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お盆期間中の8月13日（木）～14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

①一般事務及び②民間経験者(一般事務) 10人程度 ③土木 5人程度採用職種

④幼稚園教諭･保育士 5人程度 ⑤民間経験者(技術系) 若干名･人数

※民間経験者(一般事務･技術系)は、採用後6か月は臨時職員とします。

学校教育法で定める高等学校以上を卒業した方または卒業見込みの方。受験資格

ただし、採用職種ごとに受験資格が異なりますので、募集要項またはホー

ムページで確認してください。

受験申込書、履歴書(市指定のもの 、最終学歴の卒業証明書または卒業見必要書類 ）

込証明書、有資格者は資格証の写し、職務経験申告書等

8月21日(金)まで〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

（第2次試験の詳細は、第1次試験合格者のみに通知します）第１次試験

9月20日(日) 午前9時30分～ ※民間経験者(技術系)のみ午後1時30分～と き

岩井公民館ところ

、科 目 適性検査(全職種)､教養試験(一般事務)､専門試験(土木､幼稚園教諭･保育士)

経験者基礎試験(民間経験者(一般事務 、面接試験(民間経験者(技術系 ））） ）

※詳細については、募集要項また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 求む！やる気
チャレンジ精神

8月15日「戦没者を追悼し平和を祈念する日」黙とうにご協力を

先の大戦で亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、8月15日(土)の正午に

合図のサイレンを鳴らします。各家庭や職場などで黙とう(1分間)をお願いします。

なお同日、日本武道館において、天皇皇后両陛下の御臨席のもと「全国戦没者追悼

式」が行われます。坂東市においても、市遺族会主催「平和の像慰霊祭」が八坂公園

で行われますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。

社会福祉課（猿島庁舎／内線2219）問合せ



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

 平成 27 年 10 月 1 日 

国勢調査を実施します！！ 

調査へのご協力をお願いします！！

ごみ減量と資源の有効活

用を図るため、生ごみ処理

容器または電気式生ごみ処

理機を購入し、生ごみの自

家処理を行う方に補助金を

交付しています。

補助金額

●生ごみ処理容器

（電気を使わないもの）

・1基につき購入価格の1/2

以内で最高1,500円まで

（100円未満切り捨て）

・1世帯につき2基まで

●電気式生ごみ処理機

（電気を使うもの）

・1台につき購入価格の1/2

以内で最高25,000円まで

（ ）1,000円未満切り捨て

・1世帯につき1台まで

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

集積所にごみを出す際の

指定ごみ袋は、無色透明な

ビニール袋で、その最長辺

の長さが80cm以下のものと

決まっています。

半透明、スーパーやコン

ビニ等のレジ袋、最長辺の

長さが80cmを超える袋でご

。みを出すことはできません

トラブルの元にもなりま

すので、集積所にごみを出

す際は、指定ごみ袋かどう

かをよく確認してから出す

ようお願いします。

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

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

平成27年産の米・大豆・

秋そばの放射性物質検査を

茨城県で行います。それぞ

れの安全性が確認されるま

で、出荷・販売・譲渡は行

わないようお願いします。

検査結果は、県及び市の

ホームページで公表すると

ともに、ＪＡ及び集･出荷業

。者の方々にお知らせします

農政課問合せ

猿島庁舎／内線2201

お知らせ版 平成27年8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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児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに

現在、児童扶養手当･特別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26

年分の所得申告を済ませておいてください。また、平成

27年1月1日に坂東市に住所がなかった方は、平成27年度

所得証明書（平成27年1月1日の住所地発行のもの）を添

付してください。

●特別児童扶養手当現況届

受付日 受付会場 受付時間

8月17日(月) 児童福祉センター(岩井) 午前9時～11時30分

8月18日(火) 子育て支援課(猿島庁舎) 午後1時～5時

●児童扶養手当現況届

受付日 受付会場 受付時間

午前9時～11時30分
8月19日(水) 猿島庁舎2階会議室2

午後1時～7時
8月20日(木)

児童福祉センター(岩井)
8月21日(金)

午前9時～11時30分
8月23日(日)

午後1時～5時

※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。

児童扶養手当受給世帯等に
図書カードを配布します

（平成27年4月分の手当を受給する世帯の児童）対象者

▽児童扶養手当受給世帯の受給対象児童

▽平成27年度に満18歳に達するまでの生活保護世帯の児童

※対象者には、詳細について個別通知します。

児童1人につき10,000円分配布する図書カード

子育て支援課（猿島庁舎／内線2215）問合せ

※8月20日・21日・23日の児童扶養手当現況届について

は、児童福祉センター( 0297-35-8844)にお問い合5

わせください。

と き

9月17日(木)◆講習会

10月22日(木)◆試験日

ホテルマロウド筑波ところ

〈土浦市城北町2-24〉

8月17日(月)まで申込期限

下水道課申込・問合せ

0297-38-21155

下水道促進週間（9月10

日～16日）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12日(土)･

13日(日)に開催する下水道

展〈岩井浄化センター内〉

で展示します。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31日(月)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

