
県民交通災害共済は、会

員が交通事故で被害を受け

た場合、治療日数に応じて

見舞金をお支払いする制度

です。年度途中からでも加

入できますので、万が一に

備え、家族そろって加入し

ましょう。

共済期間

申込日の翌日～

平成28年3月31日

一般 900円会 費

中学生以下 500円

※9月30日以降の加入申込

みは半額となります。

交通防災課申込・問合せ

岩井第三分庁舎／内線1475

茨城県では、動物の愛護

と正しい飼い方についての

関心と理解を深めていくこ

とを目的に、9月1日から30

日までを動物愛護月間とし

ています。

○動物を飼うときは、習性

をよく理解し、終生責任

をもって飼いましょう。

○人と動物との調和のとれ

た豊かな環境づくりに心

がけましょう。

○動物をいたわり、命を大

切にしましょう。

○｢不幸な生命」を産まな

い、産ませないために、

不妊・去勢手術を受けさ

せましょう。

○迷子をなくすためにも、

鑑札、迷子札をつけるな

ど飼い主を明示し、逃げ

出さないように注意しま

しょう。

○動物をみだりに虐待また

は遺棄した場合、罰金

(100万円以下)に処せら

れます。

生活環境課問合せ

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9月21日(月)〈敬老の日〉･22日(火)〈国民の休日〉のごみ収集

では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）

愛犬は登録と狂犬病予防注射を！
臨時集合注射を実施します

今年度狂犬病予防注射が済んでい

ない犬（生後91日以上）を対象に、

臨時集合注射を実施します。飼い犬

の登録もできますので、ご都合に合

わせてお越しください。(雨天決行)

月 日 時 間 場 所

午後1時～2時 猿島庁舎前駐車場9月26日

午後2時30分～4時 岩井公民館東側駐輪場（土）

午後1時～2時 猿島庁舎前駐車場9月27日

午後2時30分～4時 岩井公民館東側駐輪場(日)

通知はがき持ち物

登録してある場合 3,350円料金(1頭につき)

登録していない場合 5,350円

（ ）問合せ 生活環境課 岩井第三分庁舎／内線1453

予防注射
よろしくね！



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

利子補給交付期間

支払開始日から最長5年

以内

申込期間

9月10日(木)～11月27日(金)

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

都市整備課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3405

対 象

次の要件を満たす坂東市

内の住宅所有者

①昭和56年5月31日以前に

建築確認を受けて建築さ

れた住宅で、階数が２階

以下のもの

②在来軸組み木造工法･伝統

工法で建てられたもの

③その他、坂東市木造住宅

耐震診断士派遣事業実施

要綱によります

6棟（先着順）診断棟数

申込期間

9月7日(月)～18日(金)

申込方法

申込用紙に記入のうえ、

都市整備課までお申し込み

ください。申込用紙は、都

市整備課にあります。また、

市ホームページからもダウ

ンロードできます。

都市整備課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3405

坂東市農業委員会では、

全国統一の活動として、農

地パトロール（農地利用状

況調査）を実施します。

農地パトロールは、遊休

農地の把握と発生防止、農

地の無断転用防止を図り、

農地の確保と有効利用を目

的として実施します。調査

のため、農地に立ち入るこ

とがありますので、あらか

じめご了承ください。

実施日

▽ 9月24日(木)・25日(金)

28日(月)・29日(火)

▽10月19日(月)・20日(火)

21日(水)・22日(木)

市内全域実施場所

農業委員会事務局問合せ

猿島庁舎／内線2231

お知らせ版 平成27年9月3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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土地や家屋を売買･贈与･

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。税額は、土地また

は住宅を取得した場合は課

税標準額(固定資産課税台

帳に登録されている価格ま

たは固定資産評価基準によ

り評価し決定した価格)に

税率3％、同じく住宅以外

の家屋を取得した場合は税

率4％をそれぞれ乗じた額

です。ただし、宅地及び宅

地なみに評価された土地を

平成30年3月31日までに取

得した場合は、課税標準額

が2分の1に軽減されます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。

筑西県税事務所問合せ

課税第二課

0296-24-91975

イベント等不特定多数の

人が集まる催しで、火気器

具等（ガスこんろ、発電機

等）を使用する場合は、消

火器の設置・露店等の開設

届出が必要です。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

お知らせ版 平成27年9月3日号
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胃 が ん 検 診 の 申 込 受 付

