
◆茨城県議会議員選挙

坂東市選挙区

【立候補予定者説明会】

11月4日(火)午後2時～

茨城県筑西合同庁舎

【立候補受付】

12月5日(金)

午前8時30分～午後5時

岩井附属庁舎大会議室

◆坂東市議会議員選挙

【立候補予定者説明会】

10月28日(火)午前10時～

岩井公民館２階会議室

【立候補受付】

12月7日(日)

午前8時30分～午後5時

岩井附属庁舎大会議室

問合せ

坂東市選挙管理委員会

〈総務課内〉

岩井仮設庁舎

／内線1292

10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。

10月26日(日)と き

午前8時～10時

ところ

道路沿線及び各地区の

ごみ集積所

※雨天延期の場合は、11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。

問合せ

生活環境課

岩井第三分庁舎／内線1453
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可燃ごみの収集日となっている地区では10月13日(月)〈体育の日〉のごみ収集

可燃ごみに限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

小児マル福制度(茨城県の制度)・すこやか医療費助成制度(坂東市独自の制度)の

、 。対象年齢が拡大され 中学3年生まで医療費の助成が受けられるようになりました

◆医療福祉費受給者証交付申請書の提出はお済みですか？

新たに対象となった中学1～3年生の方(重度心身障がい者・ひとり親家庭の方を

除く）には、8月上旬に受給者証交付申請書を郵送しています。医療費助成を受け

。 。るためには申請が必要です まだ申請されていない方はお早めに申請してください

※新たに対象となった中学生が入院する際には、入院用の受給者証が必要となる場

合があります。詳細については、お問い合わせください。

保険年金課（岩井仮設庁舎／内線1733、1736）問合せ



ばんどうホコテン内で、

防災訓練を行います。地震

体験や煙体験をはじめ、は

しご車や防災ヘリコプター

を使用した救出訓練を行い

ます。皆さんもぜひご参加

ください。

10月25日(土)と き

午後1時～

ところ

ばんどうホコテン会場

〈筑波銀行駐車場〉

※防災訓練に伴い、当日午

後1時に緊急速報エリア

メールのテスト配信を行

います。実際の災害とお

間違いのないようご注意

ください。

問合せ

交通防災課

岩井第三分庁舎／内線1474

平成27年4月、岩井第二

幼稚園、七郷幼稚園、辺田

保育所を統合して、新たに

辺田地区〈辺田1188-3〉に

認定こども園（認定予定）

を開園します。

開園に伴い説明会を開催

しますので、ぜひご参加く

ださい。どなたでもご参加

いただけます。

10月19日(日)と き

午後7時～

岩井公民館ところ

２階会議室

問合せ

▽子育て支援課

猿島庁舎／内線2216

▽学校教育課

猿島庁舎／内線2279

給付対象となる可能性の

ある方には、6月下旬に申

請関係書類を郵送していま

す。まだ申請がお済みでな

い方は、お早めに手続きを

お願いします。

◆臨時福祉給付金

給付額

対象者1人につき10,000円

※基礎年金等の受給者には

。5,000円が加算されます

申請場所

岩井児童福祉センターま

たは社会福祉課

持ち物

申請書、通帳、身分証明

書の写し、印鑑

12月26日(金)まで申請期限

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2219

◆子育て世帯臨時特例給付金

給付額

子ども1人につき10,000円

申請方法

申請書に記入押印し、同

封の封筒で子育て支援課ま

で郵送してください。

12月31日(水)まで申請期限

子育て支援課問合せ

猿島庁舎／内線2214

お知らせ版 平成26年10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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はかりの定期検査を行います

取引または証明に使用するはかりは、２年に１回定期

。 。検査を受けなければなりません 必ず受検してください

場 所 時 間月 日

午前10:30～正午
10月20日(月)･21日(火)

生子菅地区農業

午後1:00～3:00

構造改善センター

10月22日(水)･27日(月) 岩井児童福祉

28日(火)･29日(水) センター

当日持参するもの

受検通知はがき、はかり(分銅･おもりも必ず持参)

