
5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。

と き

5月31日(日)

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、6月7

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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入居を希望される方は、所定の申込書(管財課にあり

ます ）に必要書類を添えてお申し込みください。。

募 集 住 宅

住宅名 藤田住宅 さしま住宅

鉄筋コンクリート造

4～5階建て 3～4階建て
構 造

戸 数 1DK1戸／2DK1戸／3DK1戸 2LDK1戸／3DK2戸

※募集中に同種類の空家が出た場合、募集住宅に

追加します。

5月18日(月)～29日(金)募 集 期 間

〈 〉土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分

平成27年8月1日入居可能日

世帯全体の収入により計算月 額 家 賃

家賃の3か月分敷 金

駐車場使用料の3か月分保 証 金

（次の要件をすべて備えている方）入居申込者の資格

①坂東市内に住所または勤務場所がある方。

②同居または同居しようとする親族がいる方。

(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)

③入居･同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

。 ）④兄弟だけの申込みはできません (両親死亡等を除く

⑤現在住宅に困っている方 （持ち家のある方は不可）。

⑥市税等を滞納していない方。

⑦世帯の収入の合計が基準内であること。

⑧自律して生活を営める方。

⑨その他、坂東市営住宅管理条例によります。

管財課（岩井第二分庁舎／内線1244）問合せ

市では5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）「クールビズ」推進中！

による省エネルギー運動を推進しています。皆様のご理解･ご協力をお願いします。



自動車税は、毎年4月1日

現在の自動車の所有者また

は使用者の方に課税されま

す。納税通知書が届きまし

たら、納期限の6月1日(月)

までに納めましょう。コン

ビニでの納税もできます。

なお、身体に障がいのあ

る方で、一定の要件を満た

す場合、申請により自動車

税が減免されます。受付期

限は6月1日(月)までです。

問合せ

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

軽自動車を次のような目

的で使用し、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が

減免されます。ただし、普

通車と合わせて１台に限ら

れます。

※減免申請は前年に申請し

た場合でも、毎年申請が

必要になります。

▽心身に障がいのある方が

使用する軽自動車

▽心身に障がいのある方と

生計をともにする方が、

障がいのある方のために

使用する軽自動車

▽心身に障がいのある方の

ために、常時介護する方

が使用する軽自動車

▽構造が主に障がい者等が

利用するためのものであ

る軽自動車

※減免の要件は、障がいの

区分や等級などにより異

なりますので、詳細につ

いては課税課までお問い

合わせください。

申請方法

平成27年度の軽自動車税

納税通知書(5月7日発送予

定)が届いたら減免申請書

に下記の書類を添付し、課

税課に提出してください。

代理の方も申請できます。

※減免申請書は、課税課に

あります。

添付書類

平成27年度軽自動車税納

税通知書、印鑑（認印 、）

自動車検査証、身体障害者

手帳（戦傷病者手帳、療育

手帳または精神障害者保健

福祉手帳 運転免許証 実）、 （

際に運転する方のもの）

申請期間

5月11日(月)～25日(月)

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜・日曜を除く〉

※18日(月)のみ午後7時ま

で受付します。

申請・問合せ

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

茨城租税債権管理機構で

は、一般の方も参加できる

入札により不動産を公売し

ます。

と き

10月6日(火)

午後1時20分～2時20分

※午後1時から入札につい

ての説明を行います。

ところ

水戸合同庁舎2階大会議室

〈水戸市柵町1-3-1〉

公売不動産

●売却区分番号27-7

930,000円見積価額

100,000円公売保証金

所在・地積

坂東市長谷5486-1

(1,584㎡)

坂東市長谷5486-2

(1,065㎡)

田地 目

●売却区分番号27-9

1,150,000円見積価額

120,000円公売保証金

所在・地積

坂東市平八新田774

(3,065㎡)

田地 目

※農地につき「買受適格証

明書」の提出が必要とな

ります。手続きについて

は、坂東市農業委員会

（猿島庁舎／内線2231)へ

お問い合わせください。

農業委員会への申請期限

、 。は 8月20日(木)までです

※土地改良区の未納賦課金

がある場合は、買受人の

負担となります。

※公売は中止になる場合が

あります。

問合せ

茨城租税債権管理機構

029-225-12215

お知らせ版 平成27年5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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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

