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お盆期間中の8月13日（火）～16日（金）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ

ごみ収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）通常どおり

坂東市職員採用試験を実施します

採用職種・人数

①一般事務 20人程度 ②土木 若干名 ③情報処理 若干名

④社会福祉 若干名 ⑤外国人対応業務 若干名

受験資格

高等学校卒業以上の学歴がある方または平成26年3月卒業見込み

の方で、次のいずれかに該当する方

①一般事務：昭和57年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方

②土 木：昭和57年4月2日以降に生まれた方で、大学で土木に関する専門課程

を卒業した方または平成26年3月卒業見込みの方

③情報処理：昭和57年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機

構が実施する情報処理技術者試験の高度試験に合格した方

④社会福祉：昭和47年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉士または介護福祉士

の資格をもち、社会福祉施設等で相談援助に関する職務経験が3年以上ある方、

もしくは社会福祉主事任用資格をもち、社会福祉施設等での職務経験が5年以上

ある方

⑤外国人対応業務：昭和57年4月2日以降に生まれた方で、英語またはポルトガル語

を大学で学び、外国人との窓口対応及び文書作成の職務経験が1年以上ある方

受験申込書、履歴書、経歴書等必要書類

8月28日(水)まで〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

総務課（岩井仮設庁舎／内線1295）申込・問合せ

※申込書等は、総務課（岩井仮設庁舎 、窓口センター（猿島庁舎）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。

9月22日(日) 午前9時30分～正午第１次試験

岩井公民館 ※土木は、午後1時から専門試験を行います。

教養試験、適性検査、専門試験(土木のみ) ※合格発表は10月中旬試験内容

日時・会場は、第１次試験合格者に通知します。第２次試験

面接試験、作文試験試験内容

フレッシュな
人材求む!!



「戦没者を追悼し平和を

祈念する日」である8月15

日、全国戦没者追悼式と同

時刻に「平和の像」慰霊祭

を開催します。

この慰霊祭は、戦争の悲

、惨な教訓を忘れることなく

世界の恒久平和実現と戦争

でお亡くなりになられた方

々の安らかなるご冥福を祈

念するために行うもので

す。市民の皆さんのご参列

をお待ちしています。

※市内各消防分団で、正午

。にサイレンを鳴らします

8月15日(木)と き

午前11時50分～午後0時30分

〈雨天中止〉

八坂公園内ところ

「平和の像」前

市遺族会主 催

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2219

現在、特別児童扶養手当･

児童扶養手当を受けている

方は、受給者の前年の所得

状況や養育状況を確認する

ための「現況届」の提出が

必要です。現況届を提出し

ないと8月分以降の手当が受

けられなくなりますので、

必ず届出をしてください。

（全額支給停止の方も現況

届の提出が必要です ）。

必ず、本人及び扶養義務

者（同一生計の方）の平成

24年分の所得申告を済ませ

ておいてください。また、

平成25年1月1日に坂東市に

住所がなかった方は、平成

25年度所得証明書（平成25

年1月1日の住所地発行のも

の）を添付してください。

※現況届が必要な方には、

詳細について個別に通知

します。

現況届受付日程表

受付時間

午前9時～11時30分

午後1時～5時

※上記以外の日は、子育て

支援課で平日のみ受け付

けます。手続きは8月中

に済ませてください。

子育て支援課問合せ

猿島庁舎／内線2214

※8月24日～26日は、児童

福祉センター（ 0297-5

35-8844）にお問い合わ

せください。

「半谷・冨田地区の工業

団地造成事業及び新庁舎建

設事業に係る都市計画の変

更及び決定」について、計

画案の縦覧を行います。縦

覧及び意見書の提出を希望

される方は、下記までお申

し出ください。

都市計画案の内容

▽茨城県決定分

区域区分の変更

工業団地造成事業の決定

都市計画道路の変更

（遠神追分線）

▽坂東市決定分

用途地域の変更

都市計画道路の変更追加

（三番・赤木下線）

公共下水道の変更

縦覧・意見書の提出期間

8月12日(月)～26日(月)

〈土曜・日曜を除く〉

縦覧場所･意見書の提出先･

問合せ

▽茨城県決定分

県庁都市計画課

029-301-45925

市役所都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3402

▽坂東市決定分

市役所都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3402

お知らせ版 平成25年8月1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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●特別児童扶養手当

受付日 受付会場

児童福祉
8月19日(月)

センター(岩井)

猿島庁舎
8月20日(火)