お知らせ版 平成27年8月6日号
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デング熱はデングウイル

スによる感染症で、ウイル

スを持つ蚊に刺されること

でヒトに感染します。蚊に

刺されないことが も重要

な予防法です。

木陰や藪など、蚊の発生

しやすい場所に立ち入る際

には、長袖の服を着用して

肌の露出を少なくしたり、

虫除け剤を使用して、蚊に

刺されないように注意しま

しょう。

また、蚊を増やさないた

めに、蚊の幼虫の発生源と

なる水が溜まる場所（植木

鉢の水受け皿、外置きのバ

ケツやジョウロ、空き缶や

空き瓶の中など）を作らな

いように心がけましょう。

蚊に刺されて突然の発熱

（38℃以上 、関節痛、発）

疹等の症状がみられたとき

は、医療機関を受診してく

ださい。

健康づくり推進課問合せ

（岩井保健センター内）

0297-35-31215

ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

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

販売車種

一般自転車、折りたたみ

自転車、子供用自転車など

50台程度販売台数

（1世帯1台）

1台500～3,000円販売価格

販売方法

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、申込書に必要事項を

記入のうえ、お申し込みく

ださい。

※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22日(土)～29日(土)の

午前9時～午後4時30分

〈日曜を除く〉

9月2日(水)抽選日

午前9時30分～

※当選した方には、通知書

を郵送しますので引き取

りにお越しください。

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

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、8月31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

お知らせ版 平成27年8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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屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金受付

１．郵便振替による募金

加入者名：日赤口永良部島噴火災害義援金

口座番号：00900-6-208120

※窓口での取扱いは、手数料が無料です。

受領証を希望する方は、通信欄に「受領募集方法

証希望｣と記載してください。

２．現金を直接窓口(社会福祉課または児

童福祉センター)へお持ちください。

12月25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



受験資格

▼男性・女性警察官Ａ

昭和61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28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61年4月2日から平成

10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20日(日)第１次試験

8月25日(火)まで受付期限

※インターネット申請は、

8月24日(月) 午後5時まで

境警察署問合せ

0280-86-01105

募集職種・採用予定人数

一般事務 2人程度

技術業務 2人程度

受験資格

昭和62年4月2日以降に生

まれた方で、高校以上を卒

業した方または平成28年3

月卒業見込みの方

10月18日(日)第１次試験

試験会場

さしまクリーンセンター

寺久「大会議室」

9月4日(金)まで申込期限
申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

総務課 0280-87-06095

弁護士、司法書士、行政

、 、 、書士 税理士 公認会計士

社会保険労務士、土地家屋

調査士、不動産鑑定士によ

る無料相談会です。法律や

行政、税務、会計、労働・

社会保険、不動産について

のご相談がある方は、お気

軽にご来場ください （当。

日受付順・事前予約不可）

9月6日(日)と き

午前9時30分～午後3時

※受付は午後2時30分まで

ところ

茨城県産業会館大会議室

〈水戸市桜川2-2-35〉

問合せ

茨城県自由業団体連絡

協議会〈担当会：茨城

土地家屋調査士会〉

029-259-74005

【相談電話番号】

０５７０－００３－１１０5

高齢者や障がい者に対す

る暴行・虐待など、人権侵

害に関するあらゆる相談

に、人権擁護委員や法務局

職員が無料で応じます。秘

密は守られますので、安心

してご相談ください。

と き

9月7日(月)～13日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

問合せ

水戸地方法務局人権擁護課

029-227-99195

一人で悩んでいませんか？

お知らせ版 平成27年8月6日号

5

ご相談ください

【 休止日時 】 ８月２９日（土）午前８時３０分～１０時

電気保安点検のため、岩井・猿島庁舎に設置してある証明書自動交付機が使用でき

なくなります。住民票と印鑑証明書の交付をご希望の方は、上記の時間帯を避けてご

来庁ください。

市民サービス課(岩井仮設庁舎／内線1722)、窓口センター(猿島庁舎／内線2208)問合せ



9月13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・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)

