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可燃ごみの収集日となっている地区9月19日(月)〈敬老の日〉･22日(木)〈秋分の日〉のごみ収集

では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）

坂東まちづくり株式会社スタッフ募集

坂東まちづくり株式会社では 「観光交流センター秀緑 （旧大塚酒造 、、 」 ）

｢まちなか交流センター」（旧ハルワカ）の

10月グランドオープンに向け、スタッフを募集

します。一緒に坂東市を盛り上げてくれる皆さ

んからのご応募をお待ちしています。

募集職種・人数

①事務職員 2人 ②小動物飼育員 2人（交代制） ③パート 6人

業務内容

、 、 、①事務職員：経理事務 施設管理業務 工芸体験受付及び案内・誘導業務

接客業務

②小動物飼育員：小動物の飼育管理、場内の清掃

、③パート：観光交流センター及びまちなか交流センターの施設・商品管理

接客業務

社員 月額120,000円～180,000円、パート 時給800円給 与

なし賞 与

社会保険・厚生年金・雇用保険・交通費あり、社宅等なし福利厚生

週休2日のシフト制、6か月後に10日の有給休暇休日・休暇

午前9時～午後7時勤務時間

（シフト フレックスタイムあり）&
9月16日(金)まで受付期限

坂東まちづくり株式会社申込・問合せ

〈岩井3351〉

担当：根本（ 0297-35-0002）5

オープンが
待ち遠しいのぉ～！

観光交流センター秀緑



工事金額 助成額

対象工事費
10万円以上

の10％の額
100万円未満

(※)

100万円以上 10万円

※1,000円未満切り捨て

◆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 認印

銀行の通帳(ゆうちょ銀行を

除く)

※特定疾患登録証は、難病

制度の改正に伴い平成27

年1月に廃止となり、手当

の対象にはなりません。

申請期限

平成29年3月31日(金)まで

◆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)

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28年3月

分～8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、

認印､銀行の通帳(ゆうちょ

銀行を除く)

申請期限

9月1日(木)～30日(金)

問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2218

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

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

ていない方受け

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

申込・問合せ

商工振興課

岩井臨時庁舎／内線3503

放送大学はテレビ等の放

送やインターネットを通し

て学ぶ通信制の大学です。

心理学･福祉･経済･歴史･文

学･自然科学など、幅広い

分野を学べます。

働きながら学んで大学を

卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で幅

広い世代、職業の方が学ん

でいます。

詳しい資料を無料で送付

しますので、お気軽にお問

い合わせください。

9月20日(火)まで出願期限

問合せ

放送大学茨城学習センター

029-228-06835

お知らせ版 平成28年9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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土地や家屋を売買･贈与･

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。税額は、土地また

は住宅を取得した場合は課

税標準額(固定資産課税台

帳に登録されている価格ま

たは固定資産評価基準によ

り評価し決定した価格)に

税率3％、同じく住宅以外

の家屋を取得した場合は税

率4％をそれぞれ乗じた額

です。ただし、宅地及び宅

地なみに評価された土地を

平成30年3月31日までに取

得した場合は、課税標準額

が2分の1に軽減されます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。

問合せ

筑西県税事務所

課税第二課

0296-24-91975

茨城県では、動物の愛護

と正しい飼い方についての

関心と理解を深めていくこ

とを目的に、9月1日から30

日までを動物愛護月間とし

ています。

○動物を飼うときは終生責

。任をもって飼いましょう

○人と動物との調和のとれ

た豊かな環境づくりに心

がけましょう。

○飼い犬は市へ登録し、年

1回の狂犬病予防注射を

必ず受けさせましょう。

○県で規定する特定犬はお

りの中で飼いましょう。

○猫は室内で飼うようにし

ましょう。

○「不幸な生命」を産まな

い、産ませないために、

不妊・去勢手術を受けさ

せましょう。

○迷子をなくすためにも、

鑑札、迷子札をつけるな

ど飼い主を明示し、逃げ

出さないように注意しま

しょう。

○災害時に家族とペットが

安全に避難できるよう、

日頃から基本的なしつけ

をし、備えておきましょ

う。

○多頭飼い(犬猫あわせて

10頭以上)は県への届出

が必要になります。

○動物の虐待は犯罪です。

みだりな殺傷は2年以下

の懲役または200万円以

下の罰金、遺棄は100万

円以下の罰金となります。

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9月1日号
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愛犬は登録と狂犬病予防注射を！
臨時集合注射を実施します