子育て支援課

●児童扶養手当

受付日 受付会場

猿島庁舎２階
8月22日(木)

会議室２

児童福祉
8月24日(土)

センター(岩井)
8月25日(日)

8月26日(月)



地 区 名 採 水 日

岩 井 9月 2日(月)

9月 3日(火)
辺田・鵠戸

あみどり町

七郷・中川 9月 4日(水)

神 大 実 9月 5日(木)

9月 9日(月)
弓馬田･飯島
長須・七重

沓掛･内野山 9月10日(火)

9月11日(水)
生子・菅谷
逆井・ 山

飲用水としてご利用され

ている井戸水の水質検査を

実施します。検査結果は10

月中旬に郵送します。

。※放射能測定はできません

時間不定)各地区採水日(

検査項目

①一般細菌②大腸菌③硝

酸態窒素及び亜硝酸態窒素

④鉄⑤塩化物イオン⑥カル

シウム･マグネシウム(硬

度)⑦有機物(全有機炭素

〈ＴＯＣ〉の量)⑧ＰＨ値

(水素イオン濃度)⑨味⑩臭

気⑪色度⑫濁度

5,000円検査料金

申込期間

8月5日(月)～23日(金)

生活環境課申込・問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

販売対象

坂東市、境町、五霞町、

古河市にお住まいの18歳以

上の方

販売する自転車

一般自転車、マウンテン

バイク、子供用自転車など

80台販売台数

1台500～3,000円販売価格

販売方法

さしまクリーンセンター寺

久リサイクルプラザに来館

し、申込書に希望する自転車

(1世帯1台)と必要事項を記入

、 。のうえ お申し込みください

申込期間

8月20日(火)～27日(火)の

午前9時～午後4時30分

〈日曜を除く〉

8月30日(金)抽選日

※当選した方には通知が郵

送されますので、引き取

りにお越しください。

問合せ

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザ

0297-20-99805

お知らせ版 平成25年8月1日号

3

いざというときに安心！命のバトン
救急医療情報キットを無料配布します

市では、65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯などで希望される方を対象に、救急医療

情報キットを無料で配布します。

★救急医療情報キットとは？

かかりつけ医や持病、緊急連絡先など、緊急

時に必要となる情報を記入した用紙を冷蔵庫に

保管しておく筒状の容器です。かけつけた救急

隊が本人の医療情報を確認できるため、応急処

置や救急搬送を速やかに行うことができます。

お申込み・お問合せは、お近くの民生委員児童

委員または介護福祉課までお願いします。

介護福祉課（猿島庁舎／内線2290）申込・問合せ
冷蔵庫の中の救急医療情報キット



市内でクリハラリス(通

称:タイワンリス)を見かけ

た方は、農政課にご連絡く

ださい。

クリハラリスは、市内周

辺には棲息していない外来

種の野生生物です。環境省

では動植物の生態系に影響

を及ぼすとして、特定外来

生物に指定しています。

今年5月に茨城県自然博

物館が実施した調査では、

市内の神田山周辺に棲息し

ていることが確認され、数

十匹が捕獲されました。ク

リハラリスは、体毛が灰褐

色で腹が栗色、耳が短く丸

いのが特徴です。体長は、

大人のリスで22センチ位、

。体重は350グラム前後です

市内で見かけるリスは、

すべてクリハラリスと思わ

れますので、情報提供にご

協力をお願いします。

農政課連絡先

猿島庁舎／内線2202

お互いを尊重し、ともに

支え合っていける社会を表

現した男女共同参画標語を

募集します。部門ごとに最

優秀作品1点、優秀作品2点、

、佳作3点を決定しますので

ふるってご応募ください。

部 門

①市内の小学6年生の部

②市内の中学3年生・高校

生の部

③ 一般の部

（市内在住・在勤の方）

応募方法

作品は1人1点。未発表で

自作のもの。住所・氏名・

年齢・性別・電話番号を記

入して、はがき・メール・

ＦＡＸのいずれかでご応募

ください。

9月6日(金)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0692 坂東市岩井4365

坂東市役所市民協働課

内線3252／FAX 0297-20-8025

＊Ｅメール

shiminkyodo@city.