労働保険の年度更新の申

告・納付期間は、6月1日

(月)から7月10日(金)まで

となります。忘れずに申告･

納付してください。

労働保険料の納付は、口

座振替が便利です。申請手

続きを一度行えば、翌年度

以降も継続して口座振替に

より納付ができ、納期限も

延長されます。

問合せ

茨城労働局

労働保険徴収室

029-224-62135

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

工事や違法建築は、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過去に市から同様の助成

(旧市町の制度を含む)を

ていない方受け

⑤市内の施工業者に工事を

依頼している方

対象工事

平成27年4月1日以降に着

手し、平成28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

花づくり、花壇づくりを

通して美しい景観、良好な

環境づくりを進めている皆

さん、ぜひご応募ください。

応募対象

●学校の部

市内の学校や幼稚園、保

育園で育成し管理している

花壇で、校庭・校舎・周辺

を花で飾り、周辺環境の向

上に努めているもの

●団体・職場の部

、市内の各種団体(ＰＴＡ

母の会、子ども会を含む)、会

社等で育成し管理している

花壇で、一般の方が自由に

観賞できる街路･広場等の共

有空間を花で飾り、周辺環

境の向上に努めているもの

応募期間

5月11日(月)～29日(金)

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、持参または郵送

で生涯学習課へご応募くだ

さい。

※応募用紙は、岩井公民館、

猿島公民館にあります。

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

審査方法

6月下旬に現地で審査を

行います。

審査結果

7月下旬に代表者の方に

通知します。優秀な花壇は

県主催の「花と緑の環境美

化コンクール」に推薦しま

す。

応募・問合せ

〒306-0595 坂東市山2730

坂東市教育委員会

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成27年5月7日号
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平成２７年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

弁護士毎月第２月曜日
岩井附属庁舎

10:00～15:00 スピード対応室
市民相談室

法律相談に ※祝日の時は翌日 岩井附属庁舎／無料 市民相談員

関すること 奇数月第４月曜日 内線4226、4227法律相談

13:00～16:00 猿島公民館会議室 弁護士 ※事前予約が必要

※祝日の時は翌日

毎週 スピード対応室

日常生活の 月･火･水･金曜日 岩井附属庁舎 岩井附属庁舎／一般

困りごと
市民相談員

9:00～12:00 市民相談室 内線4226、4227市民相談

13:00～16:00 ※電話相談も可能

スピード対応室
偶数月第２木曜日 岩井附属庁舎

岩井附属庁舎／
行政に関する 13:00～15:00 市民相談室 行政相談

内線4226、4227

行政相談
相談 奇数月第２木曜日 委員

猿島公民館研修室
13:00～15:00

結婚相談員 秘書広聴課
毎週月・水曜日

岩井附属庁舎結婚に関する 岩井仮設庁舎／
毎月第３日曜日 結婚相談

結婚相談室登録･相談 内線1222
結婚相談

9:00～15:00 推進員
※事前予約が必要

市民協働課

女性が抱える 毎月第２火曜日 岩井公民館 岩井臨時庁舎／
女性相談員

悩みの相談 10:00～15:00 ２階 女性センター 内線3252
女性相談

※事前予約が必要

毎週月～金曜日 市消費生活センター
消費生活に

市消費生活センター
消費生活

9:00～12:00 0297-36-2035
消費生活

関する相談
〈岩井臨時庁舎･

相談員
5

13:00～16:00 ※電話相談も可能
相談

商工観光課内〉

いばらき就職支援

就職支援求職者の 中心市街地活性化 センター就職･
毎月第３金曜日

センター職員就職相談 センター 0296-22-0163求人相談
10:00～12:00

5

※事前予約も可能
13:00～15:00

毎月第１金曜日 ①児童福祉センター

人権に関する 13:30～15:30 ②猿島福祉センター 人権擁護 社会福祉課

相談 (6･12月は特設相談 相談室 委員 猿島庁舎／内線2220
人権相談

のため要問合せ （交互に開催））

毎週月～金曜日 猿島庁舎 子育て支援課
児童の養育

9:00～16:00 子育て支援課 猿島庁舎／内線2215
児童相談 に関する 家庭相談員

悩み事

次ページへ続く

お知らせ版 平成27年5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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お知らせ版 平成27年5月7日号

