
携帯電話等の小型家電に

含まれるレアメタルや貴金

属等を効率よく回収し、資

源を有効に活用するため、

小型家電の回収ボックスを

設置しました。皆さんのご

協力をお願いします。

回収場所（6か所）

市役所岩井第三分庁舎・

猿島庁舎、岩井公民館、猿

島公民館、ベルフォーレ、

さしま郷土館ミューズ

回収対象（10品目）

携帯電話、デジカメ、ビ

デオカメラ、ゲーム機器、

、 、携帯音楽プレーヤー 電卓

、 、電子手帳 ＡＣアダプター

カーナビ、リモコン

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

、高齢者の健康保持･増進

スポーツの普及促進のた

め、スポーツ用具の購入費

を補助します。

※※※※高齢者高齢者高齢者高齢者スポーツスポーツスポーツスポーツ用具購入用具購入用具購入用具購入

補助事業補助事業補助事業補助事業はははは、、、、平成26年3平成26年3平成26年3平成26年3

月月月月でででで終了終了終了終了しますしますしますします。。。。おおおお早早早早めめめめ

にににに申請申請申請申請してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

対象者

市内にお住まいの60歳以

上の方。団体の場合は、市

内にお住まいの60歳以上の

｡方で構成されている団体

１人 2,000円補助金額

※１人・１団体につき１回

限りです。団体の場合、

新たに構成員が加わった

ときは、その都度補助金

を申請できます。
必要なもの

スポーツ用具の領収書、

印鑑、振込口座がわかるも

の（ゆうちょ銀行の場合は

通帳をお持ちください)

4月14日(月)まで申込期限

※※※※平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日までのまでのまでのまでの

領収書領収書領収書領収書にににに限限限限りますりますりますります。。。。

《 平成26年3月で終了 》

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

平成26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

。方は必ず出席してください

※登録申請書は総合体育館

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(金)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

〈総合体育館内〉

0297-35-17115
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リサイクルしてね！



平成26年度に野外活動セ

ンター(ベルフォーレ敷地

内)を会議・集会等で利用

を希望する団体は、あらか

じめ登録が必要となります

ので、登録申請書を提出し

てください。

※登録申請書は管財課にあ

ります。

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20日(木)まで申込期限

申込・問合せ

管財課

岩井第二分庁舎／内線1243

茨城県公共交通活性化会

議では、地域の公共交通を

みんなで考え、支えていく

きっかけとなるよう、2月1

日から3月31日まで「いばら

き公共交通利用促進キャン

」 。ペーン を実施しています

その一環として 「ノー、

マイカーデーいばらき～マ

イカー利用を控える日～」

2月14日(金)〈県内一斉取を

に実施します。組日〉

鉄道やバス、タクシーな

どの公共交通は、上手に使

うことができれば私たちの

暮らしをより豊かなものに

してくれる移動手段です。

過度にマイカーに依存した

暮らしを見直すきっかけと

して、一緒に取り組んでみ

ませんか。

問合せ

茨城県企画課交通対策室

029-301-25365

茨城県では、心身に障が

いをお持ちの方で一定の要

件を満たす場合には、申請

に基づき自動車税及び自動

車取得税の減免を行ってい

ます。

下記のとおり、減免申請

の出張受付窓口を設置しま

すので、申請を希望する方

は必ず筑西県税事務所まで

お問い合わせください。

とき・ところ

◆2月14日(金)

午前10時～午後4時

猿島庁舎相談室(１階)

◆3月13日(木)

午前10時～午後4時

児童福祉センター(岩井)

