
平成27年10月施行の社会

保障・税番号制度（マイナ

ンバー制度）により、住民

基本台帳カードについて

は、本年12月末を持って交

付が終了し、来年1月から

個人番号カードの交付及び

新たな公的個人認証サービ

スの電子証明書の発行が開

始されます。

新たな電子証明書が標準

的に搭載される個人番号

カードの交付申請は平成27

年10月から可能で、平成28

年1月以降に交付されるこ

ととなっていますが、制度

開始直後は多くの交付申請

が集中し、カード作成に時

間を要することから、交付

が平成28年3月までずれこ

むことも考えられます。

現行の住民基本台帳カー

ドに搭載された公的個人認

証サービスの電子証明書の

有効期間は、発行の日から

3年間ですが、有効期間が

満了しますと電子証明書が

失効し、国税の申告等の行

政機関への電子申請ができ

なくなります。有効期間満

了間近の利用者で更新を希

望される方、平成28年2月16

日からの確定申告をE-Tax

で確実に行いたい方は、

平成27年12月22日までに住

民基本台帳カードによる電

子証明書の更新手続きを行

うことをお勧めします。

なお、現行の電子証明書

の更新手続きは有効期間満

了日の3か月前からとなっ

ていますが、3か月以上前

から手続きを行うことも可

能です。

更新を希望される方は、

市民サービス課窓口でお手

続きをお願いします。

手続期限

12月22日(火)

午後5時まで

※午後5時以降は、住民基

本台帳カードに搭載され

る電子証明書の発行及び

更新を行うことはできま

せん。時間に余裕を持っ

てお越しください。

問合せ

市民サービス課

岩井仮設庁舎／内線1722
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可燃ごみの収集日となっている地区では11月23日(月)〈勤労感謝の日〉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）

【 休止日時 】 １２月１２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。

※雨天時には延期する場合もあります。

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



全国瞬時警報システムと

は、内閣官房や気象庁が発

表する緊急避難を必要とす

る緊急地震速報、弾道ミサ

イル発射情報等を市の情報

メールを利用して伝達する

システムです。

このシステムを利用し

11月25日(水)午前11時て、

全国一斉に伝達訓練が実施

されます。市の情報メール

に登録している方は、実際

の災害等とお間違いのない

ようご注意ください。

★市の情報メールへの登録

は下記から！

▼パソコン用アドレス

http://www.city.bando.

lg.jp/mail_service/

▼携帯電話用ＱＲコード

問合せ

交通防災課

岩井第三分庁舎／内線1474

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2期分の納付書

を11月中旬に送付しますの

で、11月30日(月)の納期限

までに納付してください。

なお、台風18号等により

被害に遭われた方は、損害

の状況により県税の救済措

置がありますので、お問い

合わせください。

問合せ

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

今般の災害により、国税

についての申告、申請、請

求、納税などを期限までに

できないときは、所轄税務

署長へ申請することによ

り、次のような期限の延長

や納税の猶予などができる

場合があります。

①申告、納付などの期限延

長 （国税通則法第11条）

②納税の猶予

（国税通則法第46条）

③予定納税の減額

（災害減免法または

）所得税法第111条

④所得税の軽減免除等

（災害減免法または

）所得税法第72条等

⑤相続税・贈与税の軽減・

（ ）免除 災害減免法

⑥源泉所得税の徴収猶予ま

（ ）たは還付 災害減免法

⑦災害等による消費税簡易

課税制度（不適用）届出

に係る特例

（ ）消費税法第37条の2

⑧納税証明書の無料発行

（国税通則法施行令

）第42条第4項

※詳細については、関東信

越国税局ホームページを

ご覧いただくか税務署へ

お問い合わせください。

古河税務署問合せ

0280-32-41615

※自動音声でご案内します。

＊関東信越国税局

ホームページ

http://www.nta.go.jp/

kantoshinetsu/

個人事業者を対象に、青

色決算書の作成方法や注意

点などについて、税務署職

。員や税理士がご説明します

①営業所得者

12月3日(木)と き

午前10時～正午

②農業所得者

12月8日(火)と き

午後2時～4時

【 ①②共通事項 】

境町中央公民館ところ

〈境町395-1〉

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

※自動音声でご案内します。

お知らせ版 平成27年11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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かわいい子どもたちに囲

