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お盆期間中の8月13日（水）～15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

①一般事務 10人程度 ②幼稚園教諭･保育士 若干名採用職種・人数

③音響･照明･映像技術 若干名

高等学校卒業以上の学歴がある方または平成27年3月卒業受験資格

見込みの方で、次のいずれかに該当する方

①一般事務は、昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方で、文化芸術･ス

ポーツ･社会貢献･学業等で実績･成果を収めた方など（一芸に秀でた方を含む 、ま）

たは物事に挑戦する意欲が高く、能力を市政で発揮できる方

②幼稚園教諭･保育士は、平成元年4月2日以降に生まれた方で、幼稚園教諭免許及び保

育士資格の両方をもつ方または平成27年3月までに取得・登録見込みの方

③音響･照明･映像技術は、昭和59年4月2日以降に生まれた方で、舞台などの音響･照明

（音響・照明技術 、コンピュータグラフィックス制作（映像技術）等の実務経験者）

または基礎的知識がある専門学校卒業以上（卒業見込みを含む）の方

受験申込書、履歴書（市指定のもの 、採用志望票、卒業証明書等必要書類 ）

8月22日(金)まで〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期間

9月21日(日) 午前9時30分～正午・岩井公民館第１次試験

教養試験、適性検査、専門試験（幼稚園教諭･保育士のみ）試験内容
、 、 。※詳細については ホームページをご覧いただくか 下記までお問い合わせください

総務課（岩井仮設庁舎／内線1295）申込・問合せ

※｢じもぐり｣とも呼ばれています!ヤマカガシにご注意を!!

７月初旬、猫実地内で体長50～60cmのヤマカガシの目撃情報がありました。ヤマカガ

シは他の日本ヘビ同様おとなしく、近づいてもあまり動かなかったり、早々に逃げてし

まうことが多いようです。しかし、毒を持つヘビのため見かけたら近づかないようにし

ましょう。決して棒でつついたり、捕まえようとしないでください。主に水場を好みま

すので、田んぼや河川敷などは特に注意してください。

生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453 、農政課（猿島庁舎／内線2202）問合せ ）

やる気 チャレンジ精神旺盛
高い志を持つ方 求む！



都市計画マスタープラン

とは、市の目標や将来像を

定め、市民が健康で文化的

な生活を営むことができる

まちづくりの指針となるも

のです。より地域に密着し

た指針を定めるため、懇談

会を開催します。都合のよ

い日にご参加ください。

とき・ところ

▽8月22日(金)

岩井中学校 体育館

▽8月25日(月)

神大実小学校 体育館

▽8月27日(水)

猿島中学校 体育館

▽8月28日(木)

南中学校 体育館

※時間はいずれの日も午後

7時からです。

都市整備課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3402

優良運転者で次の要件に

該当する方は、希望により

境警察署長･境地区交通安全

協会長連名の表彰が受けら

れます。

①坂東市にお住まいの境地

区交通安全協会会員の方

②免許取得10年以上で5年

以上無事故無違反の方

③常に自動車(原付を含む)

を運転し、模範的な安全

運転をしている方

④同じ表彰を受けていない方

運転免許証、印鑑持ち物

9月5日(金)まで申込期限

交通防災課申込・問合せ

岩井第三分庁舎／内線1475

火を使用する器具等を祭

礼、縁日、展示会、花火大

会など、多数の人が集合す

る催しで使用する場合は、

消火器の準備が必要です。

対象の催しに当てはまるか

どうか、どこに消火器を置

けば良いのか、ご不明な点

はお問い合わせください。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

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

25年分の所得申告を済ませ

ておいてください。また、

平成26年1月1日に坂東市に

住所がなかった方は、平成

26年度所得証明書（平成26

年1月1日の住所地発行のも

の）を添付してください。

現況届受付日程表

※受付時間は午前9時～11時

30分、午後1時～5時。26

日のみ午後7時まで受付。

※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2215

※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。

お知らせ版 平成26年8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18日(月)