今年度狂犬病予防注射が済んでいない犬(生後

91日以上）を対象に臨時集合注射を実施します。

飼い犬の登録もできますので、ご都合に合わせ

てお越しください。(雨天決行)

月 日 時 間 場 所

猿島庁舎敷地内車庫10月1日(土) 午後1時～2時
(旧給食センター北側)・

午後2時30分～4時 岩井公民館東側駐車場
10月2日(日)

持ち物

通知はがき

料金(1頭につき)

坂東市に

登録している場合 3,350円

登録していない場合 5,350円

問合せ

生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）

予防注射
よろしくね！



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9月30日から

11月4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

開催します。ボランティア

には技術系、医療系、教育

業系、スポーツ系な系、農

ど様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。

9月24日(土)①と き

午後2時～

ところ

水戸市国際交流センター

3階多目的ホール

〈水戸市備前町6-59〉

10月15日(土)②と き

午後2時～

ところ

つくばイノベーション

プラザ2階大会議室

〈 〉つくば市吾妻1-10-1

【 ① ② 共 通 】

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/

こころの病について相談

したい、対人関係で悩んで

いる、生活リズムを整えた

い、部屋の掃除や洗濯がう

まくいかない、福祉サービ

スについて知りたい、働き

たいけど何から始めたら良

いかわからないなど、お気

軽にご相談ください。精神

保健福祉士や専門相談員が

ご相談に応じます。

ご本人はもちろんのこ

と、ご家族の方もご利用い

ただけます。プライバシー

の保護、秘密は厳守します

ので、安心してご相談くだ

さい。

と き

10月1日(土)・15日(土)

午後2時～4時

（1人あたり30分前後の

）相談時間です

ところ

地域活動支援センター煌

（きらめき）相談室

〈坂東市沓掛411-1〉

無料相談料

申込方法

予約制ですので、相談日

前日の午前10時までにお申

し込みください。

申込・問合せ

地域活動支援センター煌

0297-30-30715

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。

と き

10月12日(水)、11月 9日(水)

12月14日(水)、 1月11日(水)

2月15日(水)、 3月 4日(土)