bando.ibaraki.jp

受験資格

▼男性・女性警察官Ａ

昭和59年4月2日以降に生

まれた方で、大学（短大を

除く）を卒業した方または

平成26年3月卒業見込みの

方または人事委員会がこれ

と同等と認める方

▼男性・女性警察官Ｂ

昭和58年4月2日から平成

8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

9月22日(日)第１次試験

8月20日(火)まで受付期限

※インターネット（電子申

請）の場合は、8月19日

(月) 午後5時まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

個人で事業を行っている

方は、一定の所得を超えた

場合に、個人事業税が課税

されます。第１期分の納税

通知書を8月中旬に送付し

ますので、9月2日(月)の納

期限までに納付をお願いし

ます。

※納税に便利な口座振替制

度もあります。

問合せ

▽課税について

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

▽口座振替について

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

お知らせ版 平成25年8月1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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【相談電話番号】

０５７０－００３－１１０5

高齢者や障がい者に対す

る暴行・虐待など、人権侵

害に関するあらゆる相談

に、人権擁護委員や法務局

職員が無料で応じます。秘

密は守られますので、安心

してご相談ください。

と き

9月9日(月)～15日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

問合せ

水戸地方法務局人権擁護課

029-227-99195

身体に障がいのある方々

がよき配偶者に恵まれ、幸

せな結婚ができるよう、無

料の｢結婚相談｣や、就労･

生活上全般の相談を受ける

。｢総合相談｣を行っています

★結婚相談

結婚を希望する身体障が

い者や身体障がい者との結

婚を希望する方に登録をし

一人で悩んでいませんか？

ていただき、その後に交流

や見合いの場を設定し、自

由交際後に婚約という流れ

で進めています。

★各種相談

身体障がい者の就労問題

をはじめ、生活全般の問題

について相談に応じ、適切

なアドバイスや相談内容に

応じて必要な支援制度や機

関を紹介しています。

月～金曜日相談日

午前10時～午後3時

〈祝日・年末年始を除く〉

※結婚相談は要予約。

問合せ

(社)茨城県身体障害者

福祉協議会

〈水戸市千波町1918〉

029-243-7010／5

FAX:029-243-7018

ひとり親家庭等（母子家

庭、父子家庭、寡婦）の皆

、さんの自立を支援するため

無料で職業相談、職業紹介、

生活相談、求人情報提供な

どを行っています。お気軽

にお問い合わせください。

相談日

▽月～金曜日

午前9時～午後5時30分

▽土曜

午前9時～午後5時

所在地

水戸市三の丸1-7-41

茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター

（いばらき就職・生活総合

支援センター3階）

問合せ

茨城県母子寡婦福祉連合会

029-233-23555

＊ホームページ

http://www.ibaboren.

or.jp

8月25日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチーム。参加者は

スポーツ傷害保険に加入し

ていること。

１チーム10,000円参加費

※新規参加チームは、別途

登録費5,000円がかかり

ます。

申込期間

8月2日(金)～16日(金)

※申込用紙は、総合体育館

事務室にあります。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 平成25年8月1日号
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講座やイベント

ご相談ください



9月1日(日)と き

午前8時30分～

総合体育館ところ

参加資格

市内在住・在勤の方

種 目

①男子・女子団体戦

（４シングル＋１ダブルス）

②男子・女子個人戦

参加費

①団体戦 一般2,000円

学生1,200円

②個人戦 一般 500円

高校生 300円

中学生 200円

小学生 100円

8月23日(金)申込期限

午後5時まで

申込み

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

問合せ

坂東市体育協会卓球部長

鮫島富夫 0297-35-68425

と き

10月17日(木)･18日(金)

午前10時～午後4時50分

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館会議室

〈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

9月2日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

坂東消防署申込・問合せ

0297-35-21295

と き

9月7日(土)～11月23日(土)

の土曜日〈全10回〉

午前10時～11時

ところ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

毎回プール入場料参加費

100円のみ

25人（先着順）募集人数

申込方法

認印をご持参のうえ、猿

島コミュニティセンターで

お申し込みください。申し

込みは1人1件です。電話で

。のお申し込みはできません

申込期間

8月18日(日)～24日(土)

