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市内全域でごみの収集はお休み3月20日(水)〈春分の日〉のごみ収集

となります。 《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

新庁舎建設に伴い、岩井庁舎本庁舎･第一分庁舎を取り壊すため、事務室の一部が移

転します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解･ご協力をお願いします。

※岩井庁舎の住所、代表電話番号は変更ありません。一部内線番号に変更があります

ので、課名をお伝えください。 企画課（岩井臨時庁舎／内線3263）《問合せ》

※坂東市社会福祉協議会(本所)は

岩井福祉センター「夢積館」へ

移転します。(4/1～)



「坂東市都市公園条例改

について、ご意見正(案)」

（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

坂東市都市公園条例

公表期間

3月7日(木)～5月10日(金)

公表方法

市ホームページ・総務課

（岩井仮設庁舎 ・都市整）

備課（岩井臨時庁舎 ・窓）

口センター（猿島庁舎）で

ご覧いただけます。

問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3403

母子家庭・父子家庭・両

親のいない児童を養育して

いる方の就学上の不安解

消、福祉増進のために学資

金を支給しています。

４月に小学校に入学され

るお子さんのいる方または

受給資格があるのにまだ学

資金を受けていない方は、

子育て支援課（猿島庁舎）

または児童福祉センター

（岩井）でお早めに申請し

。 、てください (受付時間は

平日の午前8時30分～午後5

時15分まで）

なお、学資金を現在受け

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して

ください。

新規申請必要書類

○印鑑

○申請者名義の通帳

（ゆうちょ銀行は除く）

○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)

学資金の対象児童

（小学１年生から

）中学３年生修了まで

○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）は受けられません。

支給月額

（児童１人につき）

○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。

、★受付は随時していますが

申請した翌月からの支給

になりますので３月中に

申請してください。申請

をしないと対象として認

定されませんのでご注意

ください。

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2214
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４月７日(日)は 坂東市長選挙の投票日
投票時間：午前７時～午後６時

～投票時間を２時間繰り上げます～

3月12日(火) 午後1時30分～立候補予定者

〈岩井附属庁舎会議室〉説 明 会

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

岩井仮設庁舎総務課内／内線1292



①逃げ遅れを防ぐために、

住宅用火災警報器を設置

しましょう。

②寝具、カーテンからの火

災を防ぐために、防炎品

を使用しましょう。

③火災を小さいうちに消す

ために、住宅用消火器を

設置しましょう。

④お年寄りや身体の不自由な

方のために、隣近所の協力

体制をつくりましょう。

～設置して安全･安心

住宅用火災警報器～

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

販売目的で採取した山菜

は、出荷する前に必ず放射

性物質の自主検査を行って

ください。

なお、国が定める食品中

の放射性物質の基準値（一

般食品は放射性セシウム100

ベクレル/kg）を超える山菜

については販売しないよう

お願いします。

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2202

お知らせ版 平成25年3月7日号
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★中ノ台市民農園（山2177-110）

面積30㎡の区画

区画数:40区画

募集数:20区画

使用料:3,000円(年額)

面積60㎡の区画

区画数:12区画

募集数: 6区画

使用料:5,000円(年額)

★ふれあい農園（辺田1237-3）

面積40㎡の区画

区画数:57区画

募集数: 6区画

（ ）使用料:5,000円 年額

4月1日～平成26年3月31日まで利用期間

農業者以外で野菜・草花等の栽培に意応募資格

欲のある方（ふれあい農園は市内在住

の方に限ります ）。

3月28日(木)まで申込期限

（ 、 ）申込・問合せ 農政課 猿島庁舎／内線2201 2256

新庁舎建設に伴う
都市計画変更の説明会を開催します

3月14日(木) 午後7時～と き

岩井公民館研修室１と こ ろ

用途地域の変更説明案件

（ ）問 合 せ 庁舎建設準備室 岩井臨時庁舎／内線3265

（ ）都市整備課 岩井臨時庁舎／内線3402



応急手当講習会において

実技指導を行う、応急手当

ボランティア指導員を募集

します。

応募資格

63歳未満の健康な方で、

応急手当普及員の資格を有

し、週２日以上活動できる

方

※資格のない方は、消防本部

主催の４日間の救命講習を

受講し、普及員の資格を取

得していただきます。

活動場所

、 、 、古河市 五霞町 下妻市

八千代町、坂東市、境町、

常総市（旧石下町区域）

なし報 酬

※交通費として1日1,000円

を支給します。

10人募集人数

申込・問合せ

茨城西南広域消防本部

警防課

針谷／ 0280-47-01265

男性警察官Ａ･Ｂ試験区分

女性警察官Ａ･Ｂ

応募資格

▽警察官Ａ

昭和59年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業し

た方もしくは平成26年3月

までに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

▽警察官Ｂ

昭和58年4月2日～平成7

年4月1日までに生まれた方

で、警察官Ａの受験資格に

該当しない方（平成25年10

月1日から勤務可能な方）

5月12日(日)第１次試験

インターネット申込期限

4月15日(月)午後5時まで

＊申込アドレス

http://www.pref.ibaraki.

