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お盆期間中の8月15日（月 ・16日（火）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ ）

通常どおりごみ収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

坂東市職員採用試験を実施します

①一般事務Ａ ②一般事務Ｂ(Ｕ･Ｉ･Ｊターン枠) ③土木技師採用職種

④保健師･看護師 ⑤幼稚園教諭･保育士 ⑥社会福祉士

⑦児童発達支援管理責任者 ⑧臨床心理士･臨床発達心理士

⑨言語聴覚士 ⑩発達指導員 ⑪主任介護支援専門員

①②あわせて10人程度、③～⑪は若干名採用人数

学校教育法で定める高等学校以上を卒業した方または卒業見込みの方及び受験資格

高等学校卒業程度認定試験に合格した方（採用職種ごとに要件有り）

受験申込書、履歴書(市指定のもの 、最終学歴の卒業証明書または卒業見必要書類 ）

込証明書、有資格者は資格証の写し

8月19日(金)まで〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

（第2次試験の詳細は、第1次試験合格者のみに通知します）第１次試験

【 9月18日(日)・岩井公民館とき・ところ】

【 適性検査、教養試験、専門試験、面接試験科 目】

※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なりますので、

募集要項またはホームページで確認してください。

総務課（岩井仮設庁舎／内線1295）申込・問合せ
一緒に
働こうよ！

～ 農家の皆さんへのお願い ～
道路への泥落としに気をつけましょう

農繁期を迎え、農機具からの泥落としにより、道路の汚れがたいへん目立つようにな

りました。トラクターなどが道路へ落とした泥は滑りやすく、車のタイヤをスリップさ

せ、また乾くとほこりを舞い上げ視界を悪化させるなど、とても危険です。

道路に落とした泥はほうきで掃くなど、きれいに後始末をしましょう。

農業政策課（猿島庁舎／内線2201）《問合せ》



土地の埋立て・盛土・たい積には申請が必要です

「坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」の一部

が改正され、7月1日から施行されました。適用範囲を変更し、事業面積の下限値300㎡

を撤廃しました。許可が必要のない場合もありますので、内容をご確認のうえ申請を

お願いします。

自動車解体施設に関する条例を制定しました

「 」坂東市特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例及び条例施行規則

が7月1日から施行されました。この条例は、市民の生活環境の保全を図るとともに市

民の安全・安心な生活環境の確保を目的に、市内の自動車解体施設（ヤード）を設置

する際の届出や油などの地下への浸透防止対策を義務付け、罰則等も定めています。

※詳細については、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1452）《問合せ》

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

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(補修・新築・

購入)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

申込期間

8月8日(月)～11月30日(水)

〈 〉土曜・日曜・祝日を除く

申請に必要なもの

認印、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

申込・問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3404

お知らせ版 平成28年8月4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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高齢者の口腔機能の低下

や肺炎等の疾病を予防する

ために、無料の歯科健康診

査を実施します。

対象者

後期高齢者医療被保険者

で、次に該当する方

①昭和15年4月1日～昭和16

年3月31日に生まれた方

②昭和10年4月1日～昭和11

年3月31日に生まれた方

③昭和5年4月1日～昭和6年

3月31日に生まれた方

※対象者には、8月中にご

案内を送付します。

健診内容

問診、口腔内の状態の検

査、口腔機能の評価など

受診期間・回数

9月1日(木)～12月31日(土)

の間に1回(休診日を除く)

無料受診料

※引き続き治療を行う場合

。は､別途料金がかかります

受診方法

ご案内に同封の実施歯科

医療機関一覧表の中からご

希望の歯科医院に予約し、

「被保険者証 「歯科健診」

のご案内 「受診票 「健康」 」

手帳 「歯ブラシ」を持っ」

て受診してください。

問合せ

茨城県後期高齢者医療

広域連合事業課

029-309-12125

お知らせ版 平成28年8月4日号
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児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに

現在、児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けている

方は、受給者の前年の所得状況や養育状況を確認するた

めの「現況届」の提出が必要です。現況届を提出しない

と8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず

届出をしてください （全額支給停止の方も現況届の提。

出が必要です ）必ず、本人及び扶養義務者（同一生計。

の方）の平成27年分の所得申告を済ませておいてくださ

い。また、平成28年1月1日に坂東市に住所がなかった方

は、平成28年度所得証明書（平成28年1月1日の住所地発

行のもの）を添付してください。

●特別児童扶養手当現況届

受付日 受付会場 受付時間

8月17日(水) 児童福祉センター(岩井) 午前9時～11時30分

8月18日(木) 子育て支援課(猿島庁舎) 午後1時～5時

●児童扶養手当現況届

受付日 受付会場 受付時間

8月19日(金) 猿島庁舎2階会議室2 午前9時～11時30分

8月21日(日) 午後1時～7時
児童福祉センター(岩井)