5

平成２７年度 各種相談業務案内

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

こころの病 健康づくり推進課
毎月１回 木曜日（ ）

でお困りの 専門医 0297-35-3121
こころの 14:00～16:00

5

必要
健康相談

とき ※事前予約が
(実施日は

岩井保健センター

要問合せ)

指導課児童･生徒の
毎週火～土曜日 岩井公民館

教育相談員 猿島庁舎／内線2272教育相談 教育等に
9:00～16:00 ２階 相談室

内線2273関する相談

坂東市社会福祉協議会
毎月第1･3火曜日 岩井福祉センター

本所 0297-35-4811
心配ごと 心配ごと 13:30～16:00 ｢夢積館｣ 相談室 心配ごと

5

支所 0280-88-1000
相談 全般 毎月第2･4火曜日 猿島福祉センター 相談員

5
13:30～16:00 ｢ほほえみ｣ 相談室

法的トラブル 専門の 法テラス
毎週月～土曜日

での困りごと オペレーター 0570-078374
法テラス 9:00～21:00(土曜 法テラス

5
日は17:00まで)

県西県民センター 県西地方交通事故
毎週

県西地方交通事故 相談所
交通事故 交通事故に 月･火･水･金曜日 専門の

相談所〈筑西市〉 0296-24-9112
相談 関する相談 9:00～12:00 相談員

5
13:00～16:45

お子さんが プッシュ回線の固定
毎週月～土曜日

18:30～24:30 専門の ※その他の電話の場合
子ども

急な病気で 電話･携帯電話から
日曜･祝日 は 029-254-9900

救急電話

心配なとき 局番なしの｢＃8000｣
オペレーター 5

9:00～17:00
相談

救急医療情報コン
休日や夜間

に救急医療 毎日（年中無休） 専門の ※歯科の案内は行っ救急医療
トロールセンター

機関を探す 24時間対応 オペレーター ていません。情報
「5029-241-4199」

とき

◎祝日や日程上の都合などにより、相談日時は変更となる場合がありますので、事前に確

認するようにしてください。

お気軽に 

相談して 

くださいね！



★学校公開

と き

7月1日(水)

午前9時30分～

対象者

どなたでも授業参観でき

ます。児童生徒の作品や教

材等の展示もあります。

6月22日(月)まで申込期限

★ふれあい教室

と き

7月22日(水)

午前10時5分～

対象者

運動機能に不安のあるお

子さんと保護者の方など

7月15日(水)まで申込期限

申込・問合せ

県立下妻特別支援学校

〈下妻市半谷492-4〉

0296-44-18005

就職先が決まらずに学校

卒業を迎えた方、非正規の

仕事が長く正規雇用を目指

したい方、やりたい仕事や

向いている仕事が分からな

い方、相談相手が近くにい

ない方など、ぜひご参加く

ださい。

①水戸会場

と き

、5月28日(木)・29日(金)

6月4日(木)・5日(金)・11

日(木)・12日(金)

各日午前9時30分～

午後4時30分

ところ

いばらき就職・

生活総合支援センター

〈水戸市三の丸1-7-41〉

②土浦会場

と き

7月9日(木)・10日(金)・

16日(木)・17日(金)・23日

(木)・24日(金)

各日午前9時30分～

午後4時30分

ところ

土浦市亀城プラザ

〈土浦市中央2-16-4〉

【 ①②共通事項 】

対象者

15歳～おおむね40歳代前

半の求職者で全日程参加で

きる方

※6月12日(金) 7月24日(金)、

の面接対策セミナーのみ

の参加も可能です。

20人(先着順)募集人数

申込・問合せ

特定非営利活動法人

雇用人材協会

029-300-17385

【相談電話番号】

０２９－８２３－７９３０5

ふだん歯医者さんに聞け

ないこと、入れ歯のこと、

子どもの歯の悩み、インプ

ラント、矯正・口臭の悩み、

顎関節症、歯周病、ブラッ

シングの仕方、料金のこと

など、歯に関する悩みや質

問に歯科医師が無料で応じ

ます。匿名で結構ですので、

お気軽にお電話ください。

と き

6月14日(日)

