毎年ご協力いただいてい
る日赤社資・社協会費を一
緒に募集します。6月中に
班長さんが各戸にお伺いし
ますので、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
問合せ
▽日赤社資
社会福祉課
猿島庁舎／内線2219
▽社協会費
坂東市社会福祉協議会
● 本所〈岩井福祉センター
夢積館内〉
5 0297-35-4811
● 支所〈猿島福祉センター
ほほえみ内〉
5 0297-44-2943
0280-88-1000

井戸水は、雨や周囲の環
境による影響を受けやす
く、市内にある井戸の4割
超が水道法に定める水質基

準に適合していません。市
では、安心して使用できる
水道への切り替えをお勧め
しています。宅地内にメー
ターボックスが設置されて
いて給水可能なお宅では、
宅内工事をすればすぐに水
道がご利用になれます。
工事に関しては、坂東市
水道事業指定給水装置工事
事業者へご依頼ください。
※工事事業者は、市ホーム
ページをご覧ください。
問合せ 水道課
5 0297-35-2114

悪質な業者から金銭や甘
い言葉（うまい話）で土地
利用を求められ、安易に同
意してしまった結果、大切
な土地に廃棄物を不法投棄
されたり、質の良くない残
土を埋め立てられる事案が
発生しています。
こうした被害を防ぐため
には 、「うまい話があって
も、安易に土地を貸さない」

という意思を持つことが必
要です。
また、遊休地にいつの間
にか不法投棄されていたと
いう事例もあります。道路
から奥まった人目につきに
くい土地、手入れが行き届
かない土地などが狙われて
います。定期的な見回り、
進入防止柵や不法投棄禁止
などの警告掲示板の設置が
有効です。
地域ぐるみで監視の目を
光らせ、不法投棄をさせな
い環境づくりに努めましょ
う。
※不法投棄・野焼きを
見つけたら
不法投棄１１０番↓↓
０１２０いつもみんなでむらなくみはれ

５ ３ ６ - ３ ８ ０
問合せ
▽生活環境課
岩井第三分庁舎／内線1452
▽茨城県廃棄物対策課
5 029-301-3033
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障害者緊急通報システム
電話による119番通報が
困難な方が、携帯電話やス
マートフォンのインター
ネットを利用して、素早く
救急車や消防車を呼ぶこと
ができます。
利用には、事前の登録が
必要です。登録の際には、
使用する携帯電話またはス
マートフォン、身体障害者
手帳をお持ちください。
対象者
身体障害者手帳をお持ち
の聴覚や言語に障がいのあ
る方で、携帯電話やスマー
トフォン等インターネット
端末をお持ちの方
登録料 無料
※利用した際の通信料のみ
ご負担いただきます。
申込・問合せ
社会福祉課
猿島庁舎／内線2220

NET119
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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。
なお、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
受け ていない方
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28年4月1日以降に着
手し、平成29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
工事金額

助成制度
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
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10万円以上
100万円未満
100万円以上

助成額

対象工事費
の10％の額
(※)
10万円

※1,000円未満切り捨て
申込・問合せ
商工振興課
岩井臨時庁舎／内線3503

6月 分からの児童手当・
特例給付を受けるには、現
況届の手続きが必要です。
手続きをしないと6月分以
降の手当が受けられなくな
りますので、必ず手続きを
してください。

手続きの方法
手続きが必要な方には、
児童手当・特例給付現況届
を6月中旬に郵送します。
必要事項を記入し、提出書
類といっしょに同封の封筒
で返送してください 。（公
務員の方は勤務先にご確認
ください 。）
提出書類
○児童手当･特例給付現況届
○社会保険加入者の方は、
受給者（保護者）の健康
保険被保険者証コピー
（ 余白に勤務先名を記入 ）
○平成28年1月1日時点で坂
東市に住所がなかった方
は、平成28年度児童手当
用所得証明書（平成28年
1月1日の住所地発行）
○外国人の方は、在留カー
ド等コピー
○受給者と児童が別居して
いて、児童の住所地が市
外の場合は、児童を含む
世帯全員の住民票
問合せ 子育て支援課
猿島庁舎／内線2215
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7月 5日(火)