※21日は午後5時まで～23日(火)

※上記以外の日は、子育て支援課で平日のみ受け付け
ます。手続きは8月中に済ませてください。

８月から児童扶養手当の加算額が増額

（一部支給は所得に応じて決定）●児童扶養手当の月額

全部支給：42,330円子どもが1人の場合
一部支給：42,320円～9,990円

全部支給：10,000円子どもが2人目の加算額

一部支給： 9,990円～5,000円

子どもが3人目以降の加算額（1人につき）

全部支給： 6,000円

一部支給： 5,990円～3,000円
●増額の支払月

平成28年8～11月分は､平成28年12月に支払われます。

子育て支援課（猿島庁舎／内線2214）《問合せ》

※8月21日～23日の児童扶養手当現況届については、児童福

祉センター( 0297-35-8844)にお問い合わせください。5



10月にオープンを予定し

ている「まちなか交流セン

ター （旧ハルワカ跡地）」

の愛称を募集します。

、1階をおみやげ品売り場

2階を市民ギャラリーに改

修し、新たなまちのにぎわ

いの場として利用します。

市民と観光客とを結ぶ場

所としてふさわしい愛称を

つけてください。最優秀賞･

優秀賞には記念品をご用意

しています。

詳細については、お問い

合わせいただくか、市ホー

ムページをご覧ください。

8月29日(月)必着応募期限

応募・問合せ

観光交流課

岩井臨時庁舎

0297-20-86665

坂東市農業委員会では毎

年、農地法に基づき市内の

農地について利用状況の調

査を行っています。この調

査の結果、遊休農地と判断

された農地の所有者の方に

対し｢農地利用意向調査｣を

。実施することとなりました

調査内容は「自分で耕作

する 「農地中間管理機構」

に貸し付けたい」など、農

地の利用意向を確認し、遊

休農地を少しでも減らそう

とするものです。

該当する方には、8月中

旬に調査票を送付しますの

で、期限内にご回答いただ

きますようご協力をお願い

します。

問合せ

農業委員会事務局

猿島庁舎／内線2232

募集職種

一般事務、技術業務、

社会人経験者

若干名採用予定人数

受験資格

▽一般事務・技術業務

平成元年4月2日以降に生

まれた方で、高等学校以上

を卒業した方または平成29

年3月卒業見込みの方

▽社会人経験者

昭和47年4月2日以降に生

まれた方で、高等学校以上

の学歴があり、民間企業等

での職務経験を直近7年中

の期間において、通算5年

以上有する方

10月16日(日)１次試験

11月中旬２次試験

試験会場

さしまクリーンセンター

寺久「大会議室」

9月2日(金)まで申込期限

申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

総務課 0280-87-06095

これらの感染症は、ウイ

ルスに感染した患者の血を

吸った蚊(ヒトスジシマカ)

が体内でウイルスを増殖さ

せ、その蚊がまたほかの人

の血を吸うことで感染する

ものです。

ジカ熱は妊婦が感染する

と小頭症などの先天性障が

いを起こす可能性がありま

す。デング熱は出血を伴う

デング出血熱となる恐れが

あります。日頃から｢蚊を発

生させない｣｢蚊に刺されな

。い｣対策を心がけましょう

【対策のポイント】

◎蚊を発生させない

・雨水が溜まりやすいもの

を放置しない

・雨水・排水ますは清潔に

管理する

・汲み置きの水はこまめに

交換する

・その他、1週間以上雨水

を放置しない

◎蚊に刺されない

・屋外では肌の露出を減ら

しましょう

・虫よけスプレー等で予防

しましょう

・屋内への蚊の侵入を防ぎ

ましょう

・蚊の多く発生する場所は

避けましょう

健康づくり推進課問合せ

〈岩井保健センター内〉

0297-35-31215

お知らせ版 平成28年8月4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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注意！