まれて、あなたの資格を活

かしてみませんか。

応募資格

保育士資格･幼稚園教諭免

許をお持ちの64歳以下の方

勤務先

認定こども園ふたば

〈岩井2211-25〉

認定こども園ひまわり

〈辺田1188-3〉

勤務日時

月曜～土曜のうち5日間

1日 7時間45分勤務

(午前7時～午後7時の間)

6人募集人数

日額 7,700円賃 金

雇用期間

平成27年12月1日～

平成28年3月31日(更新有)

申込書類

臨時職員等登録申込書、

市販の履歴書（写真貼付・

本人自筆 、保育士証また）

は幼稚園教諭免許の写しま

たは資格取得見込証明書

※申込書は市ホームページ

からもダウンロードでき

ます。

申 込

総務課

岩井仮設庁舎／内線1296

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2217

戦没者等の死亡当時のご

遺族で、平成27年4月1日現

在、公務扶助料や遺族年金

を受け取る方がいない場

合、特別弔慰金が支給され

ます（額面25万円・5年償

還の記名国債 。）

これまで特別弔慰金の請

求窓口は、児童福祉セン

ターと社会福祉課(猿島庁

舎)で行ってきましたが、

12月1日から社会福祉課に

統一となりますので、ご注

意ください。

請求期限

平成30年4月2日まで

問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2220

お知らせ版 平成27年11月5日号
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窓口用封筒に有料広告を掲載しませんか

「窓口用封筒」(住民票や納税証明書などを持ち帰るためにご利用いただく封筒）に

掲載する有料広告を募集します。新たな広告媒体として、ぜひご活用ください。

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・五霞町・申込資格

八千代町・野田市に住所または事業所がある方

販売促進や従業員募集。政治・宗教活動、意見広告、公の掲載内容

秩序や善良の風俗に反するものは掲載できません。

窓口用封筒(裏面)１色刷り 縦3cm×横 9cm枠規 格

40,000円（40,000枚印刷）掲 載 料

※広告のデザイン作成は申込者負担。

※封筒の使用時期は平成28年1月以降、約1年間を予定。

11月9日(月)～30日(月)申込期間

管財課（岩井第二分庁舎／内線1243）申込・問合せ 広告は裏面に掲載します



農産物直売所「めぐみの

里さしま」では、地域の活

性化を図るため運営管理組

合を組織し、会員の皆さん

が地元で採れた旬の新鮮野

菜などを出荷・販売してい

ます。

市内で農業を営んでいる

野菜農家の方を優先に、新

たに会員を募集します。あ

なたの作った野菜を直売所

で販売してみませんか。

詳細については、お問い

合わせください。

20,000円入会金

5,000円年会費

11月30日(月)まで申込期限

問合せ

農産物直売所

「めぐみの里さしま」

0297-44-05305

入館者に対する展示品・

資料の解説、館内の案内、

入場券売・改札などを行う

。非常勤嘱託員を募集します

若干名採用人数

雇用期間

平成28年4月1日～平成29

年3月31日（4回まで更新可）

※平成28年3月中におおむね

15日間の事前研修を実施

します。

勤務日時

週4日交替制

午前9時～午後5時15分

（土曜・日曜・祝日も勤務

対象、有給休暇あり）

給 与

月額145,000円

（通勤手当・賞与あり）

応募方法

履歴書(写真を貼付)、志

望動機についての作文(原

稿用紙2枚、800字以内)、

結果通知用返信封筒(宛名

を記入し 92円切手を貼付)、

を持参または郵送してくだ

さい。郵送の場合は封筒に

「ミュージアムコンパニオ

ン応募書類在中」と朱書き

し 「簡易書留」等確実な、

方法をとってください。

申込期間

12月1日(火)～

平成28年1月5日(火)

申込・問合せ

茨城県自然博物館管理課

0297-38-20005

＊ホームページ

http://www.nat.museum.

ibk.ed.jp/

5人募集人数

期 間

平成28年4月1日～

平成29年3月31日

対象者

60歳くらいまでの社会人

内 容

駐屯地の諸行事に対する

参加、意見要望の聴集、駐

屯地モニター会議への参加

等

12月25日(金)まで申込期限

申込・問合せ

陸上自衛隊古河駐屯地

広報班

0280-32-41415

一般の高校と同じ学科を

学ぶため、3年間の教育が

修了したときは、高校の卒

業資格を取得できます。

応募資格

中卒(見込含)の17歳未満

の男子

試験日

▽推薦

平成28年1月10日(日)～

12日(火)のいずれか1日

▽一般（1次試験）

平成28年1月23日(土)