※新車・中古車新規登録に

係る減免や自動車取得税

の減免については、登録

日から30日以内に土浦県

出張受付窓口開設

税事務所自動車税分室で

お願いします。

問合せ

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

＊茨城県総務部税務課

ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/bukyoku/soumu/zeimu/

zeimu.htm

ペットとして家畜を飼っ

ている方は、家畜伝染病予

防法により毎年2月1日現在

の飼育頭数などを県に報告

することになっています。

牛・水牛・鹿・めん羊・山

羊・馬・豚・いのしし・鶏・

あひる・うずら・きじ・だち

ょう・ほろほろ鳥・七面鳥

のいずれか1頭(羽)でも飼っ

ているとペットであっても

報告の必要があります。

犬・猫・うさぎ・インコ

などは対象となりません。

報告用紙など詳細について

はお問い合わせください。

問合せ

県西家畜保健衛生所

0296-52-03455

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6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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報告願います！



おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号
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●平成25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17日(月)～3月17日(月)

個人事業者の消費税･地方消費税 3月31日(月)まで

※所得税の還付申告は、2月14日(金)以前でも受付を行っています。

●平成25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17日(月) 4月22日(火)

個人事業者の消費税･地方消費税 3月31日(月) 4月24日(木)

●復興特別所得税

平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特

別所得税の申告及び納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、

各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1％の税率を掛

けて計算した金額です。

●公的年金等受給者に係る確定申告不要制度

平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円

以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合

には、所得税の確定申告は必要ありません。※所得税の確定申告が必要ない場

合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

●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

建築確認を受けた建築物の工事完了後には完了検査が必要です

建築基準法に基づく完了検査は法律で定められた建築主の義務です。検査後に交付

される「検査済証」は、建築物の安全性等が確認された適合建築物の証であり、建築

物の売買や融資を受ける際、増改築の際に提示を求められることもあります。

完了検査の詳細については、建物を建築した工務店、建築士事務所、県西県民セン

ター建築指導課（ 0296-24-9149）にお問い合わせください。5



「お薬手帳」は、処方され

、 、た薬の名前や飲む量 回数

日数などを記録し、携帯す

処方せるための手帳です。

んによる調剤の際に薬局で

希望すれば作ってもらえま

すので、忘れずに記載して

もらいましょう。

○お薬手帳を常に携帯する

ようにしましょう。

○薬の情報を一括して管理

するために、お薬手帳は

1冊にまとめましょう。

○医療機関で受診するとき

にはお薬手帳を必ず持参

しましょう。

○救急車を呼んだら、お薬

手帳を用意しておきまし

ょう。

問合せ

茨城県保健福祉部薬務課

029-301-33935

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6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。

4

ばんどう市民カード」への切り替え･新規印鑑登録のための「

『臨時窓口』を開設します

２月１６日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時２月１６日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時２月１６日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時２月１６日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時

