
使用済農業用ビニール・

。ポリエチレンを収集します

持ち込みの際には登録が必

要となりますので、登録が

済んでいない方は事前に農

政課へお問い合わせくださ

い。また、持ち込みの際に

。は登録証をお持ちください

①岩井･飯島･神大実･長須

地区の方

5月21日(火)と き

午前9時～正午

②弓馬田･七郷･中川･七重

地区の方

6月4日(火)と き

午前9時～正午

ところ〈①②共通〉

ＪＡ岩井予冷センター

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2201

新しいダニ媒介性疾患

「重症熱性血小板減少症候

群（ＳＦＴＳ 」の症状が）

国内で確認されました。

山林や草地に生息するマ

ダニに咬まれることで感染

します。マダニの活動が盛

んな春～秋にかけて草地に

入る場合、肌の露出を控え

るなど十分に注意してくだ

さい。もし咬まれて症状が

出た場合は、速やかに医療

機関を受診してください。

咬まれてから潜伏期間

6日～14日程度
症 状

発熱や吐気、下痢、腹痛

などの消化器症状

＊ホームページ

「いばらきの感染症情報」

で検索してください。

天ぷら油による火災は、

揚げ物中にその場を離れて

しまったときなど、ほんの

少しの油断が引き起こしま

す。天ぷらを揚げている最

、中にその場を離れるときは

弱火でも油温が上昇して火

災になる危険性があります

ので、必ず火を消しましょ

う。火災にならないように

日頃から心掛けることが大

切です。

～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

1

５月の最終日曜日はクリーン坂東の日です。ごみの

、 。分別方法を 皆さんで一緒に理解するよい機会です

ご家族そろって参加しましょう。

5月26日(日) 午前8時～10時と き

道路沿線及び各地区のごみ集積所ところ

※雨天延期の場合は、6月2日(日)に実施します。

、 、開始時間を変更する場合は 各地区で協議のうえ

午前11時までに終了するようにお願いします。

生活環境課 (岩井第三分庁舎／内線1453)《問合せ》

市では5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）「クールビズ」推進中！

による省エネルギー運動を推進しています。皆様のご理解･ご協力をお願いします。



※脾臓摘出を受けた方は、健康保険の対象のため助成はありません。

花づくり、花壇づくりを

通して美しい景観、良好な

環境づくりを進めている皆

さん、ぜひご応募ください。

応募対象

●学校の部

市内の学校や幼稚園、保

育園(所)で育成し管理して

いる花壇で、校庭・校舎・

周辺を花で飾り、周辺環境

の向上に努めているもの

●団体・職場の部

、市内の各種団体(ＰＴＡ

母の会、子ども会を含む)、会

社等で育成し管理している

花壇で、一般の方が自由に

観賞できる街路･広場等の共

有空間を花で飾り、周辺環

境の向上に努めているもの

応募期間

5月7日(火)～31日(金)

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、花壇の状況や活

動状況がわかる写真(必

須)、その他活動内容がわ

かる資料等があれば同封

し、持参または郵送で生涯

学習課へご応募ください。

※応募用紙は、岩井公民館、

猿島公民館にあります。

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

審査方法

6月下旬に現地で審査を

行います （立会い不要）。

審査結果

7月下旬に代表者の方に

通知。優秀な花壇は県主催

の｢花と緑の環境美化コン

クール｣に推薦します。

応募・問合せ

〒306-0595 坂東市山2730

坂東市教育委員会

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成25年5月2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または内線番号をお伝えください。