問合せ

▽商工観光課〈岩井臨時庁舎〉 0297-20-86665

▽茨城県計量検定所指導課 029-221-27635



お知らせ版 平成26年10月2日号
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■予防接種の方法

【 対象者 ① の方 】

■対 象 者

▽市内または猿島郡、古河市の医療機関で

坂東市に住民登録があり、次の①または②

、 、

に該当する希望者

受ける場合は 医療機関へ事前に予約し

健康保険証などの住所・年齢確認ができ

①接種当日65歳以上の方

るものをお持ちのうえ、直接医療機関に

②接種当日60歳以上65歳未満で、心臓・腎

行って接種を受けてください。接種当日

臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト

は 2,000円を超えた場合のみ差額をお支

免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

払いください。

のある方

▽市内または猿島郡、古河市以外の医療機

■接種期限 平成27年1月31日(土)まで

関で受ける場合には、｢予診票」を発行

■助 成 金 2,000円（１人１回限り）

しますので、岩井・猿島保健センターに

※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

お越しください。

となります。

※生活保護世帯の方は自己負担が免除にな

ります。｢個人負担免除券｣を発行します
【 対象者 ② の方 】

ので、社会福祉課 (猿島庁舎)または岩
▽「インフルエンザ予防接種券」を発行し

井児童福祉センターにお越しください。
ますので、身体障害者手帳をお持ちのう

■実施医療機関 え、岩井・猿島保健センターにお越しく

市内の実施医療機関は下表のとおりです。 ださい。

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 天王前クリニック 0297-38-1711

石塚医院 0297-35-1161 松崎医院 0297-39-2011

いのもと整形外科 0297-47-5200 松原眼科 0297-35-0448

海老原医院 0297-35-7411 吉原内科 0297-35-0008

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 倉持医院 0297-30-3100

木村クリニック 0297-47-5027 清水丘診療所 0280-88-1014

存身堂医院 0297-35-1011 ホスピタル坂東 0297-44-2000

高橋医院 0297-35-1026 緑野クリニック 0297-30-3311

－ －田所医院 0297-35-9567

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

10月1日から季節性インフルエンザ予防接種が始まります。市では、65歳

以上の方などを対象に接種料金の助成を行います。

インフルエンザの感染予防には予防接種が有効です。また感染しても症状

が軽くすみます。インフルエンザは流行するウイルスの型が毎年変わります

ので、流行前に予防接種を受けることをおすすめします。



○農業日誌･ファミリー日誌

〔定価〕各1,500円

○新農家暦

〔定価〕 520円

10月20日(月)まで申込期限

※代金は品物と引き換えに

なりますので、後日ご連

絡します。

企画課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3264

ディーゼル車に使用する

軽油には、1リットルあた

り32.1円の軽油引取税が課

税されています。軽油に灯

油や重油を混ぜて不正軽油

を製造したり、販売・購入

すると脱税行為になります

ので、絶対にやめましょう。

また、近所でタンクロー

リーが頻繁に出入りする場

所や不正軽油を使用してい

るトラックの使用者を見か

けたら、ご一報ください。

不正軽油を製造する等の罰則

1 0年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金

筑西県税事務所問合せ

課税第一課軽油引取税担当

0296-24-91925

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、

県西県民セ建築士事務所、

0296-ンター建築指導課(5

24-9149)にお問い合わせく

ださい。

お知らせ版 平成26年10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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農地の賃借料情報をお知らせします

農地法の改正により標準小作料が廃止され、実際に１年間で賃貸借された賃借料の情報

を提供することになりました。平成25年1月から12月までに締結された賃借料水準(10a当

たり)は下記のとおりです。

１ 田(水稲)の部

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 13,400 20,000 4,100 134

猿島地域 11,500 16,500 7,400 19

(参考)坂東市平均 13,200 153

２ 畑(普通畑)の部

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 10,100 18,000 5,000 184

猿島地域 11,800 17,500 7,200 35

(参考)坂東市平均 10,400 219

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり9,000円に換算しています。

※使用貸借(無償)による権利の設定はデータ対象外としています。

◎賃借料情報は目安です。地域の特性等を十分考慮し、当事者間の話し合いで決定して

農業委員会（猿島庁舎／内線2231）
ください。

《問合せ》



小・中学部、高等部の授

業を公開します。

と き

11月4日(火)～7日(金)

午前9時15分～午後0時20分

ところ

県立境特別支援学校

〈境町塚崎2170〉

対象者

地域の方々や支援してく

ださる企業の方など

申込方法

事前に電話またはＦＡＸ

でお申し込みください。

申込・問合せ

県立境特別支援学校

担当：笹川

0280-87-82315

／FAX 0280-87-5613

聴覚障がい児が学習する

。聾学校の授業を公開します

と き

11月21日(金)