検診実施日 会場 申込開始

9月14日(月)～
10月22日(木) 猿島保健センター

10月23日(金) 岩井公民館

10月26日(月) 岩井保健センター

七郷コミュニティセンター 9月15日(火)～
10月27日(火)

神大実分館

40歳以上の方対象者

※平成27年度未受診の方

500円（70歳以上の方は無料）負担金

子宮がん・乳がん集団検診の申込受付

検診実施日 会場 申込開始

9月24日(木)～
11月 6日(金)･ 7日(土)･

岩井保健9日(月)

9月28日(月)～
11月10日(火)･11日(水)･ センター

12日(木)･13日(金)

猿島保健11月16日(月)･17日(火)･

9月30日(水)～
18日(水) センター

岩井保健
3月6日(日)･8日(火)

センター

※11月10日～13日は託児あり。検診申込と同時に予約し

てください。対象は生後3か月(首すわり後)～未就園

児です（各日定員10人 。）

子宮がん検診 20歳以上の女性対象者

乳がん検診 30歳以上の女性

※平成27年度未受診の方

500円負担金

（70歳以上の方は無料）

健康づくり推進課申込・問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215



雇用情勢が着実に改善し

ているなか、企業にとって、

優秀な人材の確保、定着を

図っていくためには、魅力

ある職場づくりはもとより

求職者にとって一層魅力を

感じることができる求人条

件が重要です。

平成27年5月末の有効求

人倍率は0.62倍となってい

ます。この機会に企業内で

の正社員化、正社員の求人

の確保をご検討ください。

ハローワーク常総問合せ

0297-22-86095

まちの中には、さまざま

な種類の「屋外広告物」が

あります。これらの屋外広

告物を表示するときは、市

から許可を受ける必要があ

ります。

まちの良好な景観のため

に、屋外広告物を表示する

。ときは許可を受けましょう

屋外広告物とは？

常時または一定の期間継

続して屋外で公衆に表示さ

れる広告物のことで、立看

、 、 、板 はり紙 はり札のほか

広告板、建物に掲示された

ものなどをいいます。

屋外広告物の主な規制

まちの良好な景観の形成

と公衆に対する危害の防止

の点から、表示場所や大き

さなどを規制しています。

①自己の店舗等から離れた

場所に表示する場合

道路の敷地境界から一定

の範囲の区域（商業地域等

を除く)、信号機の付近な

どの禁止地域、街路樹・道

路標識・電柱等の禁止物件

には、広告物を表示できま

せん。

②自己の店舗等に、店名、

取扱商品名などを表示す

る場合（自家広告物）

次の場合は、禁止地域で

。も表示することができます

▽広告物の合計面積が5㎡

以下で、許可基準に適合

する場合

▽広告物の合計面積が100

㎡以下（第1種禁止地域

にあっては、合計面積が

建築物の規模に応じて定

められた面積以下で、1

つの広告物の面積が15㎡

以下）で、許可基準に適

合し、市から許可を受け

た場合

屋外広告物の許可期間

種類ごとに許可期間が定

められています。許可期間

の満了後も引き続き表示す

るためには、更新許可の手

続きが必要です。許可期間

が切れた屋外広告物は、違

反広告物として除却命令の

対象になりますのでご注意

ください。

許可手続き・問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3403

お知らせ版 平成27年9月3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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平成27年10月1日

調査へのご協力を

お願いします！

9月上旬から皆さんのお宅へ国勢調査員が訪

問します。今回の調査では、先にインターネッ

トでの回答を受け付け、インターネットで回答

のなかった世帯には、紙の調査票を配布して調

査を行います。

調査へのご理解・ご協力をお願いします。

問合せ 企画課（岩井臨時庁舎／内線3264）



◆難病患者福祉手当

対象者

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

支給額

難病患者1人につき年額

10,000円(年度中1回のみ)