2

ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種費用を全額助成します

生後2か月から5歳に至るまでのお子さん対象者

無料（市が全額負担）接種費用

※猿島郡･古河市で接種を希望する場合は、健康づくり推進課へお問い合わせください。

母子健康手帳（予診票は協力医療機関にあります ）必要なもの 。

高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成します〈１回のみ〉

市内にお住まいの70歳以上の方で、過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種し対象者

ていない方

3,000円 ※各医療機関で定めた金額から3,000円を差し引いた金額をお支助成額

払いください。下記以外の医療機関で接種した場合は、全額自

己負担となります。

健康保険証など住所がわかるもの (予診票は協力医療機関にあります。)必要なもの

◆ （いのもと整形・清水丘診療所は、高齢者の予防接種のみ実施）協力医療機関

医療機関名 電話番号 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 高橋医院 0297-35-1026 岩本医院 0297-44-2033

石塚医院 0297-35-1161 田所医院 0297-35-9567 倉持医院 0297-30-3100

海老原医院 0297-35-7411 天王前ｸﾘﾆｯｸ 0297-38-1711 ﾎｽﾋﾟﾀﾙ坂東 0297-44-2000

河村医院 0297-35-2618 松崎医院 0297-39-2011 緑野ｸﾘﾆｯｸ 0297-30-3311

木根淵病院 0297-35-3131 松原眼科 0297-35-0448 いのもと整形 0297-47-5200

存身堂医院 0297-35-1011 吉原内科 0297-35-0008 清水丘診療所 0280-88-1014

健康づくり推進課〈岩井保健センター内〉 0297-35-3121◆問合せ 5



自動車税は、毎年4月1日

現在の自動車の所有者また

は使用者の方に課税されま

す。納税通知書が届きまし

たら 納期限の5月31日(金)、

までに納めましょう。コン

ビニエンスストアでも納税

ができますのでご利用くだ

さい。

問合せ

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

軽自動車を次のような目

的で使用し、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が

減免されます。ただし、普

通車と合わせて１台に限ら

れます。

※減免申請は前年に申請し

た場合でも、毎年申請が

必要になります。

▽心身に障がいのある方が

使用する軽自動車

▽心身に障がいのある方と

生計をともにする方が、

障がいのある方のために

使用する軽自動車

▽心身に障がいのある方の

ために、常時介護する方

が使用する軽自動車

▽構造が主に障がい者等が

利用するためのものであ

る軽自動車

、※減免されるための要件は

障がいの区分や等級など

により異なりますので、

詳細については課税課ま

。でお問い合わせください

申請方法

平成25年度の軽自動車税

納税通知書(5月14日発送予

定)が届いたら減免申請書

に下記の書類を添付し、課

税課に提出してください。

代理の方も申請できます。

※減免申請書は、課税課に

あります。

添付書類

平成25年度軽自動車税納

税通知書、印鑑（認印 、）

自動車検査証、身体障害者

手帳（戦傷病者手帳、療育

手帳または精神障害者保健

福祉手帳 運転免許証 実）、 （
際に運転する方のもの）

申請期間

5月15日(水)～24日(金)

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜・日曜を除く〉

※23日(木)のみ午後7時ま

で受付します。

申請・問合せ

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

交流サルーンいばらき

は、環境、福祉、ＮＰＯ、

ボランティアなど、さまざ

まな市民活動に無料で利用

できる多機能オープンスペ

ースです。サルーンでは、

皆さんの活動に必要な情報

提供を行うほか、印刷機器

（有料）などを備えてあり

ます。ぜひご利用ください。

開館時間

▽平日:

午前8時30分～午後5時15分

▽土曜・祝日:

午前8時30分～正午

午後1時～5時15分

問合せ

交流サルーンいばらき

〈水戸市三の丸1-5-38

〉県三の丸庁舎2階

029-302-21605

＊ホームページ

http://www.daisuki-

ibaraki.jp/

【相談電話番号】

０２９－２２１－１１２４5

予期せぬ妊娠や産みたい

けど育てられるかが心配な

ど、妊娠に関する様々な悩

みの相談に応じます。不安

をひとりで抱え込まず、お

気軽にご相談ください。保

健師･助産師等専門スタッフ

。がじっくりお話を伺います

月～金曜日と き

午前10時～午後6時

〈祝日･年末年始を除く〉

茨城県看護協会実施機関

お知らせ版 平成25年5月2日号
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平成２５年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