生徒手当

月額96,000円

（期末手当あり）

申込期限

▽推薦

12月4日(金)まで

▽一般

平成28年1月8日(金)まで

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

お知らせ版 平成27年11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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聴覚障がいのある子ども

たちが学習する聾学校の授

業を公開します。

11月30日(月)と き

午後1時25分～3時

県立霞ヶ浦聾学校ところ

〈阿見町上長3-2〉

対象者

どなたでも参加できます

内 容

幼稚部、小学部、中学部

の授業公開

申込方法

事前にＦＡＸまたは電話

でお申し込みください。

11月25日(水)まで申込期限

申込・問合せ

県立霞ヶ浦聾学校

029-889-1555／5

FAX 029-889-2413

県では、職員住宅跡地な

ど、現在は利用していない

施設の土地や建物を個人の

方や法人へ売却していま

す。これらの土地・建物は

「住宅や事務所」として利

用できる物件となってお

り、権利関係も整理されて

いますので、安心してご購

入いただけます。先着順の

売却となりますので、まず

はお問い合わせください。

詳しい情報は、インター

ネット「茨城県 県有地売

ろ う 却」で検索可能です。

【坂東市の売却物件】

所 在

坂東市逆井字喜五郎山

2871-260

2,469㎡面 積

1,703万円価 格

学校用地地 目

県総務部管財課問合せ

029-301-23805

休館期間

11月30日(月)～12月7日(月)

※月曜は定期休館日です。

問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

行政に関する皆さんのご

意見・ご要望を受け付け、

これらの解決や実現の促進

を図るため相談所を開設し

ます。お気軽にご相談くだ

さい （予約不要・相談無。

料・秘密厳守）

11月26日(木)と き

午前10時～午後3時

下妻公民館ところ

〈下妻市本城町3-36〉

問合せ

茨城行政評価事務所

行政相談課

029-221-33475

法テラス茨城では、資力･

資産が法テラスの基準に該

当する個人の方(※例)を対

象に、弁護士による無料法

律相談を行います。法的ト

ラブルでお困りの方、どう

。ぞお気軽にご利用ください

事前予約が必要ですので、

まずはお電話でお問い合わ

せください。

※基準例

手取り月収(賞与含む)

が、単身者の場合は182,000

円以下、3人家族の場合は

272,000円以下等

11月19日(木)と き

午後1時～4時

坂東市役所ところ

岩井附属庁舎

（ ）定 員 5人程度 先着順

申込・問合せ

法テラス茨城

0503383-53905

(平日午前9時～午後5時)

お知らせ版 平成27年11月5日号
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ご相談ください



マリッジサポーターが、

市町村と協力して地域密着

型のきめ細かな結婚相談を

行い、結婚を希望する若者

同士の出会いをお手伝いし

ます。

12月6日(日)と き

午前10時～午後3時30分

ところ

古河中央公民館会議室

〈古河市下大野2248〉

20人定 員

申込期間

11月21日(土)～30日(月)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポー

ター県西地域活動協議会

▽神原 090-4366-29765

▽野口 090-1100-13165

▽石塚 080-4860-91135

（ ）受付は正午～午後7時

＊メールアドレス

yui0104@outlook.com

※メールでお申し込みされ

る場合は、氏名・性別・

生年月日・住所・電話番

号を明記してください。

標本をさわって自然を身

近に感じてみよう。どなた

でも楽しんでいただけま

す。障害者手帳をお持ちの

方は入館無料です （付き。

添いの方は1人まで無料）

と き

11月21日(土)～

12月9日(水)の開館日

午前9時30分～午後5時

茨城県自然博物館ところ

企画展示室

内 容

☆手で感じる

動物の毛皮やバードカー

ビング（鳥類模型 、昆虫）

や植物の拡大模型、恐竜の

化石などにさわってみよ

う。木のパズルで遊ぼう。

☆耳で感じる

動物の声あてクイズで鳴

き声を聞いてみよう。

☆鼻で感じる

植物のにおいをかいでみ

よう。

☆海の生きものタッチング

磯の生物にさわってみよ

う （午前11時～正午、午。

後2時～3時）

茨城県自然博物館問合せ

0297-38-20005

お知らせ版 平成27年11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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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 12月 2日(水)・9日(水)〈全2回〉

11月16日(月)
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 12月 5日(土) 午前10時～正午 10人 500円