センター(岩井)

子育て支援課
8月19日(火)

(猿島庁舎)

●児童扶養手当

受付日 受付会場

猿島庁舎２階
8月22日(金)

会議室２

児童福祉
8月24日(日)

センター(岩井)
8月25日(月)

8月26日(火)



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

借入金残高の1％にあたる金額(1円未満切り捨て)を

交付します。ただし、借入金残高には次のような上限

があります。

▽住宅復旧のみを行う場合 640万円

▽宅地復旧のみを行う場合 390万円

▽住宅復旧及び宅地復旧を行う場合 1,030万円

支払開始日から最長5年以内利子補給交付期間

9月1日(月)～11月28日(金)申込期間

〈土曜・日曜・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

就職面接会及びハロー

ワークによる就職相談会を

開催します。事前申込は不

要です。面接に適した服装

でお越しください。

また、就職面接会の参加

企業を8月19日(火)まで募集

しています。詳細について

、 。は お問い合わせください

9月3日(水)と き

午後1時30分～3時30分

総合体育館ところ

対象者

一般求職者(在学中の学

生は対象外)で、ハローワー

クに求職登録している方

※当日会場での登録可。

無料参加費

持ち物

受付カード、履歴カード、

ハローワークカード(求職

登録されている方のみ）

※受付カード、履歴カード

は当日会場での記入可。

★チラシ(裏面に受付カー

ド･求人企業の申込用紙

があります)や履歴カー

ドは、当協議会、岩井臨

時庁舎､猿島庁舎､ハロー

ワーク常総にあります。

問合せ

坂東市雇用創造協議会

たけのこ

〈坂東市岩井2895-19〉

0297-44-54005

＊ホームページ

http://www.bandokoyou-

takenoko.jp

お知らせ版 平成26年8月7日号
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工事金額 助成額

対象工事費
10万円以上

の10％の額
100万円未満 (※)

