
電話切替工事のため下記

の時間帯、市役所の代表電

話番号「0297-35-2121」が

不通となります。この時間

帯に市役所にお電話される

場合は「0280-88-0111」ま

たは代用電話番号「0297-

35-2122」をご利用くださ

い。

大変ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解、ご協力をお

願いします。

10月31日(土)工事日時

午後2時～4時

管財課問合せ

岩井第二分庁舎／内線1244

10月の 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。

（一時不通）

10月25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

1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

都市の将来像を示す県の

「都市計画区域マスタープ

ラン」の作成にあたり、公

聴会を開催します。

公聴会では、原案に対し

て意見を述べることができ

ます。公述申出者が多数の

場合は、意見内容を考慮の

うえ代表者を選考させてい

ただきます。

なお、公述申出者がいな

い場合には、公聴会は開催

されません。

10月29日(木)と き

午後2時30分～

境町役場ところ

4階会議室

申出方法

意見を述べることを希望

する方は、公述申出期間内

に公述申出書を下記の提出

先に提出してください 郵。（

送可）

※申出書は原案の閲覧場所

にあります。原案は公述

申出期間中のみ閲覧でき

ます。

提出先

〒310-8555

水戸市笠原町978-6

茨城県知事 橋本昌

（茨城県土木部都市局

都市計画課扱い）あて

公述申出期間

10月8日(木)～22日(木)

〈土曜・日曜・祝日を除く〉

原案の閲覧場所・問合せ

▽茨城県都市計画課

市街地グループ

029-301-45925

▽坂東市都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3402
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可燃ごみの収集日となっている地区では10月12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）



これまでの消防・救急に

係る119番通報は、お住ま

いの地域を管轄する消防本

部が直接受信していました

が、12月17日からは水戸市

に開設される「いばらき消

防指令センター」で受信す

ることになります。

「いばらき消防指令セン

ター」では、県内の全市町

村から119番通報を受け付

けますので、通報時に住所

を告げるときは 「坂東市、

岩井●●●番地」など、市

町村名を含めてお伝えくだ

さい。通報は、従来どおり

「119」とダイヤルしてく

ださい。

問合せ

茨城西南地方広域市町村圏

事務組合消防本部

通信指令課

0280-47-01355

犬や猫などの小動物は、

私たちの生活にやすらぎと

うるおいを与えてくれるだ

けでなく、大切なパート

ナーとして多くの人々に愛

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

受信場所が変わります

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

ジフテリア破傷風混合予

防接種の対象となるお子さ

んには、4月中旬にご案内

通知をお送りしています。

小学校6年生のお子さん

(平成15年4月2日～平成16

年4月1日生まれの方）は、

13歳の誕生日の前日まで無

料で接種できます。まだ接

種がお済みでないお子さん

は、同封の説明書をよくご

覧になり、体調の良いとき

に早めに接種しましょう。

健康づくり推進課問合せ

〈 〉岩井保健センター内

0297-35-31215

違反建築防止週間中、県

では、建築基準法令違反の

建築物の是正及び発生を予

防するため、全国一斉建築

パトロールなど、様々な取

り組みを行っています。

建築に関する確認の申請

などが行われていない違反

建築物は、安全性が確保さ

れず建築物の使用者などに

危険が生じる場合や、環境、

防災の面など地域社会に対

し、悪い影響を及ぼすこと

があります。建物を建築す

る際には、必要な手続きを

行いましょう。

県西県民センター問合せ

建築指導課

0296-24-91495

県では、ボランティアで

若者の婚活をサポートして

くださる方を募集していま

す。まずは県西地域で毎月

行っている情報交換から参

加してみませんか。

応募資格

県内に在住する満20歳以

上の方

2年間(更新可)活動期間

申込・問合せ

茨城県子ども家庭課

少子化対策室

029-301-32615

サポーター募集

お知らせ版 平成27年10月1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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■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（内部疾患による身体障害者手

▽市内または猿島郡、古河市以外の医療機

帳1級程度）

関で受ける場合は、｢予診票」を発行し

■接種期限 平成28年1月31日(日)まで

ますので、岩井・猿島保健センターにお

■助 成 金 2,000円（１人１回限り）

越しください。

※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

となります。

※生活保護世帯の方は自己負担が免除にな

【 対象者 ② の方 】ります。｢個人負担免除券｣を発行します

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

ますので、身体障害者手帳をお持ちのう童福祉センターにお越しください。

え、岩井・猿島保健センターにお越しく■実施医療機関
ださい。市内の実施医療機関は下表のとおりです。

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 松﨑医院 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