申請に必要なもの

指定難病特定医療費受給

者証または一般特定疾患医

療受給者証(保健所発行･有

効期限が切れていないもの)

の写し、保護者等が申請す

る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)

※特定疾患登録証は、難病

制度の改正に伴い平成27

年1月に廃止となり、手当

の対象にはなりません。

申請期限

平成28年3月31日(木)まで

◆精神通院医療費の助成

対象者

自立支援医療受給者証(精

神通院)をお持ちの方

助成額

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 (1か月の助成

限度額は4,000円)

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27年3月

分～8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)

9月30日(水)まで申請期限

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2219

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。昨

年度は1,000件を超える相

談実績があり、相談支援か

ら相談者に合わせた色々な

サポート、無料パソコン講

座も実施しています。お気

軽にご相談ください。

と き

10月14日(水)、11月11日(水)

12月 9日(水)、1月13日(水)

3月 9日(水)

いずれも午後2時～4時

岩井公民館2階ところ

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、次ま

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

、 、 、借金 土地・建物 相続

裁判、会社等に関する相談

及びこれに関する登記相談

について、司法書士が無料

で相談に応じます。

10月3日(土)と き

午前10時～午後3時

ところ

▽しもだて地域交流センター

（アルテリオ）

〈筑西市丙372〉

▽下妻公民館

〈下妻市本城町3-36-1〉

▽市民ホールスペースＵ古河

〈 〉古河市長谷町38-18

▽土浦市亀城プラザ4階

第5会議室

〈土浦市中央2-16-4〉

▽つくば国際会議場

小会議室402

〈つくば市竹園2-20-3〉

▽高野公民館

〈守谷市高野935〉

申込方法

当日会場で受付。事前予

約はできません。

茨城司法書士会問合せ

029-225-01115

お知らせ版 平成27年9月3日号
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ご相談ください



少年サポートセンターで

は、少年の非行や犯罪被害

などの問題に関して、少年

自身や保護者からの相談に

。 、 、応じています 電話 面接

メールで相談をお受けして

いますので、一人で悩まず

に相談してみませんか。

相談先

少年サポートセンター

つくば

〈つくば市高野1197-20

〉豊里窓口センター

相談電話

０２９-８４７-０９１９5
まるくいく

相談メールアドレス

keishonen@pref.ibaraki.

lg.jp

日ごろ言えない不妊の思

いについて、同じ悩みを感

じている人と話をしてみま

せんか。個人情報は厳守し

ますので、皆さんのご参加

をお待ちしています。

①治療中の悩みを語ろう

9月27日(日)と き

午後2時20分～4時20分

対象者

現在治療中の方で、治療

のステップアップ等の悩み

をお持ちの女性

9月24日(木)まで申込期限

②治療をやめたまたはやめ

ようか迷っている揺れる

気持ちを語ろう

11月22日(日)と き

午後2時20分～4時20分

対象者

治療終了に関連した悩み

をお持ちの女性

11月19日(木)まで申込期限

【 ①②共通事項 】

ところ

茨城県三の丸庁舎

(旧県庁）1階相談室101

〈水戸市三の丸1-5-38〉

10人募集人数

無料参加費

申込・問合せ

茨城県産婦人科医会

029-241-11305

茨城県では、県民向けに

住まいの無料相談会を開催

しています。建築計画、資

金計画、施工方法、耐震診

断、リフォームなど、建築

に関することについて、建

築士有資格者が無料で相談

に応じます。

毎月第1・3土曜日と き

（祝日を除く）

午前10時～午後4時

ところ

(一財)茨城県建築センター

県南事務所

〈つくば市松代1-18-1〉

問合せ

(一財)茨城県建築センター

0298-60-80885

11月13日(金)～15日(日)

総合体育館・岩井公民館で

開催する「坂東市作品展」

の出展作品を募集します。

絵画、書道、写真、手工

芸など、あなたのご自慢の

。作品を出展してみませんか

申込資格

市内在住･在勤･在学の方

または市内で活動している

団体及びその会員

申込方法

申込書に必要事項を記入

し、生涯学習課（猿島公民

館内）または岩井公民館窓

口でお申し込みください。

開催要項と申込書は、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。

無料出展料

10月1日(木)まで申込期限

申込・問合せ

〈 〉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9月3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