100万円以上 10万円

※1,000円未満切り捨て

個人で事業を行っている

方で、一定の所得を超えた

場合は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1日(月)の納期限ま

でに納付してください。

※納税に便利な口座振替を

ご利用ください。

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

市内に住所及び事務所が

ある施工業者によって、新

築後1年以上経過している

個人住宅(店舗･車庫等を除

く)の改築･修繕工事を行う

場合に、同一敷地内の住宅

について1回に限り工事資

金の一部を助成します。

申込額が予算の範囲を超

えた場合は、年度途中で助

成を終了する場合もありま

すのでご了承ください。

※東日本大震災による修繕

工事は、対象外です。

申込できる方

次の①～⑤すべてに当て

はまる方

①市内に継続して3年以上

住んでいる方

②対象となる住宅を所有し

ている方

③市税等を滞納していない方

④市から同様の助成を受け

ていない方

⑤市内の施工業者に工事を

依頼する方

※違法建築や過去に同助成

を受けた方はご利用でき

ません。

対象工事

平成26年4月1日以降に着

手し、平成27年3月31日ま

でに完了する工事のうち、

工事金額が10万円以上(消

費税を除く)のもの

助成金の額

申込・問合せ

〈 〉商工観光課 岩井臨時庁舎

0297-20-86665

下水道促進週間（9月5日～

12日）コンクールの一環とし

て、下水道をテーマにした標

語を募集します。どなたで

もふるってご応募ください。

応募作品は、9月6日(土)･

7日(日)の岩井浄化センター

〈下水道課〉一般開放日に

展示します。また、茨城県

下水道促進週間コンクール

及び全国下水道いろいろコ

ンクールに出品します。

応募方法

作品は1人1点のみで未発

表のもの。住所・氏名・年

齢・職業・電話番号を記入

して、持参または郵送して

ください。

8月29日(金)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0626 坂東市小山1820

坂東市役所下水道課

0297-38-21155

吉田用水は約300年前に完

成したもので、鬼怒川右岸

下野市本吉田から取水し、

坂東市まで約56キロメート

ルにもおよぶ大用水です。

当初は飯沼新田の開発を

主眼に飯沼代用水ともいわ

れ、あわせて周辺八沼を干

拓し水田を造成しました。

これらの美田をつくりあげ

てきたのが吉田用水です。

江戸時代から続く先人の

苦労や努力を後世へ広く正

しく伝えていくため、用水

史の編さんを行いますの

で、吉田用水に関する資料

や写真、体験、伝聞等をお

寄せください。

問合せ

吉田用水土地改良区事務所

吉田用水史編さん委員会

0296-48-00295

お知らせ版 平成26年8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または内線番号をお伝えください。
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受験資格

▼男性・女性警察官Ａ

昭和60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27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60年4月2日から平成

9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21日(日)第１次試験

8月19日(火)まで受付期限

※インターネット申請は、

8月18日(月) 午後5時まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

ごみの減量や資源の有効

利用を進めるため、修理し

た自転車を販売します。

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

軽快車、マウンテンバイ

ク、折りたたみ自転車、子

供用自転車

80台程度販売台数

1台500～3,000円販売価格

申込方法

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、申込用紙に希望する

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。希望者が複数

の場合は抽選となります。

※電話、インターネット、

代理による申し込みはで

きません。
申込期間

8月23日(土)～30日(土)の

午前9時～午後4時30分

〈日曜を除く〉

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26年8月7日号
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水痘ワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種について

制度改正に伴い、10月1日から水痘ワクチン･高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種が下記の

とおり追加となります。下記に該当しない方や詳細については、お問い合わせください。

■水痘ワクチン

生後12か月～36か月未満の方対 象 者

2回（生後12か月～15か月未満の間に1回、接種回数

1回目終了後6か月～12か月の間隔をおいて1回）

※生後36か月～60か月未満の方で、水痘ワクチンの予防接種を受けていない方は、平

成27年3月31日までに限り、1回接種できます。

※すでに水痘にかかったことがある方は対象となりません。水痘ワクチンの接種を受

けたことがある方は、すでに接種した回数分を受けたことになります。

■高齢者肺炎球菌ワクチン

対 象 者（平成26年度）

①65・70・75・80・85・90・95歳の方及び100歳以上の方

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫の機能に障がいがある方

1人1回限り接種回数

※すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象となりません。

健康づくり推進課〈岩井保健センター内〉 0297-35-3121問 合 せ 5



全国消費実態調査は、5年

ごとに全国的に行われる調

査で、本年9月から11月に実

施します。調査の結果は、

国や県の各種行政施策や税

金・年金・医療制度の改定

などのための貴重な資料と

なります。皆さんのご理解･

ご回答をお願いします。

企画課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3264

9月7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

男女団体戦

男女個人戦

参加費

団体戦 2,000円

(学生1,200円)

個人戦 500円

(高校生300円、中学生

200円、小学生100円)

8月29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

8月31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、

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

（新規チームは

）別途登録費5,000円

8月21日(木)まで申込期限

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

8月23日(土)と き

午後2時～
ところ

さしま郷土館ミューズ

視聴覚ホール

無料入場料

問合せ

朗読クラブ「ひまわり」

諏訪正子 090-6512-61435

利根川東遷と菅生沼・飯

沼開拓の歩みについてお話

します。

がっこう

オープンカレッジ

8月24日(日)と き

午前10時～

筑波銀行岩井支店ところ

2階会議室

圓崎善治氏講 師

8月18日(月)まで申込期限

市民協働課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

、ジェネリック医薬品など

薬の知識について分かりや

すくお話します。

9月3日(水)と き

午後1時30分～3時

岩井公民館ところ

2階研修室

薬剤師 木村祐子氏講 師

8月27日(水)まで申込期限

市民協働課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

10月9日(木)と き

午後2時～4時

ところ

古河市生涯学習センター

総和(とねミドリ館)

〈古河市前林1953-1〉

1,700円受講料

(テキスト代込)