午後2時～5時

主 催

茨城県保険医協会

と き

7月15日(水)・16日(木)

午前10時～午後4時50分

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〉

4,650円テキスト代

（ ）募集人数 120人 先着順

申込受付開始

6月8日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

申込・問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

お知らせ版 平成27年5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。

6

講座やイベント



6月28日(日)と き

午前8時～午後5時

総合体育館ところ

種 目

①ピンポンであそぼ

対象者

どなたでも好きな時間に

好きなだけ遊べます

無料参加費

※ラケットのある方は持参

してください。

②卓球教室

市内在住･在勤の方対象者

時 間

午前10時～正午(先着5人)

午後2時～4時 (先着5人)

無料参加費

③試合（男女混合団体戦・

男女個人戦）

市内在住･在勤の方対象者

参加費

▽団体戦:一般1,500円、高

校生1,000円、中学生500円

▽個人戦:一般300円、高校

生200円、中学生100円

※小学生は無料です。

申込期限

6月19日(金)

午後5時まで

〈土曜・日曜を除く〉

申 込

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

090-2482-93945

参加者募集

お知らせ版 平成27年5月7日号

7

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。

とき ところ 対象者等

守谷市6月7(日) 30歳・40歳代
午後1時30分～

市民交流プラザ の方
4時30分

6月13日(土) とねミドリ館

午後1時30分～ サークル室 45歳以下の方

4時30分 〈古河市〉

ホテル6月14日(日)
30歳・40歳代

午後1時30分～ グランド東雲
の方

4時30分 〈つくば市〉

つくば山水亭6月18日(木) 30歳・40歳代

午後7時～9時 〈つくば市〉 の方

6月20日(土) 結城市民
45歳以下の方午後1時30分～ 文化センター

4時30分 アクロス

ホテルマロウド筑波
6月21日(日)

午後1時30分～ 30歳代の方
〈土浦市〉4時30分

オークラフロンティア6月27日(土)
30歳・40歳代

午後1時30分～ ホテルつくば
の方

4時30分 〈つくば市〉

しもだて地域交流6月28日(日)
30歳・40歳代

午後1時30分～ センターアルテリオ
の方

4時30分 〈筑西市〉

男性4,000円、女性2,000円参加費

開催日の3日前まで申込期限

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
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アベノミクスの成長戦略

では 「女性が輝く日本」、

を政策として打ち出してい

ます。

そこで今回は、茨城の輝

く女性、山口やちゑ副知事

をお招きし 「女性の活躍、

促進」について学ぶ講演会

を開催します。皆さん、ぜ

ひご参加ください。

5月29日(金)と き

午後2時30分～3時30分

岩井公民館ところ

2階会議室

無料参加費

5月20日(水)まで申込期限

申込・問合せ

ばんどう市女性団体

協議会事務局

〈市民協働課内〉

岩井臨時庁舎／内線3252

5月31日(日)と き

午前9時～午後3時

ところ

陸上自衛隊古河駐屯地

内 容

記念式典、アトラクショ

ン、模擬戦闘訓練、装備品

展示、ちびっ子広場、模擬

売店など

問合せ

陸上自衛隊古河駐屯地

広報班 0280-32-41415

平成27年5月7日発行 ■坂東市秘書広聴課■

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

5月15日(金)
スラッシュ 6月 3日(水)・10日(水)〈全2回〉

10人 1,500円

午前9時から
キルト 午前10時～午後3時30分

電話受付
布草履 6月 9日(火) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

とんぼ玉 〈先着順〉
6月10日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

6月20日(土) 10人 1,000円午後1時30分～3時30分

さしまクリーンセンター寺久開催場所

リサイクルプラザ

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または参加資格

在勤の方

さしまクリーンセンター寺久申込・

リサイクルプラザ ( 0297-20-9980)問合せ 5
スラッシュキルト

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、 5月23日(土)

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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