「ばんどう市民カード」があれば、岩井仮設庁舎・猿島庁舎に設置されている自動交付

機で住民票・印鑑登録証明書がお取りになれます。

市民サービス課〈岩井仮設庁舎 、窓口センター〈猿島庁舎〉受付場所 〉

必要なもの

○印鑑登録証（オレンジ色または黄色の手帳）

○認印（新規印鑑登録または再登録の場合は登録する印鑑）

○本人確認のための運転免許証・パスポート・その他官公署が発行した写真付き

の身分証明書

※上記の身分証明書がない場合、保証人による切り替え（登録）も可能です。保証

人になる方は、坂東市に登録してある実印を持参のうえ登録者とともに来庁して

ください。

◆自動交付機の利用には４ケタの暗証番号登録が必要です

※暗証番号の登録は本人以外できません。身分証明書がない方は、申請後に確認のた

めの照会文書を郵送します。郵送された照会文書に必要事項を記入して本人が持参

すると暗証番号が登録できます。

⇒

市民サービス課（岩井仮設庁舎／内線1722、1724）《問合せ》

窓口センター（猿島庁舎／内線2208、2209）

☆従来の「いわい市民カード」

や右図の「印鑑登録証」も、

。窓口で当分の間使用できます



平成26年3月大学等卒業

者（卒業して3年以内の方

を含む）と平成27年3月大

学等卒業予定者を対象に、

企業説明会と就職面接会を

開催します。参加は無料で、

事前申し込みは不要です。

●水戸会場

と き

2月24日(月)〈2部制〉

▽1部:午前10時～

▽2部:午後2時～

水戸三の丸ホテルところ

●土浦会場

2月28日(金)と き

▽就活セミナー:午前11時～

▽企業説明会:午後1時～

ホテルマロウド筑波ところ

問合せ

▽茨城労働局職業安定課

029-224-62185

▽茨城県労働政策課

029-301-36455

◇若者就労支援の

出張相談会

働きたいけれど自信がな

い方、子どもの就職に悩ん

でいる方の相談会です。

3月12日(水)と き

午後2時～4時
対象者

15～39歳までの若者、そ

の保護者の方など

◇学び直しをしませんか？

高卒認定試験を受けてみ

たい方など、一緒に学び直

しをしてみましょう。

と き

3月6日･13日･20日･27日

の各木曜日 午後2時～4時

対象者

15～39歳までの若者

【 共 通 事 項 】

ところ

岩井公民館２階会議室

〈女性センター〉

無料参加費

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

事業資金調達に関する相

談に無料で応じます。運転

資金、設備資金等、融資を

希望される方は、この機会

にご相談ください。

3月6日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会ところ

申込・問合せ

▽坂東市商工会

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫土浦支店

029-822-41415

税理士会では、各税理士

事務所において、一般納税

者を対象とした無料納税相

談を行います。事前予約制

です。

2月23日(日)と き

午前10時～午後3時

各税理士事務所ところ

申込・問合せ

関東信越税理士会古河支部

▽赤岩／ 0280-32-95115

▽楢原／ 0280-22-62885

市民と行政が力を合わせ

てまちづくりを行う「市民

協働」の考え方を皆さんに

知っていただくため、市民

団体と市が協働で取り組ん

でいる活動報告や紹介を行

います。市民団体の活動や

まちづくりに興味のある方

など、たくさんのご来場を

お待ちしています。

2月15日(土)と き

午前10時～正午

ところ

さしま郷土館ミューズ

視聴覚ホール

市民協働課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号
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講座やイベント

ご相談ください



3月10日(月)と き

ところ

大利根カントリークラブ

参加資格

市内在住･在勤の方4人1

組で編成されたチーム

約60チーム募集人数

1チーム1,000円参加費

※プレー費1人14,000円は

当日精算となります 昼。（

食・キャディ・パーティ

ー代等を含む）

申込方法

参加費を添えて、総合体

育館または各地区のゴルフ

部役員にお申し込みくださ

い。

申込期間

2月7日(金)～14日(金)

午前9時～午後5時

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

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

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7日(金)と き

午後1時30分～3時

岩井図書館ところ

２階会議室

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

伊東聡枝氏

無料受講料

30人（先着順）募集人数

2月28日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽本所 0297-35-48115

▽支所 0297-44-29435

0280-88-1000

体力測定､もの忘れチェッ

ク、健康体操を行います。

「いま」の体力を知ること

で、健康に気をつけてみま

せんか？

3月3日(月)と き

▽第1グループ

午前9時～正午

▽第2グループ

午前10時～午後1時

▽第3グループ

正午～午後3時

▽第4グループ

午後1時～4時

総合体育館ところ

対象者

市内在住のおおむね60歳

以上の方（50歳代の方もお

申し込みできますが、60歳

以上の方が優先です）

200円参加費

（保険料等を含む）

各グループ25人募集人数

申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所・支所

にお申し込みください。

2月26日(水)まで申込期限

問合せ

坂東市社会福祉協議会支所

0297-44-2943／0280-88-10005

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6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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東京直結鉄道建設・誘致促進大会
茨城ブロック決起大会を開催します