電話受付
布草履 12月 8日(火) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

〈先着順〉
12月 9日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

12月12日(土) 10人 1,000円とんぼ玉 午後1時30分～3時30分

12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

講座やイベント



公民館講座 受講生を募集します

★ 岩井公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等
近年の災害や

12/12(土)
－

ふるさとの
午前9時～11時

昔の言い伝えから 山﨑正巳 30人
学びましょう

災害の記憶

12/23(水・祝) 手作りの玄関飾り
正月の玄関飾り 小川 實 15人 500円

午前9時～11時30分 にチャレンジ

お正月を華やかに
12/26(土)

正月用の生花 木村宝節 20人 2,000円
午前9時30分～正午

彩る花を生けま
しょう

倉持裕加里
初めての 1/10･1/17･1/24・ 小学校入学前に

－ひらがな 1/31・2/7 各日曜日 ひらがなの勉強の
片庭晴美

40人
〈全5回〉 午前9時～11時 お手伝いをします

★ 猿島公民館 ★

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等

ソフト粘土でお正月ソフト粘土 11/27･12/11･12/25
クラフト 各金曜日 皆川真理子 10人 2,300円

飾りを作ります
〈全3回〉 午前10時～正午

各 1回
ガーデニング 11/27･12/25･1/29 クリスマスやお正月、

10人 2,000円
｢季節を感じる寄せ 各金曜日 春を彩る寄せ植えを 佐々木哲樹
植え｣ 全3回※ 午後7時～9時 作ります〈 〉

12/10･12/17･12/24 地元産常陸秋そばで
手打ちそば 1回

〈全3回〉
各木曜日 本格的な手打ちそば 倉持 豊 12人

1,300円
午後6時～9時30分 を打ってみませんか

各 1回
生活に役立てる 12/17･1/21･2/18 バスソルト、ルーム

10人 1,500円
アロマセラピー 各木曜日 スプレー、美容オイ 張替友美

全3回※ 午後7時～9時 ルを作ります〈 〉

各 1回
お灸で健康づくり

12/17･1/21･2/18 お灸で不眠症対策、

10人 400円
｢自宅でお灸に

各木曜日 記憶力･暗記力アッ 張替健志
午後2時～4時 プ、肩こり解消！

よるセルフケア｣
〈 〉全3回※

※印の講座については、1回のみの参加もできます。

★ 申し込みについて ★

市内在住・在勤の方対 象 者

（初めてのひらがなは、平成28年4月に小学校に入学する方）

無料（材料費は個人負担）受 講 料

11月10日(火)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉申込開始

申し込みが少ない場合は講座を取りやめることがありますので、ご了承ください。※

岩井公民館講座については（ 0297-35-8800）申込・問合せ 5

猿島公民館講座については（ 0297-44-3154／0280-88-0835）5

お知らせ版 平成27年11月5日号
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11月18日(水)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

2,500円参加費

（昼食代含む／当日徴収）

30人（先着順）募集人数

11月9日(月)～申込開始

※午前9時～午後9時（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

絵画、書道、手工芸、写

真など、子どもたちや市民

の皆さんの作品を展示しま

す。フリーマーケットも開

催しますので、ぜひご来場

ください。

★作品展

と き

11月13日(金)～15日(日)

午前9時～午後8時

※15日は午後4時まで

総合体育館ところ

岩井公民館

★フリーマーケット

と き

11月14日(土)・15日(日)

午前10時～午後3時

岩井公民館前ところ

生涯学習課問合せ

〈猿島公民館内〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

芸術部による絵画、書道

作品を展示します。

と き

12月1日(火)～6日(日)

午前9時～午後5時

※最終日は午後4時まで。

古河街角美術館ところ

〈古河市中央町2-6-60〉

無料入場料

問合せ

県立境特別支援学校

0280-87-82315

【 作 品 展 】

◆絵手紙友好会

絵手紙友の会

絵手紙遊心会

と き

11月23日(月･祝）～

12月6日(日)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

◆おやき作り教室

12月1日(火)と き

午後1時30分～3時30分

700円教材費

16人（先着順）募集人数

エプロン、三角巾持ち物

◆キムチ作り教室

12月6日(日)と き

▽午前の部

午前9時30分～正午

▽午後の部

午後1時30分～4時

600円教材費

各20人(先着順)募集人数

エプロン、三角巾持ち物

【申込･問合せ･開催場所】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

平成27年11月5日発行 ■坂東市秘書広聴課■

地方税 ＝ 地豊税
11月11日(水)～17日(火)は税を考える週間です

ほう

～地方税は地方を豊かにする税です～
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