午前9時～午後5時

〈19日(月)は休館〉

問合せ

猿島コミュニティセンター

0280-87-72235

お知らせ版 平成25年8月1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。

6

岩井公民館講座 ★ 受講生募集 ★

日本語で 将門公

講座名 遊ぼう 子どもの習字 生誕1111年
五七五 記念講話

夏休みに川柳 夏休みの宿題 郷土が誇る将
に挑戦 のお手伝いを 門公の事績を内 容

します 学びます
8月17日(土) 8月18日(日)8月18日(日)
午前10時～正午 午前10時～正午 午前9時30分

午後1時30分 ～正午
日 時

～3時30分

市内在住・
小・中学生 小・中学生

在勤の方
対象者

20人(先着順) 35人(先着順)募 集 午前・午後

各30人(先着順)人 数

駒木一枝先生 山崎正巳先生
倉持裕加里先生
片庭晴美先生

講 師

8月6日(火)～申込開始

※受付時間は午前8時30分～午後9時。

無料受 講 料

（必要な材料等はご持参ください）

岩井公民館申込・問合せ

（ 0297-35-8800 〈月曜休館〉5 ）



今年度から「ホームヘル

パー２級講座」が「介護職

員初任者研修」に変わりま

した。

と き

9月10日(火)～12月13日

(金)までの週3回

岩井公民館ところ

対象者

すべての研修カリキュラ

ム(日程)に出席できる方

30人募集人数

※応募多数の場合は抽選

40,000円受講料

（テキスト、保険代含む）

申込方法

申込書に必要事項を記入

のうえ、坂東市社会福祉協

議会本所・支所に直接お申

し込みください。電話での

お申し込みはできません。

※申込書は、本所･支所に

あります。社協ホーム

ページからもダウンロー

ドできます。

申込期間

8月12日(月)～30日(金)

問合せ

坂東市社会福祉協議会支所

0280-88-10005

＊ホームページ

http://www.bando-

shakyo.jp/

親子の思い出づくりに、

ディズニーランドへ行きま

せんか。

参加資格

市内在住の一人親家庭の

親子

8月25日(日)と き

ところ

東京ディズニーランド

4～11歳:3,000円参加費

12～17歳:4,000円

18歳以上:5,000円

45人（先着順）募集人数

8月7日(水)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

マキでご飯を炊き、いろ

りで魚を焼く。地元の人の

話を聞いて、昔の生活を体

験しよう。

と き

8月23日(金)～26日(月)

〈３泊４日〉

神流いろり庵ところ

〈群馬県神流町万場90-6〉

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。

参加費

小学1年生～大人:8,000円

2歳～未就学児:4,000円

※別途保険料700円を負担

いただきます。

申込・問合せ

坂東こども劇場

0297-36-35045

お知らせ版 平成25年8月1日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布草履作り 9月 4日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円 8月15日(木)

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

9月11日(水) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円 電話受付
とんぼ玉作り

午後1時30分～3時30分 〈先着順〉9月21日(土) 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・五霞町に在住または在勤の方参加資格

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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ちびっこソムリエとは、

大人顔負けの知識の持ち主

やプロ顔負けのちびっこ料

理人など、見た人、聞いた

人が驚くようなちびっこで

す。そんな「すごいちびっ

こ」を発掘するのが「すご

いちびっこ大賞」決定戦!!

人に自慢ができる「すごい

ちびっこ」のご応募をお待

ちしています。

8月24日(土)と き

午後5時～6時

筑波銀行岩井支店前ところ

特設ステージ

応募資格

小学1年～4年生までの個

人で、見た人、聞いた人が

驚くようなちびっこ。特設

ステージで人に自慢できる

。ことを発表してもらいます

10人程度募集人数

大賞1人、準大賞2人表 彰

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、下記までお申し

込みください。市ホーム

ページの応募フォームから

も応募できます。

※応募用紙は、市民サービ

ス課（岩井仮設庁舎 ・）

窓口センター（猿島庁舎）

にあります。

8月11日(日)まで応募期限

申込・問合せ

▽秘書広聴課 倉持

岩井附属庁舎／内線4226

▽企画課 荒井

岩井臨時庁舎／内線3266

平成25年8月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■

参加費は無料です。ぜひご参加ください！

武 者 行 列 稚 児 行 列

武者行列に参加してみよう！ お子さんの成長の記録にいかがですか？

11月10日(日) 午前9時～午後4時 11月10日(日) 午前11時～午後4時開催日時

中学生以上の方 市内在住の小学１年生～３年生対 象 者

男女各25人（先着順） 男女各25人（先着順）募集人数

商工観光課にお越しいただくか、 商工観光課にお越しください。

電話・ＦＡＸでのお申し込みはできま申込方法 電話・ＦＡＸでもお申し込みでき

せん。ます。

8月30日(金)まで 8月19日(月)～30日(金)申込期間

商工観光課窓口及び電話での受付時間は、午前8時30分～午後5時。

土曜･日曜は除く。

坂東市観光協会〈岩井臨時庁舎 商工観光課内〉《申込・問合せ》

0297-20-8666／FAX：0297-20-80255

まってるよ！