いずれも午後2時～4時

ところ

岩井公民館2階

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

申込方法

予約制ですので、相談会

前日までにお申し込みくだ

さい。

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

お知らせ版 平成28年9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。

4

ご相談ください



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。

◆女性大歓迎です！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

、 、 、借金 土地・建物 相続

裁判、会社等に関する相談

及びこれに関する登記相談

について、司法書士が無料

で相談に応じます。

10月1日(土)と き

午前10時～午後3時

ところ

▽土浦市亀城プラザ

第5会議室

〈土浦市中央2-16-4〉

▽つくばイノベーション

プラザ大会議室

〈つくば市吾妻1-10-1〉

▽高野公民館

〈守谷市高野935〉

▽しもだて地域交流センター

（アルテリオ）

〈筑西市丙372〉

▽下妻公民館

〈下妻市本城町3-36-1〉

▽市民ホールスペースＵ古河

〈 〉古河市長谷町38-18

申込方法

当日会場で受付。事前予

約はできません。

※当日会場に行けない方の

ために、茨城司法書士会

館において電話相談【相

】談電話 029-225-01115

も行います。

茨城司法書士会問合せ

029-225-01115

①休日相談所

土地の境界争い、相続・

、贈与・売買などの登記手続

抵当権の抹消手続、地代家

賃の供託手続、戸籍の届出

方法、成年後見制度、夫婦･

親子など家庭内の問題、近

、 、隣とのトラブル セクハラ

子どものいじめ、ＤＶ問題

及び講演会の開催

、 、などについて 法務局職員

、 、司法書士 土地家屋調査士

公証人、人権擁護委員が無

料で相談に応じます。秘密

は固く守ります。

10月2日(日)と き

午前10時～午後4時

②講演会

山林や田畑がご先祖様の

名義のままになっていませ

んか。相続登記の申請をせ

ずに放置していることによ

り、いろいろなトラブルが

発生しています。次代につ

なぎ、未来につなぐ相続登

記をしませんか （参加費。

無料・先着30人）

【公証人講演会】

10月2日(日)と き

午前10時～11時

講 師

茨城公証人会公証人

相続と遺言演 題

【司法書士講演会】

10月2日(日)と き

午後1時～2時

講 師

茨城司法書士会司法書士

演 題

未来につなぐ相続登記

【 ① ② 共 通 】

ところ

水戸地方法務局

〈水戸市三の丸1-1-42

〉駿優教育会館

申込方法

予約制ですので、事前に

お申し込みください。

申込・問合せ

水戸地方法務局総務課

029-227-99115

お知らせ版 平成28年9月1日号
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秘密は厳守しますので、

安心してご相談ください。

10月17日(月)①と き

午前10時～午後4時

ところ

常総市役所本庁舎1階

市民ホール及び石下支

所会議室

11月1日(火)②と き

午後1時～3時

ところ

下妻市役所千代川庁舎

1階ロビー

11月27日(日)③と き

午後1時～4時

ところ

境町中央公民館

2階小会議室

問合せ

茨城県行政書士会県西支部

0296-25-29195

【相談電話番号】

０２９－２２８－０６００5

０２９－２２８－０６０２

医療や介護サービスの利

用で困っていること、費用

や保険料負担で困っている

こと、負担軽減策などにつ

いて、ケアマネジャー、

ケースワーカー、医療・福

祉団体のスタッフが無料で

ご相談にお応えします。

10月15日(土)と き

午前9時30分～午後0時30分

主 催

茨城県社会保障推進

協議会

▼第16回坂東市長老美術展

80歳以上の経験豊かな

、 、方々のワビ サビの利いた

しかもエネルギッシュな作

品を展示します。

と き

9月11日(日)～17日(土)

午前9時～午後5時

※11日は午後1時から、17日

〈 〉は午後3時まで 12日休館

岩井公民館ところ

坂東ゆう美の会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

▼第26回日新会書展

日本刻字展、毎日書道展、

書縁会展、海外展等に出品

した作品を展示します。

と き

9月14日(水)～19日(月･祝)

午前10時～午後5時

※19日は午後4時まで

ところ(会場が異なります)

坂東郷土館ミューズ

書道日新会主 催

初見問合せ

0280-88-19505

①ボイラー実技講習

〈3日間〉

2級ボイラー技士免許の

交付要件のひとつとなる講

習です。受験前または合格

した後に受講することもで

きます。

と き

学科 11月5日(土)･6日(日)

実技 11月13日(日)

申込期間

10月17日(月)～21日(金)

②ボイラー取扱技能講習

〈2日間〉

小規模ボイラーを取り扱

うことができます。

と き

11月26日(土)･27日(日)

申込期間

10月24日(月)～28日(金)

