
現在ご加入の県民交通災

害共済期間は、3月31日で

終了します。加入手続きが

お済みでない方は、交通防

災課･窓口センター〈猿島庁

。舎〉で受付を行っています

お早めにご加入ください。

※会員証は申し込みの際に

お渡しします。

一 般：900円会 費

中学生以下：500円

交通防災課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1475

①寝たばこは、絶対にやめ

ましょう。

②ストーブは、燃えやすい

ものから離れた位置で使

用しましょう。

③ガスコンロ等のそばを離

れるときは、必ず火を消

しましょう。

坂東消防署予防係問合せ

0297-35-21295
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★中ノ台市民農園（山2177-110）

面積30㎡の区画

募集数:32区画

使用料:3,300円(年額)

面積60㎡の区画

募集数:5区画

使用料:5,500円(年額)

★ふれあい農園（辺田1237-3）

面積40㎡の区画

募集数:3区画

使用料:5,500円（年額）

4月1日～平成29年3月31日まで利用期間

農業者以外で野菜・草花等の栽培に意応募資格

欲のある方（ふれあい農園は市内在住

の方に限ります ）。

3月30日(水)まで申込期限

農政課（猿島庁舎／内線2256）申込・問合せ

可燃ごみの収集日となっている地区では3月21日(月)〈振替休日〉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）



母子家庭・父子家庭・両

親のいない児童を養育して

いる方の就学上の不安解

消、福祉増進のために学資

金を支給しています。

4月に小学校に入学される

お子さんのいる方または受

給資格があるのにまだ学資

金を受けていない方は、お

早めに申請してください。

学資金を現在受けている

方で、新たに小学校に入学

、されるお子さんがいる方は

4月の現況届の際に金額変更

の手続きをしてください。

新規申請に必要なもの

○印鑑

○申請者名義の通帳

○交通事故が確認できる書

類の写し(交通遺児学資

金のみ)

○本籍が坂東市以外の場合

は、申請者及び児童の戸

籍謄本(交通遺児学資金

のみ)

学資金の対象児童

（小学1年生～

中学3年生修了まで）

○両親または一方の親が死

亡した児童

○父母が婚姻を解消した児童

○両親または一方の親の生

死が明らかでない児童

○両親または一方の親に重

度障がいのある児童

○その他上記に準ずる場合

※事実婚（婚姻をしていな

くても同居・生活費の援

助・頻繁な訪問がある場

合）は受けられません。

（ ）支給月額 児童1人につき

○母子家庭等児童学資金

2,500円

○交通遺児学資金

（ ）交通事故が原因の場合

5,000円

※所得制限はありません。

★受付は随時行っています

が、申請した翌月からの

支給になりますので3月中

に申請してください。申

請をしないと対象として

認定されませんのでご注

意ください。

申請場所

子育て支援課または児童

福祉センター(岩井)で手続

きしてください。

子育て支援課問合せ

猿島庁舎／内線2215

◆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

除く)(ゆうちょ銀行を

※特定疾患登録証は、難病

制度の改正に伴い廃止と

なり、手当の対象にはな

りません。

3月31日(木)まで申請期限

◆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)

※今回の申請対象は、平成

27年3月分～平成28年2月

分です。

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～平成28年2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)

3月31日(木)まで申請期限

問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2219

お知らせ版 平成28年3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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心身に障がいのある方が