検査項目
一般細菌、大腸菌、亜硝
酸態窒素、硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素、鉄、塩化物
イオン、カルシウム･マグネ
シウム(硬度)、有機物(全有
機炭素〈TOC〉の量)、ＰＨ値
(水素イオン濃度)、味、臭
気、色度、濁度
検査料金
5,150円（税込）
検査結果
8月中旬に郵送
申込期間
6月6日(月)～17日(金)
申込・問合せ
生活環境課

7月 6日(水)

岩井第三分庁舎／内線1453

飲用水としてご利用され
ている井戸水の水質検査を
実施します。検査を希望す
る方はお申し込みください。
各地区採水日(時間不定)
地 区 名
岩 井
辺田・鵠戸
みどり町 あ
中川・長須
七 郷
神大実
弓馬田・飯島
七重
猿島地域

採 水 日
6月27日(月)
6月28日(火)
6月29日(水)
6月30日(木)
7月 4日(月)

農業者年金受給権者現況
届により、受給資格の確認
を行います。該当される方
は、農業者年金基金から郵
送された「現況届」に必要
事項を記載のうえ、 6月30
日(木)まで に、農業委員会
事務局（猿島庁舎）または
市民サービス課（岩井仮設
庁舎）に提出してください。
問合せ
農業委員会事務局
猿島庁舎／
内線2231

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27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
岩井地域
猿島地域
(参考)坂東市平均
２

畑(普通畑)の部
地域
岩井地域
猿島地域
(参考)坂東市平均

平均額(円)
16,100
12,700
15,300

最高額(円)
21,000
18,000

最低額(円)
8,800
10,500

データ数(筆数)
119
37
156

平均額(円)
10,200
10,000
10,200

最高額(円)
16,100
15,800

最低額(円)
4,500
6,600

データ数(筆数)
223
10
233

※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
ください。
《問合せ》 農業委員会事務局（猿島庁舎／内線2231）
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と

き

7月10日(日）
午前8時30分～正午
午後1時～5時
ところ ▽市民サービス課
▽窓口センター
必要なもの

5岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-0111
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きます。
問合せ
▽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

印鑑登録証(印鑑登録をし
ている方はオレンジ色また
は黄色の手帳)、認印(新規
印鑑登録または再登録の場
合は登録するハンコ)、本人
確認のための運転免許証･パ
スポート･マイナンバーカー
ド･その他官公署が発行した
写真付きの身分証明書
※上記の身分証明書がない
場合、保証人による切り
替え(登録)も可能です。
保証人になる方は、坂東
市に登録してある実印・
身分証明書を持参のうえ
登録者とともに来庁して
ください。
◆自動交付機の利用には
４ケタの暗証番号登録が
必要です！
暗証番号の登録は本人以
外できません。身分証明書
がない方は、申請後に確認
のための照会文書を郵送し
ます。郵送された照会文書
に必要事項を記入して本人
が持参すると暗証番号が登
録できます。
☆従来の「印鑑登録証」も
当分の間、窓口で使用で

4

で、飲食店営業、魚介類販
売業、そうざい製造業等で
の調理業務従事期間が2年
以上の職歴をもつ方
問合せ
常総保健所衛生課
5 0297-22-1351
※製菓衛生師試験を受験希
望の方は、お問い合わせ
ください。
★調理師試験予備講習会
と き（2日間）
9月10日(土)・11日(日)
各日午前9時～午後5時
ところ 岩井公民館
問合せ 稲葉克徳(清水屋)
5 0297-22-1218

※｢いわい市民カード｣など
上図と異なる柄の｢市民
カード｣でも､磁気カー
ドであれば、切り替えの
必要はありません。

★調理師試験
願書受付
7月14日(木)・15日(金)
午前9時～正午
午後1時～5時
受付場所 常総保健所
試験日時
10月8日(土)
午後1時30分～3時30分
試験会場
茨城大学水戸キャンパス
県立医療大学
受験資格
中学校卒業以上等の学歴