9月4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

090-2482-93945

9月6日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

県内在住・在勤の方で、

スポーツ傷害保険に加入し

ていること

１チーム10,000円参加費

（新規参加チームは

）別途登録費5,000円

8月26日(水)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

9月11日(金)と き

午前8時

猿島公民館集合・出発

草加松原(草加市)ところ

葛飾柴又寅さん記念館

倉持訓氏講 師

2,200円参加費

（昼食代含む／当日徴収）

30人（先着順）募集人数

8月11日(火)～申込開始

※午前9時～午後9時（8月

13日～16日、月曜日は午

後5時まで）にお申し込

みください。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／5

0280-88-0835

10月7日(水)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〉

1,350円テキスト代

70人（先着順）募集人数

9月7日(月)申込受付

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

と き

10月1日(木)～平成28年3

月29日(火)

ところ

ポリテクセンター茨城

〈常総市水海道高野町591〉

対象者

就職に必要な技能・技術

を身につけたい方

コース

テクニカルオペレーショ

ン科(CAD/NCコース)、電気･

通信施工技術科、工場管理

技術科(電気保全)

無料受講料

（テキスト代実費）

託 児

託児をご希望の方は、訓

練受講中に限り、無料で託

児施設にお子さんを預ける

ことができます。(食費等は

実費)

8月14日(金)まで申込期限

ハローワーク常総申 込

0297-22-86095

問合せ

ポリテクセンター茨城

0297-22-88455

お知らせ版 平成27年8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。

6

講座やイベント



▼第25回教育友の会

写真クラブ県西支部展

退職教職員がファインダー

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18日(火)～23日(日)

午前9時～午後5時

※18日は午後1時から、23日

は午後4時まで

教育友の会主 催

写真クラブ県西支部

田邉問合せ

0297-35-04605

▼第26回虹の会作品展

退職教職員有志が楽しみ

ながらそれぞれに表現した

趣味の作品を展示します。

と き

8月29日(土)～9月5日(土)

午前9時～午後5時

※5日は午後3時まで

〈31日休館〉

虹の会主 催

樋﨑問合せ

0297-35-16855

①幼児水泳教室

(4～6歳・未就学児)

と き

9月5日～毎週土曜日●

〈全5回〉

10月10日～毎週土曜日●

〈全5回〉

午前11時～正午

無料参加費

各10人募集人数

8月29日(土)申込日時

午後1時～

②小学生水泳教室

と き

9月5日～毎週土曜日

〈全10回〉

午前10時～11時

参加費

毎回プール入場料100円

25人募集人数

8月30日(日)申込日時

午後1時～

③大人の水泳教室

(18歳以上)

と き

9月3日～毎週木曜日

〈全10回〉

午後6時15分～7時15分

参加費

毎回プール入場料200円

30人募集人数

8月30日(日)申込日時

午前10時～

【 共 通 事 項 】

申込方法

各申込日時から、猿島コ

ミュニティセンターロビー

で抽選を行います。電話で

の申し込みはできません。

参加者1人に対して申込者1

人(①②は兄弟であれば複

数可)です。

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

お知らせ版 平成27年8月6日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

8月15日(土)
スラッシュ 9月 2日(水)・9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 9月 8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〉
9月 9日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

9月19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



8

真剣に結婚を考えている

あなた！「石岡のおまつり」

を楽しみながら新たな出会

いを見つけませんか。おま

つりの熱気を感じながら、

お食事やトークで盛り上が

りましょう （坂東市・石。

岡市・小美玉市・鹿嶋市の

共催事業、総勢120人参加

予定）

9月20日(日)と き

ところ

石岡プラザホテルほか

※バスで移動します。

45歳までの独身男女対象者

※偽りや倫理・マナーに反

する方の参加は固くお断

りします。

男性4,000円参加費

女性2,000円

男女各20人募集人数

。※応募者多数の場合は抽選

ただし、結婚相談登録者･

市内の方を優先させてい

ただきます。参加決定者

には後日通知します。

9月1日(火)まで申込期限

秘書広聴課申込・問合せ

岩井仮設庁舎／内線1222

文化協会加盟団体が日頃

の成果を披露します。お子

さんからお年寄りの方まで

楽しめる催しです。お誘い

合わせのうえ、ぜひご来場

ください。

と き

▽8月29日(土)

午後1時～5時

▽8月30日(日)

午前10時～午後4時

ところ

岩井公民館

内 容

作品展示・販売、芸能発

表、体験学習

問合せ

文化協会事務局

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

平成27年8月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

武 者 行 列 稚 児 行 列

11月8日(日) 午前9時～午後4時 11月8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

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申込方法

8月24日(月)まで申込期間

※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

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22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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