弁護士毎月第２月曜日
岩井附属庁舎

10:00～15:00 スピード対応室
市民相談室

法律相談に ※祝日の時は翌日 岩井附属庁舎／無料 市民相談員

関すること 奇数月第４月曜日 内線4226、4227法律相談

13:00～16:00 猿島公民館会議室 弁護士 ※電話予約が必要

※祝日の時は翌日

スピード対応室

日常生活の
毎週

岩井附属庁舎 岩井附属庁舎／一般

困りごと
月･火･水･金曜日 市民相談員

市民相談室 内線4226、4227市民相談
9:00～16:00

※電話相談も可能

スピード対応室
偶数月第２木曜日 岩井附属庁舎

岩井附属庁舎／
行政に関する 13:00～15:00 市民相談室 行政相談

内線4226、4227

行政相談
相談 奇数月第２木曜日 委員

猿島公民館研修室
13:00～15:00

結婚相談員 秘書広聴課
毎週月・水曜日

岩井附属庁舎結婚に関する 岩井仮設庁舎／
毎月第３日曜日 結婚相談

結婚相談室登録･相談 内線1222
結婚相談

9:00～15:00 推進員
※事前予約が必要

市民協働課

女性が抱える 毎月第２火曜日 岩井公民館 岩井臨時庁舎／
女性相談員

悩みの相談 10:00～15:00 ２階 女性センター 内線3252
女性相談

※電話予約が必要

毎週月～金曜日 市消費生活センター
消費生活に

市消費生活センター
消費生活

9:00～12:00 0297-36-2035
消費生活

関する相談
〈岩井臨時庁舎･

相談員
5

13;00～16:00 ※電話相談も可能
相談

商工観光課内〉

いばらき就職支援

就職支援求職者の 中心市街地活性化 センター就職･
毎月第３金曜日

センター職員就職相談 センター 0296-22-0163求人相談
10:00～12:00

5

※事前予約も可能
13:00～15:00

①児童福祉センター

人権に関する ②猿島福祉センター 人権擁護 社会福祉課
毎月第１金曜日

相談 相談室 委員 猿島庁舎／内線2220
人権相談 13:30～15:30

（交互に開催）
(5月は第1木曜日)

毎週月～金曜日 猿島庁舎 子育て支援課
児童の養育

9:00～16:00 １階子育て支援課 猿島庁舎／内線2215
児童相談 に関する 家庭相談員

悩み事

次ページへ続く

お知らせ版 平成25年5月2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または内線番号をお伝えください。
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お知らせ版 平成25年5月2日号

5

平成２５年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

こころの病 健康づくり推進課
毎月１回 木曜日（ ）

でお困りの 専門医 0297-35-3121
こころの 14:00～16:00

5

必要
健康相談

とき ※事前予約が
(実施日はお問い

岩井保健センター

合わせください)

指導課
児童･生徒の 毎週火～土曜日 岩井公民館

教育相談員 猿島庁舎／内線2272教育相談
教育等 9:00～16:00 ２階 相談室

内線2273

坂東市社会福祉協議会
毎月第1･3火曜日 岩井福祉センター

本所 0297-35-4811
心配ごと 心配ごと 13:30～16:00 ｢夢積館｣ 相談室 心配ごと

5

支所 0280-88-1000
相談 全般 毎月第2･4火曜日 猿島福祉センター 相談員

5
13:30～16:00 ｢ほほえみ｣ 相談室

法的トラブル 専門の 法テラス
毎週月～土曜日

での困りごと オペレーター 0570-078374
法テラス 9:00～21:00(土曜 法テラス

5
日は17:00まで)