と き：8月21日（日）午後2時～朗読劇 凧になったお母さん

★右ページへ続くところ：郷土館ミューズ視聴覚ホール 入場料：無料



下水道促進週間(9月8日～

14日)の一環として、下水道

をテーマにした標語を募集

します。どなたでもふるっ

てご応募ください。

応募作品は9月10日(土)･

11日(日)に開催する下水道

展〈岩井浄化センター内〉

で展示します。また、茨城

県下水道促進週間コンクー

ル及び全国下水道いろいろ

コンクールに出品します。

応募方法

作品は1人1点のみで未発

表のもの。標語・住所・氏

名・年齢・職業・電話番号

を記入して持参または郵送

してください。

8月31日(水)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0626

坂東市小山1820

坂東市役所下水道課

0297-38-21155

国保料(税)の収納率向上

(納め忘れの防止など)を

。テーマに標語を募集します

最優秀賞など6人の方に

賞品を差し上げます。

応募方法

作品は1人3点までで未発表

のもの。標語･郵便番号･住

所･氏名(ふりがな)･年齢･

電話番号を記入して郵送、

。ＦＡＸ､メールしてください

8月31日(水)まで応募期限

応募・問合せ

〒310-0852

水戸市笠原町978-26

茨城県国民健康保険団体

連合会保健事業課

「標語募集」係

029-301-15525

FAX 029-301-1575

メール kouhou@ibaraki-

kokuhoren.or.jp

ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

販売対象

坂東市、境町、五霞町、

古河市にお住まいの18歳以

上の方

販売車種

一般自転車、折りたたみ

自転車、子供用自転車など

100台程度販売台数

（1世帯1台）

販売価格

1台500円～3,000円

販売方法

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザに来

館し、申込書に必要事項を

記入のうえ、お申し込みく

ださい。

※電話、インターネット、

代理による申し込みはで

きません。

申込期間

8月27日(土)～9月3日(土)の

午前9時～午後4時30分

〈日曜を除く〉

9月7日(水)抽選日

午前9時～

※当選した方には、通知書

を送付します。

問合せ

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザ

0297-20-99805

お知らせ版 平成28年8月4日号
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胃がん検診の申込を受け付けます

検診実施日 会場 申込開始

8月22日(月)～

10月21日(金) 猿島保健センター

10月25日(火) 岩井保健センター

10月26日(水) 岩井公民館

40歳以上の方で、平成28年度未受診の方対象者

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

※皆さんのご来場をお待ちしています。朗読劇 凧になったお母さん

090-6512-6143）★左ページから続く 問合せ：朗読クラブ「ひまわり」諏訪（5



土浦から世界へ羽ばたい

たギタリスト木村大さんに

よるクラシックギターコン

サートを聴きに来ませんか？

8月27日(土)と き

午後3時～

市民音楽ホールところ

一般 3,000円チケット

高校生以下 1,000円

（当日各500円増)

※市民音楽ホール、郷土館

ミューズなどで好評発売

中です。

出 演

木村大(ギター) 榊原大(ピ、

アノ)、森田晃平(ベース)、

仙道さおり(パーカッション)

市民音楽ホール問合せ

0297-36-11005

▼第26回教育友の会

写真クラブ県西支部展

退職教職員がファインダー

を通して個性豊かに表現し

。た被写体の妙を展示します

と き

8月21日(日)～27日(土)

午前9時～午後5時

※21日は午後1時から、27日

〈 〉は午後4時まで 22日休館

教育友の会主 催

写真クラブ県西支部

田邉問合せ

0297-35-04605

▼第27回虹の会作品展

退職教職員が趣味を生か

して楽しみながら表現した

絵画、書、拓本、写真、切

り絵、裂画、水墨画、陶器

の作品を展示します。

と き

8月28日(日)～9月3日(土)

午前9時～午後5時

※28日は午後1時から、3日は

午後3時まで 〈29日休館〉

虹の会主 催

樋﨑問合せ

0297-35-16855

お知らせ版 平成28年8月4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

１０月９日（日 「ふる里さしま古城まつり」参加者募集！）

供 侍 子 ど も 武 者（ともざむらい）

10月9日(日) 午前10時～午後4時 ・逆井城跡公園日時・場所

中学生以上の方 小学生の方対 象 者

15人（先着順） 25人（先着順）募集人数

武 者 行 列 稚 児 行 列

11月13日(日) 午前9時～午後4時 11月13日(日) 午前11時～午後4時日 時

中学生以上の方 市内在住の小学1年生～3年生対 象 者

男女各25人（先着順） 男女各25人（先着順）募集人数

電話・ＦＡＸでお申し込みいただくか、商工振興課にお越しください。申込方法

8月31日(水)まで申込期限

坂東市観光協会〈岩井臨時庁舎 商工振興課内〉《申込・問合せ》

0297-20-8666／FAX 0297-20-80255



野外で火をおこして、く

るくるパンを焼こう！

9月4日(日)と き

午前9時～午後2時

ホタルの里(大口)ところ

小学生までの親子対象者

※小学4年生以上は子ども

だけの参加も可。

1人500円(4歳以上)参加費

持ち物

軍手、牛乳パック1枚、

皿、お椀、はし、飲み物

40人(先着順)募集人数

申込期間

8月10日(水)～24日(水)