運転（所有）する自動車、

障がいのある方のために生

計を共にする方が運転（所

有）する自動車、障がいの

ある方のために常時介護す

る方が運転する自動車につ

いて、一定の要件に該当す

れば申請により自動車税が

減免されます。

減免の対象となる自動車

は、普通自動車と軽自動車

を合わせて、障がいのある

方１人につき１台です。

減免の要件、申請期限等

については、次までお問い

合わせください。

問合せ

▽普通自動車について

筑西県税事務所収税第二課

0296-24-91905

▽軽自動車について

課税課

岩井仮設庁舎／内線1758

市民バレーボール連盟、

家庭婦人バレーボール連

盟、ソフトバレーボール連

盟が平成28年度に主催する

大会に出場するには、登録

が必要です。忘れずに登録

してください。

3月17日(木)と き

午後6時30分～

ところ

岩井公民館会議室1･2

登録資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチームで、参加者

はスポーツ傷害保険に加入

していること

1団体 1,500円登録料

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 平成28年3月3日号

3

児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額が変更になります

月から手当の支給額が全国一律で変更になります。8月期（4月分～7月分）4

支払から適用されます。

■児童扶養手当（月額）

3月分まで 4月分以降

42,000円 42,330円全部支給

9,910円～41,990円 9,990円～42,320円一部支給

※上記の額に児童2人目の場合は5,000円加算、児童3人目以降は3,000円

ずつ加算されます。

■特別児童扶養手当（月額／児童1人あたり）

3月分まで 4月分以降

51,100円 51,500円1級

34,030円 34,300円2級

※児童の障がい認定にあたっては、有期(期間)が設けられています。有期

が到来する場合、有期の月またはその前月中に診断書等必要な書類を添

えて提出してください。

子育て支援課（猿島庁舎／内線2215）■問合せ



総合体育館改修工事のた

め、下記の期間、体育館・

卓球場・武道場・トレーニ

ング場のご利用ができなく

なります。ご利用の皆さん

には大変ご不便をおかけし

ますが、ご理解とご協力を

お願いします。

期 間

平成28年3月21日～

（ ）平成29年3月末 予定

問合せ

生涯学習課国体推進室

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

県では、平成16年度から

公募により「茨城県男女共

同参画推進員」を委嘱し、

県内各地域で茨城県男女共

同参画推進条例の基本理念

などの普及啓発を図ってい

ます。県の取組みにご協力

いただける方で、応募資格

を満たす方ならどなたでも

ご応募できます。

応募資格

県内在住の20歳以上の方

(男女は問いません)。ただ

し、地方公共団体の長及び

議会議員は推進員になるこ

とはできません。

活動内容

▽地域情報の提供、広報誌

の配布等啓発活動

▽「男女共同参画推進月間」

等での啓発協力

▽男女共同参画に関する相

談窓口などの紹介

▽アンケート調査など地域

での各種自主活動

2年間委嘱期間

(委嘱日～平成30年3月31日)

応募方法

所定の申込書及びレポー

ト(テーマ｢男女共同参画を

推進するための必要な取組

みについて」400字以上／

様式は任意）を下記まで郵

送してください。申込書は

県ホームページからダウン

ロードできます。

3月18日(金)まで募集期限

応募・問合せ

〒310-0011

水戸市三の丸1-7-41

茨城県知事公室女性青少年課

女性プラザ男女共同参画

支援室

029-233-39825

*ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/bugai/josei/danjo/sonota-

suishin.html

普段は職場で働いたり、

学校で学びながら、必要な

技能取得のために武山駐屯

地〈横須賀市〉で訓練を行

い、その後予備自衛官とし

て任用されます。

◎一般公募

応募資格

平成28年7月1日現在、18

歳以上34歳未満の方

◎技能公募（医療・語学・

）車両整備・情報処理など

応募資格

平成28年7月1日現在、18

歳以上55歳未満の方（保有

する資格免許により異なり

ます）

【 共 通 事 項 】

試験日

4月15日(金)～19日(火)

までのいずれか1日

4月8日(金)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

応募資格

平成29年4月1日現在、次

のいずれかに該当する方

①20歳以上26歳未満で大学

卒業程度の学力を有する

方（22歳未満は大卒また

は大卒見込みの方）

②28歳未満で大学院の修士

課程を修了または修了見

込みの方

5月14日(土)第１次試験

※飛行要員は5月15日(日)

もあり。

5月6日(金)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

お知らせ版 平成28年3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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◇総合職試験

(院卒者･大卒程度)

(インターネット)受付期間

4月1日(金)～11日(月)

5月22日(日)第１次試験

◇一般職試験(大卒程度)

(インターネット)受付期間

4月8日(金)～20日(水)

6月12日(日)第１次試験

◇一般職試験

）(高卒者･社会人(係員級)