第36回ばんどうホコテン内において 「東京直結、

鉄道建設・誘致促進大会茨城ブロック決起大会」

を開催します。当日は「丸太押し相撲大会 、平将」

門公生誕1111年記念事業の「将門巻作り 「灯籠」、

に願いをこめて」等も行いますので、

ぜひご来場ください。

2月22日(土) 午後0時45分～と き

筑波銀行岩井支店前特設会場・ところ

ホコテン会場内

企画課（岩井臨時庁舎／内線3262）問合せ



個人戦で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1日(土)と き

午前9時30分～

エイトボウルところ

〈坂東市辺田〉

1人 200円参加費

申込期限

2月17日(月)まで

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽本所 0297-35-48115

0297-44-2943▽支所5

0280-88-1000

◆生け花作品展

（25年度講座生・

生け花同好会）

と き

2月15日(土)～21日(金)

◆アレンジフラワー作品展

（ ）カトレア・エレガンス

と き

2月23日(日)～28日(金)

（ ）◆おし花作品展 コスモス

と き

3月2日(日)～15日(土)

【 共 通 事 項 】

午前9時～午後9時時 間

※最終日は午後3時まで

◆かるた会と杵とうすで

もちつき!!!

2月16日(日)と き

午前9時30分～午後3時

4歳以上の親子対象者

参加費

大人：500円

子供：小学生以上 300円

未就学児 100円

、 、持ち物 エプロン 三角巾

上ばき、飲み物

申込・問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

と き

2月22日(土)～23日(日)

行 程

１日目:石下駅(午前8時30分

発)～水海道駅～守谷駅～

昼食(高萩市)～畳工芸美術

館～野口雨情記念館～よー

そろー～六角堂～宿泊(平

潟温泉とあんこう料理)

２日目:宿～買物(海産物)～

たつご味噌～ほおずきジャ

ム作り体験･昼食～吉田正音

楽記念館～守谷駅～水海道

駅～石下駅(午後5時30分着)

大人 24,800円参加費

子供 19,800円

※2人以上でお申し込みく

ださい。

40人（先着順）募集人数

2月14日(金)まで申込期限

申込・問合せ

(財)グリーンふるさと

〈 〉振興機構 茨城県出資団体

0294-72-22665

ほおずきジャム作り体験の旅

おおおお知知知知らせらせらせらせ版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6日号版 平成26年2月6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 3月 5日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円 2月15日(土)

午前10時～午後4時 〈先着順〉ふくろう作り 3月11日(火) 10人 800円

3月12日(水) 午後1時30分～3時30分 8人 1,000円 午前9時から
とんぼ玉作り

午後1時30分～3時30分 電話受付3月15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( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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合図の 花火を打ち上げますばんどうホコテンの開催に伴い、 2月22日(土)

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

さしま公民館まつり ミューズまつり

2月21日(金)･22日(土)･23日(日) 2月22日(土)・23日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

〈23日は午後4時まで〉 さしま郷土館ミューズところ

（猿島図書館・猿島資料館）◆猿島中吹奏楽部演奏会

〈22日 午後3時15分～〉

猿島公民館ところ

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

しめる各種の催しがあります。お誘い合

◆企画展
わせのうえぜひご来場ください。

「七ツ海 若浪 郷土を沸かせた力士たち｣

ギャラリートーク

同時開催「初春に愉しむ美術品展」

◆押し花のしおりづくり

◆ミューズ名作映画会「七人の侍」

〈 〉22日 午後1時30分～：整理券配布中

◆天体講座

「冬の星座・星団・星雲を見よう」

〈22日 午後6時～：事前申込受付中〉

◆ミューズファミリーコンサート

「春をよぶ歌の花束♪」

〈 〉23日 午後1時30分～：整理券配布中

◆地元物産展、ブックリサイクル、太陽

観望ほか

さしま郷土館ミューズ《問合せ》 猿島公民館 《問合せ》

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

押し花のしおりづくり

芸能発表

作品展

〈22日･23日 午前10時～午後3時：自由参加〉

来てね！