午前9時30分～11時45分

ところ

県立霞ヶ浦聾学校

〈 〉稲敷郡阿見町上長3-2

対象者

学区内にお住まいの一般

の方々

申込方法

事前にＦＡＸまたはメー

ルでお申し込みください。

11月12日(水)まで申込期限

ろ う

申込・問合せ

県立霞ヶ浦聾学校

相談支援部：貝塚

029-889-1555／5

FAX 029-889-2413

＊Ｅメール

admin@kasumigaura-sd.ed.jp

犬や猫などの小動物は、

私たちの生活にやすらぎと

うるおいを与え、大切な

パートナーとして多くの人

。 、に愛されています 一方で

安易に動物を捨てたり、放

し飼いや道路･公園などを

フンで汚したりする迷惑行

為が増加し、ご近所トラブ

ルの原因になっています。

10月は「飼い主マナー向

上推進月間」です。愛情と

責任を持った正しい飼い方

をしましょう。また 「茨、

城県動物の愛護及び管理に

関する条例」が改正され、

飼い主が守るべき事項に

「猫の室内飼い」が追加さ

れました。不幸な事故を避

け、近所に迷惑をかけない

ためにも、猫は室内で飼う

ように努めましょう。

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

お知らせ版 平成26年10月2日号
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災害義援金を受付します

１．郵便振替による募金

① 加入者名：日赤平成26年広島県

大雨災害義援金

口座番号：00170-6-551099

② 加入者名：日赤平成26年徳島県

台風11号･12号災害義援金

口座番号：00120-7-513644

③ 加入者名：日赤8月京都府･兵庫県

募集方法

豪雨災害義援金

口座番号：00160-1-586828

ください｡※通信欄に各義援金名をご記入

２．現金を直接窓口(社会福祉課または岩井

児童福祉センター)へお持ちください。

①12月26日(金)まで、②③10月31日(金)まで募集期限

日本赤十字社坂東市地区事務局《問合せ》

〈社会福祉課内〉猿島庁舎／内線2219



満70歳以上の高齢者が運

転免許証の更新をする際に

は、免許証の有効期間が満

了となる日の前6か月以内に

高齢者講習を受けなければ

なりません。講習は予約制

ですので、お早めにご予約

ください。講習の日時や場

所、予約先等は、茨城県公

安委員会が受講対象者にハ

ガキでお知らせします。

問合せ

茨城県警察運転免許

センター高齢者講習係

029-293-88115

７区画募集区画

※申込者多数の場合は、抽

選となります。

申込資格

申込時点で６か月以上坂

東市、境町、五霞町、古河

市に住民登録をし、現在も

お住まいの方で、申込者ま

たは家族が当霊園の使用許

可を受けていない方。申込

者は世帯主とし、１世帯１

区画とします。

必要書類

①墓地使用許可申請書

②住民票謄本の写し

(発行後１か月以内のも

ので、世帯全員、世帯主

及び住定年月日が記載さ

れていること)

③印鑑

申込書配布期間

10月24日(金)～11月7日(金)

午前8時30分～午後5時

申込期間

10月31日(金)～11月7日(金)

午前8時30分～午後5時

11月9日(日)抽選日時

午前9時～

申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

総務課 0280-87-06095

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。

11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

オストメイト社会適応訓

練事業の一環として、オス

。トミー講習会を開催します

11月16日(日)と き

午前10時～午後2時30分

古河市福祉の森会館ところ

2階研修室

〈 〉古河市新久田町271-1

内 容

▽講演・相談

茨城西南医療センター病院

皮膚排泄ケア認定看護師

大竹和歌子先生

▽オストメイト（人工肛門･

人工膀胱保有者）同士の

懇談会

▽ストーマ用装具展示･説明

1,000円参加費

(昼食代含む）

11月9日(日)まで申込期限

申込・問合せ

日本オストミー協会

茨城県支部

西部地区センター総務

鈴木／ 0280-76-65115

090-5399-0398

▼掛軸表装展

公民館講座で好みの書・

画などを軸物に表装した作

品を展示します。

と き

10月12日(日)～18日(土)