【 ① ② 共 通 】

茨城県ＪＡ会館ところ

〈水戸市梅香1-5-5〉

申込・問合せ

(一財)日本ボイラ協会

茨城支部

029-225-61855

お知らせ版 平成28年9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。

6

講座やイベント

お気軽にご相談ください！



■小学生水泳教室

と き

10月1日～12月10日

毎週土曜日

午前10時～11時

小学生の方対象者

30人募集人数

9月24日(土)申込開始

午前10時～

■幼児水泳教室

と き

①10月 1日～29日

②11月12日～12月10日

毎週土曜日

午前11時～正午

4～6歳の未就学児対象者

各10人募集人数

9月24日(土)申込開始

午前11時～

■アクアダンス

と き

9月29日～12月8日

毎週木曜日

午後3時～4時

高校生以上の方対象者

25人募集人数

開催ごとに受付申 込

【 共 通 事 項 】

※申込開始時に募集人数を

超えた場合は、抽選とな

ります。

プール入場料のみ受講料

ところ・申込・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

10月9日(日)と き

午後0時30分～4時

茨城県総合福祉会館ところ

コミュニティホール
内 容

▼講演

「神経難病の治療の現状と

展望について」

講師：茨城県立医療大学

教授 河野豊先生

▼患者体験発表

茨城喘息患者の集い、茨城

県心臓病の子どもを守る会

▼アトラクション

ハーモニカ、ハワイアン

ダンス

▼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28年9月1日号

7

教室名 開催日 定員 材料代 申込方法

①プチ裂き織り 10月 3日(月) 10人 500円 ①～④は、9月15日(木)

②布ぞうり 10月 6日(木) 10人 400円 午前9時から電話で先着

10月12日(水) 10人 1,000円 順に受け付けします。

③とんぼ玉 10月15日(土) 10人 1,000円 ⑤は、はがきに教室名･

10月19日(水) 10人 1,000円 郵便番号･住所･氏名･電

④スラッシュ 10月12日(水)･19日(水) 話番号･携帯番号を記入
8人 1,500円

キルト 全2回 のうえ郵送してくださ〈 〉

11月～2月の い。10月15日(土)必着。
⑤裂き織り

毎月第2・第4火曜日 全8回 応募多数の場合抽選。〈 〉
6人 1,600円

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住・在勤の方参加資格

〒306-0656 坂東市寺久1353-1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（ 0297-20-9980）5



8

日本が世界に誇れる伝統

文化「能楽 。超一流の演」

者が一挙に集結！この機会

にぜひご参加ください。

お得ポイント

①超豪華メンバーの舞台♪

一流の舞台を都内に行か

ずに見ることができます。

②優先的な席♪

優先席を確保してありま

すので、安心してご覧いた

だけます。

③わかりやすい事前講習♪

梅村昌功氏による事前講

。習を岩井公民館で行います

④無料の送迎バス♪

岩井公民館発の送迎バス

がありますので、当日駐車

場の心配はありません。

と き

11月6日(日)

午後6時開演

ところ

水海道第一高等学校

対象者

市内在住･在勤･在学の方

公演内容

狂言「佐渡狐」

能 「紅葉狩・鬼揃」

出演者

観世清和、野村万作

野村萬斎、梅村昌功

一般 8,000円参加費

学生 4,000円

。※事前講習時に徴収します

80人(先着順)募集人数

申込・問合せ

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-31545

0280-88-0835

体育祭の花形競技、綱引

きや玉入れ、リレーなどの

見どころが盛りだくさん！

パン食い競走や宝ひろいな

ど、どなたでも参加できる

種目もいろいろご用意して

います。スポーツの秋にふ

さわしい一日を皆さんで楽

しく過ごしてみませんか。

11月3日(木･祝)と き

午前9時開会

〈小雨決行〉

ところ

猿島中学校グラウンド

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈岩井公民館内〉

0297-35-17115

10月24日(月)と き

ところ

坂東ゴルフクラブ

（ ）旧新東京ゴルフクラブ

参加資格

市内在住または在勤で60

歳以上の方

2,000円参加費

(参加賞・賞品代等)

※キャンセルの場合、参加

費の返金はできません。

8,000円プレーフィ

(昼食･懇親会代等)

※大会当日、ゴルフ場へ直

接お支払いください。

坂東ゴルフクラブ会員は

会員料金となります。

（ ）募集人数 160人 先着順

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所にある申込用紙に記入の

うえ、参加費を添えてお申

し込みください。電話での

お申し込みはできません。

9月15日(木)申込日

午前9時～

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所〈岩井福祉センター

夢積館〉

0297-35-48115

平成28年9月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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