神大実分館申込・問合せ

0297-30-1800〈月曜休館〉5

プロコーチから指導を受

け、挨拶からはじまるマナー

を覚えながらテニスに親し

みましょう。

と き

9月1日(木)～

毎週木曜日〈計4回〉

午後4時30分～5時30分

ところ

馬立コミュニティセンター

ふれあい館

対象者

市内在住・在学の小学4

年生以下の方

2,500円参加費

持ち物

運動できる服装で、上履

きは必ず持参。必要に応じ

てタオル、飲み物。

10人（先着順）募集人数

申込期間

8月18日(木)・19日(金)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

080-5193-42015

東日本大震災後からチャ

リティーダンスパーティー

を各地で開催し、今回で37

回目を迎えます。これまで、

あしなが育英会や常総市に

3,586,994円の寄附をさせ

ていただきました。

当日は社交ダンスのプロ

。がダンスのお相手をします

皆さんのチャリティーへの

ご協力をお願いします。

9月11日(日)と き

午後1時30分～4時
ところ

赤木ダンススタジオ

〈辺田1146-15〉

無料入場料

※ダンスチケット(4枚綴り

1,000円）をご購入いただ

き、開催経費を差し引い

た分をあしなが育英会に

。寄附させていただきます

赤木問合せ

0297-36-12865

お知らせ版 平成28年8月4日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

8月15日(月)

スラッシュ 9月 6日(火)・13日(火)〈全2回〉
10人 1,500円

午前9時から

キルト 午前10時～午後3時

電話受付

布ぞうり 9月 7日(水) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

〈先着順〉

9月 7日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

9月14日(水) 10人 1,000円とんぼ玉 午後1時30分～3時30分

9月17日(土) 10人 1,000円午後1時30分～3時30分

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)開催場所･申込･問合せ 5



8

食生活を中心とした地域

の健康づくりをすすめる食

生活改善推進員(食改さん)

養成講座を開催します。現

、 、在 約100人の食改さんが

小・中学校での親子教室や

健康づくりイベントなど

で活躍しています。あなた

も食改さんとして一緒に活

動してみませんか！

9月～平成29年2月と き

〈全6回〉

ところ

岩井保健センターほか

対象者

市内在住で食と健康に関

心があり、受講後、食生活

改善推進員として地域のボ

ランティア活動に参加でき

る方

無料受講料

20人募集人数

（ ）応募者多数の場合は抽選

8月31日(水)まで申込期限

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

平成28年8月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■

合図の 花火を打ち上げます。ばんどうホコテンの開催に伴い、 8月27日(土)

ご協力をお願いします。 《問合せ》坂東市観光協会（ 0297-20-8666）5

～ ３年連続大好評イベント ～

♥ 石岡のおまつりすまコンバスツアーin石岡

真剣に結婚をお考えのあなた！新たな出会いを見つけませ

んか。おまつりの熱気を感じながらお食事やトークで盛り上

がりましょう。坂東市・石岡市・小美玉市・鹿嶋市から総勢

90人が参加する婚活パーティーです。

9月18日(日)と き

石岡プラザホテルほか（坂東市役所からバスで移動）と こ ろ

45歳程度までの独身男女で、お付き合いしている異性対 象 者

がいない方（男性は市内在住・在勤の方、女性は市外の方も可）

男性4,000円、女性2,000円（9月3日以降、キャンセル料が全額発生）参 加 費

男女各15人（応募者多数の場合は抽選）募集人数

※偽りや倫理・マナーに反する方の参加は固くお断りします。注意事項

※健全なイベント運営のため、当日は本人確認できるもの(運転免許証

など)をご提示いただきます。

9月2日(金)まで申込期限

秘書広聴課（岩井仮設庁舎／内線1222）申込・問合せ

☆今後、11月13日(日) 岩井将門まつり、1月28日(土) 鹿嶋スタジアムで婚活パー

ティーを開催予定です。お楽しみに！
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