受付期間

(インターネット)

6月20日(月)～29日(水)

(郵送・持参)

6月20日(月)～22日(水)

9月4日(日)第１次試験

※総合職試験及び一般職試

験(大卒程度)の申し込み

はインターネットにより

行ってください。

人事院関東事務局問合せ

048-740-20065

＊ホームページ

http://www.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm

ＪＩＣＡボランティア

(青年海外協力隊／日系社

会青年ボランティア／シニ

ア海外ボランティア／日系

社会シニア・ボランティ

ア）の募集を4月1日から5

月9日まで行います。

開発途上国で活動する

ＪＩＣＡボランティアの制

度や内容について説明会を

行います。ボランティアに

、 、 、は技術系 医療系 教育系

業系、スポーツ系など様農

々な職種があります。説明

会は予約不要で、当日の入

退場も自由です。お気軽に

ご参加ください。

◆水戸会場

4月17日(日)と き

午後2時～

ところ

水戸市国際交流センター

◆つくば会場

4月23日(土)と き

午後2時～

ところ

ＪＩＣＡ筑波国際センター

【 共 通 事 項 】

無料参加費

問合せ

青年海外協力隊ＪＩＣＡ

事務局募集課

03-5226-98135

＊ホームページ

www.jica.go.jp/volunteer/

お知らせ版 平成28年3月3日号

5

子宮がん・乳がん集団検診の申込受付

実施日 申込開始実施会場

3月 4日(金)～
猿島保健 4月 5日(火)･ 6日(水)･

センター 7日(木)

3月 8日(火)～
4月 8日(金)･11日(月)･

12日(火)

3月10日(木)～
岩井保健 4月13日(水)･14日(木)･

センター 15日(金)

3月11日(金)～
4月21日(木)･22日(金)･

25日(月)･26日(火)

子宮がん検診：20歳以上の女性の方対象者

乳 が ん 検 診：30歳以上の女性の方

※乳がん検診では、30歳代と40歳以上の奇数年齢

の方は超音波検査、40歳以上の偶数年齢の方は

マンモグラフィ検査を行います。4月21日(木)

は子宮がん検診と超音波検査となります。

500円検診負担金

（70歳以上の方は無料）

申込・問合せ

健康づくり推進課

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215



いのちの電話は、自殺予

防を目的に、助けや慰め、

励ましを求めている一人ひ

とりと対話をするボラン

ティア活動です。365日、

24時間体制で、電話での相

談を受けています(相談電

話: 029-855-1000)。あな5

たもボランティア相談員に

なって、いのちの電話の活

動に参加しませんか。

応募資格

いのちの電話の趣旨に賛

同し、24時間受信体制での

活動に積極的に参加できる

23歳～63歳の方で、所定の

研修に必ず参加できる方

(受講料・宿泊費等がかか

ります)

40人程度募集人数

5月9日(月)まで募集期限

申込・問合せ

茨城いのちの電話事務局

029-852-85055

真剣に結婚を考えている

方が、理想のパートナーに

出会えるよう、結婚相談推

進員や結婚相談員が相談・

助言・仲介などを無料で行

っています。相談をご希望

の方は、秘書広聴課へご予

約ください。

◆女性大歓迎！お気軽にご

相談ください （再婚の。

。 。）相談も可 60歳代まで

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

結婚相談室ところ

〈岩井附属庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井仮設庁舎／内線1222

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。

（要予約）

と き

4月13日(水)、5月11日(水)

6月 8日(水)、7月13日(水)

8月10日(水)、9月14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

申込期限

相談会の前日まで

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

茨城県の犬の殺処分頭数

は、平成24年度まで8年連

続で全国ワースト１であ

り、平成25年度以降も依然

として多い状況が続いてい

ます。

パネル展を通して、動物

たちのために私たちができ

ることを改めて考えてみま

せんか。

と き

3月11日(金)～21日(月･祝)