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 清水丘診療所 0280-88-1014

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日から高齢者(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。



3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23日(金)～11月6日(金)

午前8時30分～午後5時

申込期間

10月30日(金)～11月6日(金)

午前8時30分～午後5時

11月8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

さしま斎場

0280-87-06195

茨城労働局では、茨城県

時間額747円(昨最低賃金を

に年度額より18円引上げ）

改定します。10月4日から

茨城県内の全産業・全労働

者に適用されます。

賃金額が、茨城県最低賃

金を下回る雇用契約は、労

使双方の合意であっても、

賃金額については無効とさ

れ、最低賃金額と同額の契

約をしたものとみなされま

す。

問合せ

茨城労働局

労働基準部賃金室

029-224-62165

お知らせ版 平成27年10月1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26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 14,000 23,000 5,300 116

猿島地域 13,700 18,000 10,000 17

(参考)坂東市平均 13,900 133

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 10,800 20,000 5,300 168

猿島地域 13,100 20,000 8,000 76

(参考)坂東市平均 11,800 244

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり10,500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》



、 、 、 、夫婦 親子 相続 扶養

、 、 、金銭 土地 交通事故など

身の回りのことでお困りの

方のご相談に、裁判所の調

停委員が無料で応じます。

ただし、裁判中または調停

中の案件についてはご遠慮

ください 〈秘密厳守〉。

11月15日(日)と き

午前10時～午後3時

※受付は午前9時30分～午

後3時(予約不要･先着順)

八千代町中央公民館ところ

〈八千代町菅谷1027〉

下妻調停協会問合せ

〈水戸地方家庭裁判所・

下妻支部内〉

0296-43-71935

借金の返済でお困りの方

のご相談に、弁護士、司法

書士、消費生活相談員が無

料で応じます。心の健康相

談も併せて実施しますの

で、希望される方はお気軽

にお申し込みください 秘。〈

密厳守〉

とき・ところ

①11月11日(水)

土浦合同庁舎第一分庁舎

〈土浦市真鍋5-17-26〉

②11月12日(木)

筑西合同庁舎

〈筑西市二木成615〉

【 ① ② 共 通 】

午後1時～4時30分時 間

各会場10人定 員

（ ）予約制・先着順

申込期間

11月2日(月)～各会場開

催日の前日まで

申込・問合せ

茨城県生活文化課

029-301-28295

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15日(日)と き

午前8時30分～午後5時30分

※雨天決行・荒天中止

ところ

つくば市宝篋山周辺

対象者

市内在住･在勤の方

講 師

野田洋平先生(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・保険料等)

40人募集人数

※申込者多数の場合は抽

選。ただし初参加の方を

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30日(金)まで申込期限

問合せ

坂東市地域包括

支援センター

0297-44-2943／5

0280-82-1284

と き

11月14日(土)・15日(日)

午前10時～午後3時

〈雨天中止〉

岩井公民館前ところ

出店条件

不用品の再利用を目的と

するもの。ただし、食品、

コピー商品、事業活動に伴

う出店（業者の方）などは

不可。出店場所は事務局で

決定します。

無料参加費

各日20区画募集区画

（先着順）

10月22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10月1日号
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ご相談ください

講座やイベント



◆パッチワークキルト

〈コットン会･レモンスター･

27年度講座生〉

と き

10月8日(木)～20日(火)

◆手編み

〈カシミヤの会･編み編み会･

ゆずの実会〉

と き

10月22日(木)～11月3日(火)

【 共 通 事 項 】

午前9時～午後9時時 間

※最終日は午後3時まで

問合せ･開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

▼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18日(日)～24日(土)

午前9時～午後5時

※18日は午後1時から、24日

〈 〉は午後4時まで 19日休館

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

▼吉田康子パッチワーク

キルト仲間展

ベットカバー、タペスト

リー、バック、小物などを

展示します。

と き

10月25日(日)～31日(土)