jp/kenkei/05_syoukai/ibaraki

pc_site/content/recruitment/

moushikomi.html

郵送・持参申込期限

4月16日(火)まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

応募資格

①昭和58年4月2日～平成4

年4月1日までに生まれた

方

②平成4年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業

した方もしくは平成26年

3月までに卒業見込みの

方または人事院がこれと

同等と認める方

6月9日(日)第１次試験

大学卒業程度試験の程度

インターネット申込期間

4月1日(月)午前9時～11

日(木)受信有効

＊申込アドレス

http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

郵送・持参申込期間

4月1日(月)・2日(火)

茨城労働局総務課問合せ

029-224-62115
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麻しん（はしか）は、感染力が大変強い感染症です。自分が感染しな

いためだけでなく、周囲に感染を広げないためにも予防接種は有効です。

まだ接種していない方は、早めに接種しましょう。下記の方々が無料

で接種できるのは平成25年3月31日までです。

対象者

２期 小学校就学前の１年間の方（平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれ）

４期 高校３年生に相当する方 （平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれ）

岩井保健センター（ 0297-35-3121）《問合せ》 5



開発途上国の人々と生活

しながら、あなたの技術や

経験を生かして活動する海

外ボランティアに参加しま

せんか。海外ボランティア

経験者の体験談＆説明会を

次のとおり開催します。参

加費無料・事前申込不要・

途中入退室自由です。

●シニア海外ボランティア

満40歳～69歳の方

●青年海外協力隊

満20歳～39歳の方

4月7日(日)①と き

▽シニアの部

午後1時30分～

▽青年の部

午後4時30分～

ところ

イオンモール水戸内原

〈水戸市〉

4月14日(日)②と き

▽シニアの部

午後3時～

▽青年の部

午後6時～

イーアスつくばところ

〈つくば市〉

4月20日(土)③と き

▽シニアの部

午前10時30分～

▽青年の部

午後2時～

ＪＩＣＡ筑波ところ

〈つくば市〉

問合せ

ＪＩＣＡ筑波

029-838-11115

＊ホームページ

http://www.jica.go.jp/

tsukuba/

お知らせ版 平成25年3月7日号
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★ ご利用ください ★
｢難病患者福祉手当｣・｢精神通院医療費の助成制度｣

◆難病患者福祉手当について ◆精神通院医療費の助成制度について

自立支援医療受給者証(精神通院)をお難病患者本人とご家族を見舞うとともに、

持ちの方に、通院医療費自己負担分(精神その福祉の増進を図るために｢難病患者福

難病患者１人につき年額10,000 通院にかかる医療費の１０％)の２分の１祉手当｣を

〈振込みは申請後随時〉 制度を設けています。１か月円支給します を助成する。

の助成限度額は4,000円です。受給資格 ※申請は年度中１回のみ

◎今回の申請対象は、平成24年3月分～平坂東市にお住まいの難病患者で、生活

成25年2月分です。保護を受けていない方

申請に必要なもの 申請に必要なもの

○一般特定疾患医療受給者証または登録 ○自立支援医療自己負担上限額管理票

者証の写し （平成24年3月分～平成25年2月分の通院

○申請者が保護者等のときは、保護者等 記録のあるもの）

であることを証明できるもの ○医療機関の発行する領収書または証明書

○印鑑 ○印鑑

○銀行の通帳（ゆうちょ銀行を除く） ○銀行の通帳（ゆうちょ銀行を除く）

3月29日(金)まで 3月29日(金)まで申請期限 申請期限

いずれも、社会福祉課（猿島庁舎）または児童福祉センター（岩井）で申請

手続きが必要です。 《問合せ》 社会福祉課（内線2218、2219）
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４月から、猿島福祉センター「ほほえみ」と同様に、岩井福祉センター「夢積

館」についても坂東市社会福祉協議会が指定管理者となります。

このことに伴い、岩井福祉センターの一般浴室がどなたでも利用できるように

なります。ぜひご利用ください。

なお、岩井福祉センターは、猿島福祉センターの使用料に合わせて、和室・創

。 、作室・会議室・一般浴室が有料となります 65歳以上の方の一般浴室の使用料は

岩井・猿島福祉センターとも100円になります。

今後さらなるサービスの充実を図ってまいりますので、

ご理解・ご協力をお願いします。

（研修室・工作室・調理室は猿島福祉センターのみです ）◆会議室等使用料 。

午前9時～正午 午後1時～5時 午後6時～9時

1,580円 1,580円 2,100円和 室

1,580円 1,580円 2,100円創作室

1,580円 1,580円 2,100円会議室

1,580円 1,580円 2,100円研修室

1,580円 1,580円 2,100円工作室

2,100円 2,100円 3,150円調理室

◆一般浴室使用料

使用時間：岩井福祉センター（午後1時～午後9時）

猿島福祉センター（午前10時～午後9時）

市内在住･在勤･在学の方 その他の方(※)