〈14日(月)は休館〉

市民音楽ホール内ところ

アトリウム

展示内容

捨てられたり逃げ出した

りして茨城県動物指導セン

ターに収容された犬猫たち

の写真など

無料入場料

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

お知らせ版 平成28年3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

ご相談ください



▼どんぐり教室油絵展

余暇を利用し、絵を描く

ことが好きな者同士が集ま

り、楽しみながら描き上げ

た油絵を展示します。

と き

3月25日(金)～31日(木)

午前9時～午後5時

※25日は午後1時から、

31日は午後3時まで

〈28日(月)は休館〉

主 催

どんぐり教室

問合せ

倉持

0297-39-23235

陶芸教室会員が制作した

作品を展示します。

来場された方に、会員か

ら心ばかりの品をご用意し

ています（数に限りがあり

ます 。皆さん、ぜひご来）

場ください。

と き

3月24日(木)～29日(火)

午前10時～午後3時

〈28日(月)は休館〉

ところ

岩井福祉センター｢夢積館｣

問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所

0297-35-48115

◆切り絵同好会作品展

と き

3月11日(金)～23日(水)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

◆講座成果発表会

日々練習に励み、学んだ

成果をぜひご覧ください。

3月27日(日)と き

午前10時～午後4時

内 容

、▽午前:神田ばやし､太極拳

３Ｂ体操、コーラス

▽午後:カラオケ

問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005
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教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

①～④は、3月15日(火)① スラッシュ 4/5(火)･4/12(火)
10人 1,500円

午前9時から電話で先着キルト 〈全2回〉

順に受け付けします。② 布ぞうり 4/6(水) 10人 400円

③ さるぼぼ作り 4/8(金) 10人 500円
⑤～⑦は、はがきに教4/13(水) 10人 1,000円
室名･郵便番号･住所･氏④ とんぼ玉 4/16(土) 10人 1,000円
名･電話番号･携帯番号4/20(水) 10人 1,000円
を記入のうえ郵送して

⑤ 裂き織り
4月～7月の

ください。3月15日(火)毎月第1・第3木曜日
6人 1,600円

必着。応募多数の場合⑥ エコクラフト 毎月第3木曜日(年間) 10人 1,000円
抽選。⑦ 竹工画 毎月第1・第3火曜日(年間) 10人 2,500円

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

開催場所・申込・問合せ

〒306-0656 坂東市寺久1353-1

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 エコクラフト
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足腰の衰えは老化の始ま

りです。ノルディック･ウ

ォーキング、ポール･ウォ

ーキングで健康寿命を伸ば

しましょう！

※ノルディック･ウォーキ

ング、ポール･ウォーキ

ングとは、両手に2本の

ポールを持ち、地面を突

きながら歩く有酸素運動

です。

と き

4月6日･13日･20日･27日

の毎週水曜日〈雨天中止〉

午前10時～正午

総合体育館前集 合

対象者

坂東市民の方ならどなた

でもＯＫです！

200円／月参加費

（用具代ほか）

10人（先着順）募集人数

申込・問合せ

坂東市ノルディック・

ウォーキング普及市民会議

近藤剛彦

080-1087-19175

3月27日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

市内在住・在勤の方で、

スポーツ傷害保険に加入し

ていること

参加費

１チーム15,000円

（参加費10,000円＋

）登録費5,000円

申込期間

3月4日(金)～11日(金)

※申込用紙は、総合体育館

事務室にあります。

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

平成28年3月3日発行 ■坂東市秘書広聴課■

第７回 坂東さくらまつり

「岩井公民館駐車場」と「逆井城跡公園」で同時開催します。市民の皆さん手作

りの模擬店や太鼓、お囃子、ダンス披露、ヘリコプター遊覧飛行など、見どころ

いっぱいの催しが満載です。ぜひ２会場をめぐって春爛漫の景色とにぎわいをお楽

しみください。

※八坂公園と逆井城跡公園の桜の開花にあわせて、ライトアップします。

4月2日(土)･3日(日) 午前10時～午後4時と き

岩井公民館駐車場・逆井城跡公園ところ

坂東さくらまつり運営委員会事務局問合せ

岩井臨時庁舎 商工観光課内／ 0297-20-86665
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