します。ふるってご参加ください。

◆芸能発表会(カラオケや踊り等)参加者募集
◎主な催し

と き 2月23日(土) 午後2時～4時
◆企画展

※発表時間は1組6分以内です。発表に必要
「初春に愉しむ美術品展｣

なＣＤ等は各自ご用意ください。
同時開催「川崎是空 あや絵の世界」

ところ 猿島公民館講堂
◆和のくつろぎコーナー

対象者 市内在住の方
ロビーに手作りのひな飾りなどを展示

募集人数 25組（先着順）
します。

申込開始 2月13日(水)～
◆ブックリサイクル、地元名産品販売、

※受付時間は、午前8時30分～午後9時です。
太陽観望ほか

◎同時開催

◆市民協働のつどい

「みんなでつくる坂東市

～歩みだした協働～」

ご自由にご参加ください。

〈23日 午前9時30分～11時30分〉

主催：市民協働課

◆さしま茶まつり・Ｔ１グランプリ
◎主な催し

いろいろなお茶のイベントを行います。
作品展、芸能発表、試食コーナー、体験

〈24日 午前10時～午後3時〉
コーナー、郷土芸能、人形劇、ミュージカ

主催：さしま茶協会
ル劇、フリーマーケットほか

さしま郷土館ミューズ《問合せ》猿島公民館《申込・問合せ》

0297-44-0055／0280-88-870050297-44-3154／0280-88-0835 5

作品展

ブックリサイクル

 
おしゃれ～

♪
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女性大歓迎！お気軽にご相談ください。(再婚の相談可･60歳代まで)

真剣に結婚を考えている方が理想のパー 毎週月・水曜日と き

トナーに出会えるよう、結婚相談推進員 毎月第３日曜日

や結婚相談員が相談・助言・仲介などを 結婚相談室〈岩井庁舎〉ところ

無料で行っています。相談をご希望の方は、 秘書広聴課問合せ

秘書広聴課へご予約ください。 岩井庁舎／内線1222

独身男女の「ふれあいバスツアー」参加者募集！
☆大人気のカップヌードルミュージアムへ行こう☆

♪お申込・お問合せは

秘書広聴課結婚相談窓口（岩井庁舎／内線1222）まで

坂東市・市結婚相談員連絡協議会では、独身男女に出会いの場を提供するため、

日帰りの「ふれあいバスツアー」を開催します。

カップヌードルミュージアムで、世界に一つだけの「オリジナルラーメン」

づくりを楽しみましょう。

参加者みんなが「ふれあい 「会話し 「親交を」深められるよう、」 」

結婚相談推進員がサポートします。

お友達をお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください！

2月24日（日）と き

25歳以上45歳以下の独身男女対 象 者

※男性は、市内在住で当市の結婚相談イベント未経験の方を優先します。

女性は、市内・市外不問です。

、 。男女とも離婚者で子供がいる場合は参加できませんので ご了承ください

3,000円参 加 費

30人（男女各15人） ※定員になり次第締め切ります。募集人数

ばんどうホコテンの開催に伴い、 2月23日(土) 合図の 花火を打ち上げます

ので、ご協力をお願いします。 《問合せ》坂東市観光協会（ 0297-20-8666）5