昨年の作品展



10月4日(日)と き

午後1時30分～4時

岩井図書館会議室ところ

内 容

▽講演会

「心臓と血管の

」病気について

茨城西南医療センター病院

副院長 小石沢正先生

▽質疑応答

▽交流会

500円資料代

※付添いの方は無料

問合せ

日本心臓ペースメーカー

友の会茨城県支部

栗山／ 0297-83-61995

子育て支援に必要な知識

や技能等を習得するための

子育て支援員研修を開催し

ます。

※研修日程や会場、申込み

等の詳細については、お

問い合わせください。

と き

10月下旬～平成28年3月頃

対象者

地域において保育や子育

て支援の仕事に関心を持

ち、子育て支援分野に従事

することを希望する方

内 容

基本研修、専門研修

※専門研修の受講は基本研

。修が修了した方のみです

問合せ

茨城県子育て人材支援

センター

〈茨城県社会福祉協議会内〉

029-301-02945

お知らせ版 平成27年9月3日号

7

教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

苦難去る作り 10/1(木) 10人 500円

布草履 10/5(月) 10人 400円

9月15日(火)午前9時から電話で先
スラッシュ 10/6(火)･10/13(火)

10人 1,500円
着順に受付します。キルト 〈全2回〉

10/10(土) 10人 1,000円

とんぼ玉 10/14(水) 10人 1,000円

10/17(土) 10人 1,000円

はがきに教室名･郵便番号･住所･
10/3･24、11/7･21

氏名･電話番号･携帯番号を記入の
裂き織り 12/5･19、 1/9･16 6人 1,600円

うえ郵送してください。9月18日
の各土曜日 全8回〈 〉

(金)必着。応募多数の場合抽選。

さしまクリーンセンター寺久と こ ろ

リサイクルプラザ

坂東市・境町・古河市・五霞町に参加資格

在住・在勤の方

〒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 苦難去る人形

布で作った

かわいらしい人形を

南天の木に

9人並べて完成です。
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毎年増え続けている詐欺

事件。手口もいろいろ変化

し巧妙になっています。だ

まされないためにも、一緒

に勉強しましょう！

「くらしの豆知識」の本

のプレゼントもあります。

9月28日(月)と き

午前10時～正午

岩井公民館ところ

2階会議室

講 師

消費者センター相談員

20人（先着順）募集人数

坂東市くらしの会主 催

申込・問合せ

商工観光課

岩井臨時庁舎／

0297-20-86665

吹きガラスでオリジナル

。グラスを作ってみませんか

10月4日(日)と き

①午前11時～正午

②午後1時～2時

がっこう

専門課程

ところ

観光交流センター｢秀緑｣

ガラス工房

身長120cm以上の方対象者

1,080円参加費

各回10人募集人数

(先着順)

9月30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

日本国内だけでなく海外

とも交信が楽しめるアマチュ

ア無線。災害時の活躍も期

待されています。この講習

会で免許を取得しませんか。

と き

）10月17日(土)・18日(日

〈 〉全2回

岩井公民館ところ

22,750円受講料

18歳以下は7,750円

60人（先着順）募集人数

主 催

一般財団法人 日本アマ

チュア無線振興協会

申込・問合せ

交通防災課

岩井第三分庁舎／内線1473

10月26日(月)と き

ところ

新東京ゴルフクラブ

参加資格

市内在住または在勤で60

歳以上の方

2,000円参加費

(参加賞・賞品代等)

※キャンセルの場合、参加

費の返金はできません。

8,000円プレーフィ

(昼食･懇親会代等)

※大会当日、ゴルフ場へ直

接お支払いください。

新東京ゴルフクラブ会員

は会員料金となります。

（ ）募集人数 160人 先着順

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所にある申込用紙に記入の

うえ、参加費を添えてお申

し込みください。電話での

お申し込みはできません。

9月17日(木)申込日

午前9時～

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所

〈岩井福祉センター

夢積館〉

0297-35-48115

平成27年9月3日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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