
心身に障がいのある方が

運転（所有）する自動車、

障がいのある方のために生

計を共にする方が運転（所

有）する自動車、障がいの

ある方のために常時介護す

る方が運転する自動車につ

いて、一定の要件に該当す

れば申請により自動車税が

減免されます。

減免の対象となる自動車

は、普通自動車と軽自動車

を合わせて、障がいのある

方１人につき１台です。

減免の要件、申請期限等

については、下記までお問

い合わせください。

問合せ

▽普通自動車について

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

▽軽自動車について

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

1

★中ノ台市民農園（山2177-110）

面積30㎡の区画

募集数:32区画

使用料:3,300円(年額)

面積60㎡の区画

募集数:3区画

使用料:5,500円(年額)

★ふれあい農園（辺田1237-3）

面積40㎡の区画

募集数:5区画

使用料:5,500円（年額）

4月1日～平成28年3月31日まで利用期間

農業者以外で野菜・草花等の栽培に意応募資格

欲のある方（ふれあい農園は市内在住

の方に限ります ）。

3月30日(月)まで申込期限

農政課（猿島庁舎／内線2202）申込・問合せ



母子家庭・父子家庭・両

親のいない児童を養育して

いる方の就学上の不安解

消、福祉増進のために学資

金を支給しています。

4月に小学校に入学される

お子さんのいる方または受

給資格があるのにまだ学資

金を受けていない方は、お

早めに申請してください。

学資金を現在受けている

方で、新たに小学校に入学

、されるお子さんがいる方は

4月の現況届の際に金額変更

の手続きをしてください。

新規申請に必要なもの

○印鑑

○申請者名義の通帳

（ゆうちょ銀行を除く）

○交通事故が確認できる書

類の写し(交通遺児学資

金のみ)

○本籍が坂東市以外の場合

は、申請者及び児童の戸

籍謄本(交通遺児学資金

のみ)

（小学1学資金の対象児童

）年生～中学3年生修了まで

○両親または一方の親が死

亡した児童

○父母が婚姻を解消した児童

○両親または一方の親の生

死が明らかでない児童

○両親または一方の親に重

度障がいのある児童

○その他上記に準ずる場合

※事実婚（婚姻をしていな

くても同居・生活費の援

助・頻繁な訪問がある場

合）は受けられません。

（児童１人につき）支給月額

○母子家庭等児童学資金

2,500円

○交通遺児学資金

（ ）交通事故が原因の場合

5,000円

※所得制限はありません。

、★受付は随時していますが

申請した翌月からの支給

になりますので3月中に

申請してください。申請

をしないと対象として認

定されませんのでご注意

ください。

申請場所

子育て支援課または児童

福祉センター(岩井)で手続

きしてください。

子育て支援課問合せ

猿島庁舎／内線2215

①難病患者福祉手当

難病患者1人につき年額

10,000円を支給します。申

請は年度中1回のみです。

受給資格

坂東市にお住まいの難病

患者で、生活保護を受けて

いない方

申請に必要なもの

○一般特定疾患医療受給者

証または登録者証の写し

○申請者が保護者等のとき

は、保護者等であること

を証明できるもの

○印鑑

○銀行の通帳

（ゆうちょ銀行を除く）

②精神通院医療費の助成制度

自立支援医療受給者証

(精神通院)をお持ちの方

に、通院医療費自己負担分

(精神通院にかかる医療費

の10％)の2分の1を助成す

る制度を設けています。1

か月の助成限度額は4,000

円です。

◎今回の申請対象は、平成

26年3月分～平成27年2月

分です。

申請に必要なもの

○自立支援医療自己負担上

限額管理票(平成26年3月

分～平成27年2月分の通

院記録のあるもの）

○医療機関の発行する領収

書または証明書

○印鑑

○銀行の通帳

（ゆうちょ銀行を除く）

【①②共通事項】

3月31日(火)まで申請期限

申請場所

社会福祉課または児童福

祉センター(岩井)で手続き

してください。

問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2218

お知らせ版 平成27年3月5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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「坂東市都市計画マスター

について、ごプラン(案)」

意見(パブリック･コメント)

を募集しました。結果を下

記のとおり公表します。

公表内容

坂東市都市計画マスター

プラン(案)

公表期間

3月6日(金)～6月8日(月)