午前9時～午後5時

※25日は午後1時から、31日

〈 〉は午後4時まで 26日休館

パッチワークの会主 催

吉田問合せ

0297-34-22125

逆井城についての歴史を

探り、戦国時代の背景を学

びませんか？一緒に智姫伝

説に触れてみましょう！

10月25日(日)と き

▽市バス利用の方

午前8時30分

岩井公民館駐車場集合

※申込時に市バス利用をお

知らせください。

▽現地集合の方

午前9時

逆井城跡公園集合

（物見櫓付近）

※午後3時解散予定です。

逆井城跡公園内ところ

ふるさとガイドの会講 師

1,500円参加費

（昼食・お抹茶・和菓子代）

20人(先着順）募集人数

10月15日(木)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

がっこう

歴史班オープンカレッジ

一緒に

学ぼう！

統合失調症や躁うつ病

等、慢性的な精神疾患患者

の家族同士が集まって体験

談を話し合ったり、精神医

療・福祉制度についての情

報交換などを行います。

励ましあってみんなで元

気を分け合いませんか。

11月27日(金)と き

午後2時～4時

岩井保健センターところ

内 容

ミニ学習会、ミーティン

グ

申込期限

11月26日(木)まで

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

10月24日(土)と き

午後0時30分～4時

ところ

茨城県総合福祉会館

内 容

講演「難病患者の口腔

ケア」渡辺歯科医院 院長

渡辺進先生、患者体験発表

（腎臓病、潰瘍性大腸炎、

クローン病 、朗読、トラ）

ンペット演奏、医療等相談

コーナー

無料参加費

申込・問合せ

茨城県難病団体連絡協議会

029-244-45355

お知らせ版 平成27年10月1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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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

と き

11月15日(日)

午前10時～午後2時30分

ところ

古河市福祉の森会館

2階研修室

〈 〉古河市新久田町271-1

内 容

▽講演・相談

メドアグリクリニック

皮膚排泄ケア認定看護師

平石真澄先生

▽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8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

認知症予防と膝痛予防を

テーマに開催します。自分

の体の状態を知ることは、

怪我や病気を予防するうえ

。で重要だといわれています

記憶力や筋力などをチェッ

クし、予防についてご紹介

します。所要時間は30分程

度です。興味のある方、体

の状態が気になる方、お気

軽にお立ち寄りください。

①認知症予防

11月10日(火)と き

午前10時～正午

内 容

記憶力テスト、認知症予

防について紹介、認知機能

についての相談

②膝痛予防

11月24日(火）と き

午前10時～正午

内 容

膝の筋力テスト、運動や

体操の紹介、運動機能につ

いての相談

【 ① ② 共 通 】

ところ

茨城西南医療センター病院

B棟1階会議室

申込方法

当日会場にて受付（最終

受付は11時30分まで）

問合せ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション部

菅井・関口

0280-87-81115

お知らせ版 平成27年10月1日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

10人 1,500円
スラッシュ 11月 4日(水)・11日(水)〈全2回〉

10月15日(木)
キルト 午前10時～午後3時30分

午前9時から
苦難去る作り 11月 6日(金) 午前10時～正午 10人 500円

電話受付
布草履 11月10日(火) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

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

11月14日(土) 10人 1,000円とんぼ玉 午後1時30分～3時30分

11月21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

12月7日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

常総カントリー倶楽部

参加資格

市内在住・在勤の一般女

性、シニア（60歳以上の男

性）の方

1,500円参加費

※プレー費5,500円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算 （昼食代･パーティー。

代を含む ）。

募集人数

女性40人、シニア120人

（先着順）

申込方法

11月1日(日)午前9時か

ら、参加費を添えて岩井公

民館研修室①でお申し込み

ください。1人で4人分まで

申し込みができます。申込

書は総合体育館、猿島公民

館、市内ゴルフ練習場にあ

ります。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

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

来年度就学の子どもたち

を対象に、七五三をお祝い

して鑑賞会を開催します。

10月15日(木)と き

午後1時30分～

市民音楽ホールところ

対象者

市内在住または通園で、

平成21年4月2日～平成22年

4月1日に生まれた方

内 容

劇団かかし座

「 」影絵劇 長靴をはいた猫

無料入場料

生涯学習課問合せ

〈猿島公民館内〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

※市内の幼稚園・保育園・

認定こども園に通園され

ている方は、各園へお問

い合わせください。

能楽堂に足を運んで、能

を鑑賞してみませんか。

12月19日(土)と き

正午開演

午前9時集合・出発

岩井公民館

宝生能楽堂ところ

公演内容

能「巻絹 「忠信 「葛」 」

城 「船弁慶 、狂言「胸」 」

突 「福の神」」

6,000円参加費

（入場料・弁当代）

※公演前日からキャンセル

料が発生します。

対象者

事前講習(全3回)に参加

できる方

【日時】

11月11日(水)・18日(水)、

12月3日(木) 午後7時～9時

岩井公民館【場所】

下掛宝生流能楽師【講師】

梅村昌功先生

40人(先着順)募集人数

10月5日(月)申込開始

午前9時～

申込・問合せ

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

平成27年10月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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