70人（先着順）募集人数

9月8日(月)申込受付

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

お知らせ版 平成26年8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



野外で火をおこして、く

るくるパンを焼くんです。

中にいろいろ具をつめて、

いただきま～す！

9月7日(日)と き

午前9時～午後2時

神大実分館ところ

神大実小学校校庭

小学生までの親子対象者

※小学4年生以上は子ども

だけの参加も可。

500円（4歳以上)参加費

持ち物

軍手、牛乳パック1枚、

スプーン、はし、飲み物

8月29日(金)まで申込期限

神大実分館申込・問合せ

0297-30-1800〈月曜休館〉5

①幼児水泳教室

(4～6歳・未就学児)

9月20日～毎週土曜日と き

〈全7回〉午前11時～正午

10人募集人数

②小学生水泳教室

9月6日～毎週土曜日と き

〈全10回〉午前10時～11時

25人募集人数

③成人水泳教室(18歳以上)

9月4日～毎週木曜日と き

〈全10回〉午後6時45分～7時45分

30人募集人数

④アクアダンス(高校生以上)

9月4日～毎週木曜日と き

〈全10回〉午後1時30分～2時30分

25人募集人数

【 共 通 事 項 】

①は無料､②～④は参加費

プール入場料のみ

申込日

①③は8月17日(日)午後1

時～、②は8月24日(日)午

後1時～、猿島コミュニテ

ィセンター窓口で受付。④

は当日受付。詳細について

は、お問い合わせください。

①～③のみ印鑑持ち物

ところ・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

▼教育友の会県西支部写真展

ファインダーを通して個

性豊かに表現した被写体の

妙を展示します。

と き

8月17日(日)～23日(土)

午前9時～午後5時

※17日は午後1時から、23日

〈 〉は午後4時まで 18日休館

教育友の会主 催

写真クラブ県西支部

田邉問合せ

0297-35-04605

▼虹の会作品展

楽しみながら表現した趣

味の作品を展示します。

と き

8月31日(日)～9月6日(土)

午前9時～午後5時

※31日は正午から、6日は午

後3時まで〈1日休館〉

虹の会主 催

樋﨑問合せ

0297-35-16855

お知らせ版 平成26年8月7日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布ぞうり作り 9月 2日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 300円 8月15日(金)

午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時からマスコット作り 9月 9日(火)

9月10日(水) 午後1時30分～3時30分 10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20日(土) 10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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１０月１２日（日 「ふる里さしま古城まつり」参加者募集！）

供 侍 子 ど も 武 者（ともざむらい）

10月12日(日) 午前10時～午後4時 ・逆井城跡公園日時・場所

中学生以上の方 小学生の方対 象 者

10人（先着順） 20人（先着順）募集人数

、 。申込方法 商工観光課にお越しいただくか 電話・ＦＡＸでもお申し込みできます

8月29日(金)まで申込期間

武 者 行 列 稚 児 行 列

11月9日(日) 午前9時～午後4時 11月9日(日) 午前11時～午後4時日 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

電話・商工観光課にお越しいただくか､電 商工観光課にお越しください。

ＦＡＸでのお申し込みはできません。
申込方法

話･ＦＡＸでもお申し込みできます。

8月29日(金)まで 8月18日(月)～29日(金)申込期間

※商工観光課窓口･電話での受付時間は、土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時。申込書

は商工観光課にあります。市･市観光協会ホームページからもダウンロードできます。

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

ちびっこソムリエ候補生募集!!

体験学習等を通して、自分達の住むまち「坂東」を学び、たくさんの

魅力を発見し 「ちびっこソムリエ候補生」となって、一緒に「坂東市、

こども観光大使」を目指しましょう。詳細については、ホームページを

ご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

市内在住の小学1年生～4年生応募資格

）申込･問合せ 坂東市こども観光大使育成塾事務局(企画課内 岩井臨時庁舎／内線3262

ホームページは
こちらから

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、 8月23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
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