★学校公開
と き 7月5日(火)
午前9時30分～
対象者
どなたでも授業参観でき
ます。児童生徒の作品や教
材等の展示もあります。
申込期限 6月24日(金)まで
★ふれあい教室
と き 7月22日(金)
午前10時5分～
対象者
運動機能に不安のあるお
子さんと保護者の方など
申込期限 7月15日(金)まで
申込・問合せ
県立下妻特別支援学校
〈下妻市半谷492-4〉
5 0296-44-1800
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子宮がん･乳がん医療機関検診申込受付
高齢者向け給付金(年金
生活者等支援臨時福祉給付
金)の申請期限は、 7月1日
(金)までです。
忘れずに申請するように
しましょう。
支給対象者
平成27年1月1日におい
て、次の要件をすべて満た
す方
①坂東市の住民基本台帳に
記載されている方
②年齢が平成28年度中に65
歳以上(生年月日が昭和27
年4月1日以前)となる方
③平成27年度分の市民税
(均等割)が課税されてい
ない方
※ご自身を扶養している方
が課税されている場合
(住民税において、どな
たかの扶養となっている
場合)や生活保護の受給
者となっている場合など
は対象外となります。
支給の対象となる方に
は、申請書を送付してい
ます。
支給金額
支給対象者1人につき
30,000円
申請先
社会福祉課または
児童福祉センター
問合せ
社会福祉課
猿島庁舎／内線2220

子宮がん検診
乳がん検診
検診医療機関

20歳以上の女性の方
30歳以上の女性の方
茨城西南医療センター病院
友愛記念病院
※他の医療機関での検診を希望される方は、お問い
合わせください。
申込期間 6月6日(月)～10日(金)
負 担 金 2,000円（70歳以上の方は1,000円）
※次の無料クーポン券対象者は、無料で検診を受け
られます。
▽子宮がん検診
平成 2年4月2日～平成 3年4月1日生
▽乳がん検診
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日生

センター健診の申込受付
健診実施日

会

場

申込開始

7月22日(金)･23日(土)

岩井保健
センター

6月21日
(火)～

7月24日(日)･25日(月)

猿島保健
センター

6月24日
(金)～

8月 8日(月)･9日(火)･ 岩井保健
センター
10日(水)

6月27日
(月)～

対象者 40歳以上の方
健診内容 胃がん 、胸部レントゲン 、特定健康診査 、
大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス
※胃がん検診、特定健康診査、大腸がん検診のみの
受診も可能です。

申込・問合せ
健康づくり推進課
〈岩井保健センター内〉
5 0297-35-3121

年に一度は
健診を受けましょう
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受験資格
▼男性・女性警察官Ａ
昭和62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29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62年4月2日から平成
11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
第１次試験 9月18日(日)
受付期間
7月1日(金)～8月23日(火)
※インターネット申込は、
8月22日(月) 午後5時まで
問合せ
境警察署
5 0280-86-0110

税務署や国税局で「税の
スペシャリスト」として勤
務する税務職員（国家公務
員）を募集します。
受験資格
平成28年4月1日現在、高
校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から3年を
経過していない方または平
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成29年3月までに高校また
は中等教育学校を卒業見込
みの方
試験の程度 高校卒業程度
第１次試験 9月4日(日)
第２次試験
10月12日(水)～21日(金)
までの指定する1日
受付期間
①インターネット申込
6月20日(月)午前9時～
29日(水)
＊インターネットアドレス
http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html
②郵送または持参
6月20日(月)～22日(水)
問合せ
▽インターネット申込
人事院人材局試験課
5 03-3581-5311
▽郵送または持参
関東信越国税局人事第二課
5048-600-3111

募集人数 消防職25人程度
受験資格
昭和63年4月2日から平成11
年4月1日までに生まれた方
※身体的要件があります。
第１次試験
9月17日(土) 体力試験
9月18日(日) 教養試験
適性検査
第２次試験
10月下旬予定
面接試験
パソコン操作の基礎知識
受付期間
7月8日(金)～8月2日(火)
※試験申込書は、坂東消防
署･各消防分署にあります。
問合せ
茨城西南地方広域市町村圏
事務組合消防本部総務課
50280-47-0124
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ご相談ください