県西県民センター･ 県西地方交通事故
毎週

県西地方交通事故 相談所
交通事故 交通事故に 月･火･水･金曜日 専門の

相談所〈筑西市〉 0296-24-9112
相談 関する相談 9:00～12:00 相談員

5
13:00～16:45

お子さんが プッシュ回線の固定
毎週月～土曜日

18:30～23:30 専門の ※その他の電話の場合
子ども

急な病気で 電話･携帯電話から
日曜･祝日 は 029-254-9900

救急電話

心配なとき 局番なしの｢＃8000｣
オペレーター 5

9:00～17:00
相談

救急医療情報コン
休日や夜間

に救急医療 毎日（年中無休） 専門の ※歯科の案内は行っ救急医療
トロールセンター

機関を探す 24時間対応 オペレーター ていません。情報
「5029-241-4199」

とき

◎日程上の都合などにより、相談日時は変更となる場合がありますので、事前に確認するよ

うにしてください。

お気軽に 

相談して 

くださいね！



6月13日(木)と き

14日(金)

午前10時～午後4時50分

ところ

古河市中央運動公園

体育館会議室

〈古河市下大野2528〉

4,000円受講料

（テキスト代を含む）

70人（先着順）募集人数

申込受付開始

5月13日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

申込・問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

県西・県南地域のアマチ

ュア音楽の祭典です。女声･

男声・混声コーラス27団体

が出演し、渾身の歌声を披

露します。また、全員合唱

では「鯉のぼり」を一緒に

歌いましょう。

5月19日(日)と き

午前11時30分～

市民音楽ホールところ

無料入場料

師井問合せ

0297-23-14265

２０１３ in 坂東

～響け歌声 五月の空に～

お知らせ版 平成25年5月2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または内線番号をお伝えください。
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講座やイベント被災住宅復興のための
借入金の利子を補助します

市では、東日本大震災により住宅が被害を受けたた

め、金融機関から融資を受けて補修または、新規に住

宅を建設･購入する方に対し、利子の一部を補う被災

住宅復興支援利子補給事業を行います。

対象者

次の要件にすべて該当する方（すでに工事が済んで

いる場合も、要件に該当すれば対象となります ）。

①大規模半壊、半壊または一部損壊のり災証明書を受

けた住宅等を自分または親族が所有する方

②震災発生時に自分または親族が被災住宅に住んでい

た方

③被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設また

は購入を市内で行う方

④住宅復興資金を平成23年3月11日以降に銀行など金

融機関で借りた方（消費者金融等からの借り入れは

対象外となります。)