公表方法

市ホームページ、総務課

(岩井仮設庁舎)、都市整備

課（岩井臨時庁舎 、窓口）

センター（猿島庁舎）でご

覧いただけます。

問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3402

市民バレーボール連盟、

家庭婦人バレーボール連

盟、ソフトバレーボール連

盟が平成27年度に主催する

大会に出場するには、登録

が必要です。忘れずに登録

するようにしてください。

3月19日(木)と き

午後6時30分～

ところ

岩井公民館会議室1･2

登録資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチームで、参加者

はスポーツ傷害保険に加入

していること

1団体 1,500円登録料

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27年3月5日号

3

小･中学校に就学している児童生徒の保護者で、経済的な理由から給食費･

学用品費･修学旅行費などの負担が困難な場合、その一部を援助する制度です。

対象となる方は、坂東市内の小･中学校に在籍する児童生徒の保護者で、

次のような経済的な理由があり、教育委員会が認定した方です。

。 。▽生活保護を受けている ▽前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた

▽児童扶養手当の支給を受けている。▽生活福祉資金の貸付を受けている。

▽所得が著しく少なく、学用品費や給食費などに苦慮している。など

◎申請をすると、住民基本台帳や市民税課税台帳の閲覧など家庭や所得に関する各種の

調査を行います。所得申告をしていないと認定できない場合がありますので、必ず申

告をしてください。ただし、給与所得のみの方で、勤務先から課税課に給与報告が提

出される場合には、申告の必要はありません。年度当初から援助を希望される方は、

4月末までに学校教育課にお申し出ください。

◆ 私立幼稚園就園奨励費補助金について ◆

私立幼稚園に就園する園児(満3歳児以上)の保護者の負担軽減と幼稚園教育の振興を図

るため 私立幼稚園を通じて 保育料･入園料の負担減免のための助成を行っています(住、 、

所要件有)。対象となるのは、子ども･子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園です。

※6月頃に幼稚園を通じて、保護者の方に申請書を配付します。

学校教育課（猿島庁舎／内線2278、2279）《問合せ》



パートタイム労働者の公

正な待遇を確保し、納得し

、て働くことができるように

パートタイム労働法が変わ

ります。詳細については、

お問い合わせください。

改正のポイント

①パートタイム労働者の待

遇の原則の新設

②通常の労働者との差別的

取扱い禁止の対象範囲拡

大

③雇い入れ時の事業主が講

じる措置内容の説明

④説明を求めたことによる

不利益取扱いの禁止

⑤相談のための体制整備

⑥相談窓口の明示

問合せ

茨城労働局雇用均等室

029-224-62885

応募資格

平成28年4月1日現在、次

のいずれかに該当する方

①20歳以上26歳未満で大学

卒業程度の学力を有する

方（22歳未満は大卒また

は大卒見込みの方）

②28歳未満で大学院の修士

課程を修了した方

5月16日(土)第１次試験

※飛行要員は5月17日(日)

もあり。

5月1日(金)まで受付期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

受験資格

▽警察官Ａ

昭和61年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業し

た方もしくは平成28年3月

までに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

▽警察官Ｂ

昭和60年4月2日～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（平成27年10

月1日から勤務可能な方）

5月10日(日)第１次試験

インターネット申込期限

4月13日(月)午後5時まで

＊申込アドレス

http://www.pref.ibaraki.

jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_

site/index.html

郵送・持参申込期限

4月14日(火)まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

放送大学はテレビ等の放

送やインターネットを通し

て学ぶ通信制の大学です。

心理学･福祉･経済･歴史･文

学･自然科学など、幅広い

分野を学べます。

働きながら学んで大学を

卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で幅

広い世代、職業の方が学ん

でいます。詳しい資料を無

料で送付しますので、お気

。軽にお問い合わせください

3月20日(金)まで出願期限

問合せ

放送大学茨城学習センター

029-228-06835

いのちの電話は、自殺予

防を目的に、助けや慰め、

励ましを求めている一人ひ

とりと対話をするボランテ

ィア活動です。365日、24

時間体制で、電話での相談

を受けています(相談電話:

029-855-1000)。あなた5

もボランティア相談員にな

って、いのちの電話の活動

に参加しませんか。

応募資格

いのちの電話の趣旨に賛

同し、活動に積極的に参加し

てくださる23歳～63歳の方

40人程度募集人数

5月8日(金)まで募集期限

申込・問合せ

茨城いのちの電話事務局

029-852-85055

お知らせ版 平成27年3月5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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県民の皆さんの作品展示･

発表の場として「県西県民

ギャラリー」を無料で提供

しています。ぜひご利用く

ださい。

展示場所

筑西合同庁舎１階ホール

利用できる方

県西地域にお住まいまた

はお勤めの方で構成され、

県西県民センターが展示を

認めた2人以上の団体など

※政治思想や個人的主義・

主張を目的とした利用は

できません。

展示用具

展示用穴あきパネル11

枚、フック30本、長机

展示期間

1週間単位で最大4週間

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

展示時間

午前8時30分～午後5時15分

申込・問合せ

県西県民センター

県民福祉課

0296-24-90745

真剣に結婚を考えている

方が、理想のパートナーに

出会えるよう、結婚相談推

進員や結婚相談員が相談・

助言・仲介などを無料で行

っています。相談をご希望

の方は、秘書広聴課へご予

約ください。

◆女性大歓迎！お気軽にご

相談ください （再婚の。

。 。）相談も可 60歳代まで

と き

毎週月・水曜日

毎月第３日曜日

ところ

結婚相談室

〈岩井附属庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井仮設庁舎／内線1222

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。お

気軽にご相談ください。

と き

4月 8日(水)、5月13日(水)

6月10日(水)、7月 8日(水)

9月 9日(水)

いずれも午後2時～4時

ところ

岩井公民館2階

女性センター

対象者

15歳～39歳までの若者、そ

の保護者や関係者の方など

無料参加費

申込方法

相談会前日までに、下記

までご連絡ください。

申込・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

不動産鑑定士が不動産の

価格などの相談に無料でお

応えします。

■牛久会場

と き

4月2日(木)

午後1時～3時

ところ

牛久市エスカード生涯学習

センター第1講座室

〈牛久市牛久町280〉

■土浦会場

と き

4月7日(火)

午前9時30分～正午

ところ

土浦市民会館第4会議室

〈土浦市真鍋町2-6〉

申込方法

当日会場でお申し込みく

ださい。

問合せ

一般社団法人

茨城県不動産鑑定士協会

029-246-12225

お知らせ版 平成27年3月5日号

5

ご相談ください



愛犬のしつけに困ってい

ませんか？散歩時に犬が前

を歩いて引っ張られる、無

駄吠えが多い、咬み癖があ

るなど、困っている飼い主

の皆さんはぜひご参加くだ

さい。犬をこれから飼いた

いと考えている方も参加で

きます。

3月28日(土)と き

午前9時～11時45分

岩井図書館ところ

2階視聴覚室

対象者

犬を飼っている、または

これから犬を飼いたいと考

えている市民の方

内 容

講義､モデル犬による実演

※受講者には、簡単な事前

。アンケートを送付します

講 師

ドッグライフプランナーズ

岸 良磨氏

無料参加費

30人（先着順）募集人数

。※飼い犬の同伴はできません

申込期間

3月16日(月)～25日(水)

生活環境課申込・問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

お知らせ版 平成27年3月5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

講座やイベント

ＮＰＯ法人ベルサポートでは、茨城県が設立した

「いばらき出会いサポートセンター」との共催で出

会いパーティーを開催します。参加費は男性4,000

円、女性2,000円です。

とき ところ 対象者等

筑波ハム 40歳以下の方
4月5日(日)

〈つくば市〉 ※ランチ付き
午前11時30分～

午後3時30分

4月11日(土) 50歳以下の方
とねミドリ館

午後1時15分～ ※婚活セミナー
〈古河市〉

4時30分 同時開催

Ａコース：
4月12日(日) ホテル

45歳以下の方
午後1時30分～ グランド東雲

Ｂコース：
4時30分 〈つくば市〉

40～59歳までの方

守谷市
4月18日(土)

午後1時30分～ 30歳・40歳代の方
市民交流プラザ

4時30分

男性：
4月19日(日) ホテル

45歳以下の方
午後1時30分～ ベストランド

女性：
4時30分 〈つくば市〉

40歳以下方

つくば山水亭4月23日(木)
30歳・40歳代の方

午後7時～9時 〈つくば市〉

Ａコース：
4月25日(土) 結城市民

30～45歳までの方
午後1時30分～ 文化センター

Ｂコース：
4時30分 アクロス

40～59歳までの方

ビアスパーク4月26日(日)