200円 300円大人(中学生含む)

100円 200円子供(小学1～6年生)

100円 200円65歳以上

無料 無料身体障がい者

無料 無料未就学児

（岩井福祉センターのみです ）◆ふれあい広場使用料 。

市内在住の方 その他の方(※)

無料 300円１人

（※）公共施設の相互利用に関する協定により、古河市及び猿島郡在住の方も市内

在住料金でご利用いただけます。

◆問合せ

▽岩井福祉センター「夢積館」 （ 0297-36-1901）5

▽猿島福祉センター「ほほえみ （ 0297-44-2943／0280-88-1000）」 5



自殺は、孤立の病とも言

われています。県では市町

村や各種団体と連携を図

り 「つながる“わ ・ささ、 ”

える“わ”茨城いのちの絆

キャンペーン」を実施して

います。周囲との絆を回復

することが自殺防止につな

がります。心に悩みを抱え

ている人がいたら、声をか

けてみませんか。

問合せ

県保健福祉部障害福祉課

029-301-33685

市民バレーボール連盟、

家庭婦人バレーボール連

盟、ソフトバレーボール連

盟が平成25年度に主催する

大会に出場するには、登録

が必要です。忘れずに登録

するようにしてください。

3月21日(木)と き

午後6時～

猿島公民館ところ

第二会議室

登録資格

市内在住または在勤の方

で構成されたチーム

※大会参加者はスポーツ傷害

保険に加入済であること

1団体1,500円登録料

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

真剣に結婚を考えている

方が、理想のパートナーに

出会えるよう、結婚相談推

進員や結婚相談員が相談・

助言・仲介などを無料で行

っています。相談をご希望

の方は、秘書広聴課へご予

約ください。

◆女性大歓迎！お気軽にご

相談ください （再婚の相。

談も可。60歳代まで ）。

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

結婚相談室ところ

〈 〉岩井第一分庁舎

秘書広聴課問合せ

岩井庁舎／内線1222

寝起きや車椅子への乗り

移り、食事の仕方などを中

心に、リハビリスタッフが

安全で効率的な介護方法を

指導します。介護を必要と

している家族がいる方、介

護に興味がある方など、日

頃感じている疑問や不安の

。解消にぜひご参加ください

3月16日(土)と き

午後2時～4時30分

ところ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション室

20人募集人数

3月13日(水)まで申込期限

申込・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

中山／ 0280-87-81115

猿島コミュニティセンタ

ー利用者の皆さんによるバ

トントワリングやヒップホ

ップダンスをご披露しま

す。体操やスイミングの無

料体験会も開催しますの

で、ぜひご来館ください。

※温水プール、入浴施設を

ご利用の場合は入場料が

必要です。

3月24日(日)と き

午前10時～午後4時

問合せ・開催場所

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

お知らせ版 平成25年3月7日号

7

ご相談ください

講座やイベント

野 焼 き は 法 律 で 禁 止 さ れ て い ま す ！ ！
ゴミは燃やさず、分別して集積所に出してください。ご協力をお願いします。
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苗作りから基礎を学ぶ講

習会です。熟練者が親切に

指導しますので、これから

菊作りを始めてみたい方、

お気軽にご参加ください。

秋に大輪の花を咲かせまし

ょう！

3月22日(金)と き

午前10時～正午

岩井公民館ところ

500円参加費

3月15日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市菊花会事務局

〈岩井臨時庁舎

商工観光課内〉

0297-20-86665

★ミニ茶会

普段着のままでお気軽に

ご参加ください。

3月23日(土)と き

午前10時～午後3時

★講座成果発表会

神田ばやし・大正琴・太

極拳・３Ｂ体操・カラオケ

同好会の皆さんの努力の成

果をご覧ください。

3月24日(日)と き

午前10時～

問合せ・開催場所

神大実分館

0297-30-18005

平成25年3月7日発行 ■坂東市秘書広聴課■

申込方法教室名 開催日 募集人数 材料代

ふくろう作り 4/ 9(火) 10人 800円

4/10(水) 8人 1,000円 3月15日(金)午前9時から電話
とんぼ玉作り

4/20(土) 8人 1,000円 で先着順に受付します。

布草履作り 4/17(水) 10人 300円

官製はがきに教室名･住所･名
4/16､4/23､5/7､5/21､

前･電話番号を明記のうえ郵
竹工画 火曜 6/4､6/18､7/2､7/16､ 10人 2,500円〈 〉

送してください 3月30日(土)
8/6､8/20､9/3､9/17

。

必着。応募多数の場合抽選。

※竹工画とは、竹を薄く削り、重ね、焼き目付等をした立体的な絵です。水墨画にも似

た味わいのある作品ができあがります。

さしまクリーンセンター寺久 リサイクルプラザと こ ろ

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

〒306-0656 坂東市寺久1353-1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窓口（ 0297-20-9980）5

ばんどうホコテンの開催に伴い、 3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