⑤市税等を完納している方または完納の見込みが確実

である方

※住宅が半壊し、解体した方で被災者生活支援金の支

給を受けた方は対象外です。

利子補給金額・交付期間

①借入金残高(上限640万円)の1％にあたる金額(1円未

満切り捨て)を交付します。

②宅地復旧工事を伴う場合は、1,030万円を上限とし

ます （宅地復旧工事のみの場合は、390万円を上限。

とします ）。

③利子補給の交付期間は、最長5年となります。

6月3日(月)～11月29日(金)申込期間

〈土・日・祝日を除く〉

申請に必要なもの

印鑑、被災住宅に住んでいる方の住民票謄本、申請

者と被災住宅を所有する方及び住んでいる方の戸籍謄

本と親族関係のわかる書類、契約書の写し、償還表の

写し、工事請負契約書または売買契約書の写し、り災

証明書、振込先の通帳など

（ ）申込・問合せ 都市整備課 岩井臨時庁舎／内線3405



ペースメーカーを装着し

ている方はもとより、一般

の方々との共生と理解を深

めていただくための講演会

を開催します。質疑応答の

時間もありますので、ぜひ

ご参加ください。

5月19日(日)と き

午後1時～4時

ところ

県南生涯学習センター

中講座室２〈土浦市大和

町9-1ウララビル6階〉

内 容

▽講演会

不整脈診療における植込

み型医療機器の役割（筑波

大学医学医療系循環器内科

講師 五十嵐都先生）

▽質疑応答

栗山問合せ

0297-83-61995

友の会茨城県支部

総会・講演会のご案内
母子家庭等の就労支援対

策として、自立を図るため

の講習会が実施されます。

受講対象者

母子家庭の母及び寡婦

（母子家庭となりおおむね

7年以内で、全日程出席で

き今後就労を希望している

方。以前受講した方は受講

できません ）。

※託児所あり（2歳未満は

対象外、所得に応じ自己

負担あり 。）

受講期間

6月9日(日)～11月17日(日)

▽時間:午前10時～午後4時

▽講義:日曜日 22日間

講習会場

県立母子の家

母子福祉センター

受講料

6,000円（教材費等 、ボ）

ランティア行事用保険料

※所得301万円以下の方に

は、修了後に交通費の一

部が支給されます。

5月25日(土)申込期限

消印有効

23人程度募集人数

（定員を超えた場合は

）作文選考

申込方法

申込用紙に必要事項を記

入のうえ、Ａ４原稿用紙に

受講したい理由・参加動機

を記載し、下記まで郵送に

てお申し込みください。

※申込用紙は、子育て支援

課（市役所猿島庁舎）に

あります。

申込・問合せ

〒310-0065

水戸市八幡町11-52

県立母子の家

母子福祉センター

029-221-84975

お知らせ版 平成25年5月2日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

5月15日(水)
布草履作り 6月 5日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

午前9時から
ふくろう作り 6月11日(火) 午前10時～午後4時 10人 800円

とんぼ玉作り 電話受付
6月12日(水) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円

6月15日(土) 8人 1,000円午後1時30分～3時30分

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
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若山牧水の短歌をじっく

り味わおう。

5月23日(木)と き

午前8時30分

猿島公民館集合・出発

埼玉県飯能市ところ

鶴見豊吉氏講 師

2,000円参加費

（昼食代含む／当日徴収）

30人（先着順）募集人数

5月8日(水)～申込受付開始

※午前9時～午後9時（月曜

日は午後5時まで）に、

電話または下記の窓口で

お申し込みください。

申込・問合せ

猿島公民館

0297-44-3154／5

0280-88-0835

5月29日(水)と き

午前9時～

逆井城跡公園ところ

猿島地域にお住まい対象者

の60歳以上の方

種 目

ゲートボール、グラウン

ド･ゴルフ、ペタンク、輪

投げ、クロリティ

1人200円参加費

5月14日(火)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会支所

〈 〉猿島福祉センターほほえみ

0280-88-10005

走る･跳ぶ･投げる！様々

な動きを体験し、体を動か

。す楽しさを実感しましょう

と き

、 、5月25日(土) 6月22日(土)

、 、7月20日(土) 8月10日(土)

、 、9月21日(土) 10月5日(土)

11月23日(土)

午前10時～正午(雨天中止)

ところ

古河市中央運動公園

〈古河市下大野2528〉

無料参加費

募集人数

小学1･2年生 30人

小学3･4年生 15人

小学5･6年生 15人

申込受付開始

5月14日(火)午前9時～

※午前8時30分～9時まで整

理券を配布。受付開始時

間に定員を超えている場

合は抽選。代理受付はで

きませんので、保護者の

方が直接来館してお申し

込みください。

申込・問合せ

古河市中央運動公園

総合体育館

0280-92-55555

平成25年5月2日発行 ■坂東市秘書広聴課■

6月1日(土)・2日(日)、日本女子プロ野球ティアラ

カップ茨城大会が岩井球場で開催されます、

4チームによるトーナメント方式で優勝を争うティ

アラカップ！白熱した試合をお楽しみください。皆さ

んの観戦、応援をお待ちしています。

生涯学習課スポーツ振興係《問合せ》

〈総合体育館内〉 0297-35-17115