【相談電話番号】
5０１２０－００７－１１０
(全国共通フリーダイヤル)
いじめや児童虐待などの
悩みを持ったお子さんや保
護者の方からの相談に法務
局職員や人権擁護委員が無
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
6月27日(月)～7月3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
主 催
水戸地方法務局
茨城県人権擁護委員連合会

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 。）
と き
毎週月・水曜日
毎月第３日曜日
ところ
結婚相談室
〈岩井附属庁舎〉
問合せ
秘書広聴課
岩井仮設庁舎／内線1222

ひきこもりでお悩みの家
族同士が集まって、ご本人
への対応を一緒に考えた
り、お互いの体験を話し合
ったりしてみませんか。参
加を希望される方は、お電
話でお申し込みください。
と き
7月8日(金)、8月4日(木)、
9月8日(木)、10月6日(木)、
11月10日(木)、12月8日
(木)、1月12日(木)、2月2
日(木)、3月9日(木)
各日午後1時30分～3時30分
ところ
常総保健所1階 小会議室
内 容
ミニ学習、グループミー
ティング
参加費 無料
申込・問合せ
常総保健所健康指導課
5 0297-22-1351

講座やイベント

集え!絆を求める若人!
婚活パーティーに参加し
て、素敵な出会いへの第一
歩を踏み出してみません
か。
と き 6月26日(日)
午後1時～4時
ところ ベルさかい
〈境町長井戸23〉
対象者
25～45歳の独身男女
参加費
男性 2,000円
女性 1,000円
募集人数 男女各20人
※申込多数の場合は抽選。
申込期間
6月11日(土)～19日(日)
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
▽金谷 5 090-6658-8994
▽野口 5 090-1100-1316
▽伊藤 5 080-5896-3134
（ 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、件名「ときめ
きパーティー 」、氏名・
性別・生年月日・住所・
携帯番号を明記してくだ
さい。
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ホタルと星が織りなす光
のハーモニー♪をお楽しみ
ください。

き
6月17日(金)・18日(土)
午後5時～9時
〈雨天決行〉
内 容
ホタル鑑賞・幼虫と成虫
の説明、小学生による「あ
んどん展示 」、夜空の天体
観察、プラネタリウム鑑賞、
親子で願いを☆七夕短冊づ
くり、光る！いろいろクラ

フト体験コーナー、ヨーヨー
つり、飲食販売コーナー
など
ところ・問合せ
さしま少年自然の家
5 0280-86-6311

※5日は午後1時から、11日は
午後4時まで〈6日休館〉
主 催
絵手紙友好会・同好会
問合せ 冨山
5 0297-38-1577

▼絵手紙大好き展
季節の草花､果実等､日々
目にふれたものを描いてい
ます。絵手紙で輪を広げま
しょう。
と き
6月5日(日)～11日(土)
午前9時～午後5時

▼里美美術会展
全国に点在する蔵の街を
それぞれの筆さばきで個性
豊かにキャンバスに表現し
た油絵を展示します。
と き
6月12日(日)～18日(土)
午前9時～午後5時
※12日は午後1時から、18日
は午後4時まで〈13日休館〉
主 催 里美美術会
問合せ 小川
5 0297-38-2364

と

教 室 名
スラッシュ
キルト
布ぞうり
とんぼ玉

■坂東市秘書広聴課■

開 催 日
7月 5日(火)・12日(火)〈全2回〉
午前10時～午後3時
7月 7日(木) 午前9時30分～午後3時30分
7月13日(水) 午後1時30分～3時30分
7月16日(土) 午後1時30分～3時30分
7月20日(水) 午後1時30分～3時30分

募集人数 材料費
10人

1,500円

10人
10人

400円
1,000円

10人
10人

1,000円
1,000円

申込開始

6月15日(水)
電話受付
〈先着順〉

参加資格 坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方
開催場所･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(50297-20-9980)
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