午後1時30分～ 30歳・40歳代の方しもつま

〈下妻市〉4時30分

ＮＰＯ法人 ベル・サポート申込・問合せ

0280-87-70855

（受付時間:午前9時～午後5時)

＊ホームぺージ http://www.bell-support.net



3月29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、

スポーツ傷害保険に加入し

ていること

参加費

１チーム15,000円

（参加費10,000円＋

）登録費5,000円

申込期間

3月6日(金)～18日(水)

※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

◆切り絵同好会作品展

色鮮やかな切り絵の世界

をお楽しみください。

と き

3月13日(金)～26日(木)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

◆講座成果発表会

講座生の皆さんの練習の

成果をご覧ください。

3月29日(日)と き

午前10時～午後4時

内 容

神田ばやし、太極拳、大

正琴、３Ｂ体操、カラオケ

問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

吉田用水三百年史につい

ての講演会を行います。皆

さんのご参加をお待ちして

います。

3月29日(日)と き

午後2時～4時

ところ

常総市大花羽公民館

〈常総市大輪町464-5〉

演 題

大輪石塚家文書と

吉田用水末流

講 師

吉田用水三百年史

編さん委員会専門委員

佐野俊正氏・生井敏夫氏

問合せ

吉田用水土地改良区

0296-48-00295

お知らせ版 平成27年3月5日号

7

教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

スラッシュキルト 10人 1,500円
4/7(火)･4/14(火)

(全2回) 3月16日(月)午前9時から

布草履 4/ 8(水) 10人 400円 電話で先着順に受付しま

4/ 8(水) 10人 1,000円 す。
とんぼ玉

4/18(土) 10人 1,000円

裂き織り 6人 1,600円 はがきに教室名･住所･氏
4か月コース

名･電話番号を記入のうえ
(木曜・全8回)

クラフト 10人 1,000円 郵送してください。3月20
1年コース

日(金)必着。1人1教室ま
(木曜・全12回)

。 。竹工画 10人 2,500円 で 応募多数の場合抽選
1年コース

(火曜・全24回)

さしまクリーンセンター寺久 リサイクルプラザと こ ろ

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

〒306-0656 坂東市寺久1353-1申込・問合せ

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ（ 0297-20-9980）5
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講師に「いばらぎじゃな

くていばらき」の著者、知

る人ぞ知る茨城のプロ！

青木智也氏（イバラキング

＆イバラッパー）をお招き

し、坂東市の市民協働とま

ちづくりについて、茨城弁

を交えた楽しいトークライ

ブを開催します。皆さんの

。ご参加をお待ちしています

3月22日(日)と き

午後2時～

筑波銀行岩井支店ところ

2階会議室

無料参加費

60人（先着順）募集人数

申込・問合せ

市民協働課

岩井臨時庁舎／内線3252

秋に大輪の花を咲かせま

せんか！苗作りから基礎を

学ぶ講習会を開催します。

熟練者が親切に指導します

ので、これから菊作りを始

めたい方、お気軽にご参加

ください。

3月20日(金)と き

午前10時～正午

岩井公民館ところ

2階会議室

500円参加費

申込期限

3月13日(金)まで

申込・問合せ

坂東市菊花会事務局

〈岩井臨時庁舎

商工観光課内〉

0297-20-86665

平成27年3月5日発行 ■坂東市秘書広聴課■

☆ 坂東市合併10周年記念事業 ☆

第６回 坂東さくらまつり

坂東市の桜の名所「岩井球場」と「逆井城跡公園」で同時開催します。市民の皆

さん手作りの模擬店や太鼓、お囃子、ダンス披露、ヘリコプター遊覧飛行など、見

どころいっぱいの催しが満載です。ぜひ２会場をめぐって春爛漫の景色とにぎわい

をお楽しみください。

※桜の開花にあわせて、夜はライトアップします。

4月4日(土)･5日(日) 午前10時～午後4時と き

岩井球場・逆井城跡公園ところ

坂東さくらまつり運営委員会事務局問合せ

岩井臨時庁舎 商工観光課内／ 0297-20-86665
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