午前9時～午後5時

※12日は午後1時から、18日

〈 〉は午後4時まで 14日休館

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

お知らせ版 平成26年10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



健康維持のために、景色

を楽しみながら一緒に歩き

ませんか。

11月16日(日)と き

午前8時30分～午後5時30分

※雨天決行・荒天中止

つくば市宝篋山周辺ところ

市内在住･在勤の方対象者

野田洋平先生講 師

(茨城大学名誉教授)

田畑由紀子先生

(スポーツインストラクター)

500円参加費

(軽食・保険料含む)

40人募集人数

※申込者多数の場合は、初

参加の方を優先します。

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。

10月31日(金)まで申込期限

問合せ

坂東市社会福祉協議会支所

0280-82-12845

～ 秋のやま歩き ～

★ハロウィーンパレードに

大集合！

ハロウィーンの仮装でパ

レードを楽しみませんか？

この日だけは年齢を忘れ、

パパもママもぼくもわたし

も…お化けに大変身！参加

賞もありますよ！

10月25日(土)と き

午後4時～

ところ

ばんどうホコテン会場内

10月22日(水)まで申込期限

申込・問合せ

市民協働課

岩井臨時庁舎

／内線3252

★ハロウィーンかかし募集!

ホコテン会場に展示する

かかしを募集します。皆さ

んの手作りかかしでハロ

ウィーンを盛り上げましょ

う！賞品もありますよ！

月24日(金)まで申込期限 10

がっこう

オープンカレッジ

申込・問合せ

ハマヤ(とりせん岩井店前)

0297-35-01285

※受付時間は午前9時～午後

8時まで

11月8日(土)と き

行 程

市役所猿島庁舎(午前8時

30分発)～岩井公民館～常

陸秋そばフェスティバル～

日帰り温泉入浴～特産品買

物～岩井公民館～市役所猿

島庁舎(午後7時30分予定)

4,500円参加費

（ 、 ）そば1食分 入浴料含む

40人（先着順）募集人数

10月28日(火)まで申込期限

申込・問合せ

(公財)グリーンふるさと

〈 〉振興機構 茨城県出資団体

0294-72-22665

＊ホームページ

｢グリーンふるさと｣ 検索

奥久慈の温泉ツアー

お知らせ版 平成26年10月2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 11月 5日(水) 午前10時～午後3時30分 10人 300円 10月15日(水)

11月11日(火) 午前10時～午後3時30分 10人 500円 午前9時から小物作り

11月12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

11月15日(土) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円 〈先着順〉

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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秋の自然を満喫しなが

ら、生きものや植物を観察

しよう！

10月24日(金)と き

午前9時

岩井公民館集合・出発

筑波実験植物園ところ

地図と測量の科学館

市内在住・在勤の対象者

成人の方

五木田悦郎先生講 師

羽鳥稔先生

310円参加費

(植物園入園料)

30人(先着順)募集人数

10月7日(火)～申込開始

※受付時間は午前8時30分～

午後9時〈月曜休館〉

岩井公民館申込・問合せ

0297-35-88005

かやぶき民家を追い求め

て日本の原風景を描き続け

た「向井潤吉展」と、美し

「 」すぎる 現代・陶芸現象展

の世界をゆっくりと鑑賞し

てみませんか。

11月5日(水)と き

午前8時

猿島公民館集合・出発

茨城県陶芸美術館ところ

笠間日動美術館

福井尚敏先生講 師

3,000円参加費

(昼食代含む)

40人(先着順)募集人数

申込期間

10月15日(水)～29日(水)

※受付時間は午前9時～午後9

時。月曜は午後5時まで。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／5

0280-88-0835

平成26年10月2日発行 ■坂東市秘書広聴課■

岩井将門まつり 婚活パーティー 坂東市× in

☆ 石岡市・小美玉市と婚活タイアップ！ ☆

坂東市40人と石岡市・小美玉市から40人が参加し、総勢80人の

婚活パーティーです。将門まつりの活気あふれる街並みを歩けば、

、 。ぐっと距離が縮まること間違いなし！お友達を誘って お気軽にご参加ください

11月9日（日）と き

岩井将門まつり会場、市内レストランほかところ

45歳までの独身男女（市外・結婚相談未登録の方、再婚希望者も可）対象者

1,500円参加費

男女各20人(応募者多数の場合は抽選 参加決定者には後日通知します )募集人数 。 。

10月24日(金)まで申込期限

♪申込・問合せ 秘書広聴課 結婚相談窓口（岩井仮設庁舎／内線1222）
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