
沓掛神明地区の土地区画

整理事業に係る岩井・境都

市計画の区域の決定にあた

り、公聴会を開催します。

なお、公述申出がない場

合には、公聴会は開催しま

せん。また、公述申出が多

数の場合、選定されないこ

ともありますので、ご了承

ください。

10月26日(水)と き

午後1時30分～

岩井附属庁舎ところ

会議室

申出方法

意見を述べることを希望

する方は、公述申出期間内

に公述申出書を提出してく

ださい （郵送可）。

公述申出・閲覧期間

10月11日(火)～19日(水)

〈土曜･日曜を除く午前8時

30分～午後5時15分まで〉

提出先

〒306-0692 坂東市岩井4365

坂東市長 吉原英一宛

（都市整備課扱い）

計画案の閲覧場所

都市整備課または

窓口センター(猿島庁舎)

都市整備課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3402

市街化区域2,000㎡また

は市街化調整区域5,000㎡

以上の土地を取引したとき

は、国土利用計画法に基づ

き、土地の利用目的に関し

て審査を受ける必要があり

ます。譲受人は契約締結日

から2週間以内に届出を行っ

てください。

制度の詳細・届出様式等

については、市ホームペー

ジをご覧いただくか下記ま

でお問い合わせください。

企画課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3262

1

はかりの定期検査を行います

、 。取引または証明に使用するはかりは 2年に1回の定期検査を受けなければなりません

必ず受検してください。

場 所 時 間月 日

10月24日(月)・25日(火) 生子菅地区農業構造改善センター 午前10時30分～正午

10月26日(水)～28日(金) 児童福祉センター倉庫（岩井) 午後1時～3時

受検通知はがき、はかり(分銅･おもりも必ず持参)当日持参するもの

1台520円～3,000円程度手数料

茨城県計量協会 029-225-7973、商工振興課(岩井臨時庁舎／内線3502)問合せ 5



まちの中には、さまざま

な種類の「屋外広告物」が

あります。これらの屋外広

告物を表示するときは、市

から許可を受ける必要があ

ります。

まちの良好な景観のため

に、屋外広告物を表示する

。ときは許可を受けましょう

屋外広告物とは？

常時または一定の期間継

続して屋外で公衆に表示さ

れる広告物のことで、立看

、 、 、板 はり紙 はり札のほか

広告板、建物に掲示された

ものなどをいいます。

屋外広告物の主な規制

まちの良好な景観の形成

と公衆に対する危害の防止

の点から、表示場所や大き

さなどを規制しています。

①自己の店舗等から離れた

場所に表示する場合

道路の敷地境界から一定

の範囲の区域（商業地域等

を除く)、信号機の付近な

どの禁止地域、街路樹・道

路標識・電柱等の禁止物件

には、広告物を表示できま

せん。

②自己の店舗等に、店名、

取扱商品名などを表示す

る場合（自家広告物）

次の場合は、禁止地域で

。も表示することができます

▽広告物の合計面積が5㎡

以下で、許可基準に適合

する場合

▽広告物の合計面積が100

㎡以下（第1種禁止地域

にあっては、合計面積が

建築物の規模に応じて定

められた面積以下で、1

つの広告物の面積が15㎡

以下）で、許可基準に適

合し、市から許可を受け

た場合

屋外広告物の許可期間

種類ごとに許可期間が定

められています。許可期間

の満了後も引き続き表示す

るためには、更新許可の手

続きが必要です。許可期間

が切れた屋外広告物は、違

反広告物として除却命令の

対象になりますのでご注意

ください。

手続き・問合せ

都市整備課

岩井臨時庁舎／内線3403

10月23日(日)と き

午前8時～10時

〈小雨決行〉

。※延期はありません

ところ

道路沿線及び各地区の

ごみ集積所

※開始時間を変更する場合

は、各地区で協議のうえ、

午前11時までに終了する

ようにお願いします。

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

臨時福祉給付金及び年金

生活者等支援臨時給付金(障

害･遺族基礎年金受給者向

け)の申請期限は、11月22日

(火)までです。給付対象と

なる可能性がある方には、

8月下旬に申請書類を郵送し

ています。忘れずに申請す

るようにしましょう。

■臨時福祉給付金

1人につき3,000円給付額

対象者

下記①②の両方に該当す

る方

①平成28年1月1日現在､坂東

市に住民登録している方

②平成28年度の市民税が課

税されていない方

※ご自身が課税されていな

い場合でも、扶養してい

る方が課税されている場

合や生活保護の受給者で

ある場合は給付の対象外

となります。

■年金生活者等支援

臨時福祉給付金

1人につき30,000円給付額

対象者

上記①②の両方に該当す

る方で、障害基礎年金また

は遺族基礎年金を受給して

いる方

申請方法

同封の返信用封筒にて郵

送で申請してください。

社会福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2220

お知らせ版 平成28年10月6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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■接種方法

【 対象者 ① の方 】

■対 象 者

▽市内・猿島郡・古河市の医療機関で

坂東市に住民登録があり、次の①または②

、 、

に該当する希望者

受ける場合は 医療機関へ事前に予約し

健康保険証などの住所・年齢確認ができ

①接種当日65歳以上の方

るものをお持ちのうえ、直接医療機関に

②接種当日60歳以上65歳未満で、心臓・腎

行って接種を受けてください。接種当日

臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト

は 2,000円を超えた場合のみ差額をお支

免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

払いください。

のある方（内部疾患による身体障害者手

▽市内・猿島郡・古河市以外の医療機関

帳1級程度）

で受ける場合は、｢予診票」を発行しま

■接種期限 平成29年1月31日(火)まで

すので、岩井・猿島保健センター(11月
■助 成 額 2,000円（１人１回限り）

以降は新庁舎1階の健康づくり推進課)
※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

にお越しください。
となります。

【 対象者 ② の方 】

※生活保護世帯の方は自己負担が免除にな

▽「インフルエンザ予防接種券」を発行し

ります。｢個人負担免除券｣を発行します

ますので、身体障害者手帳をお持ちのう

ので、社会福祉課(猿島庁舎)または児

え、岩井・猿島保健センター (11月以降

童福祉センター(11月以降は新庁舎1階の

は新庁舎1階の健康づくり推進課) にお

社会福祉課)にお越しください。

。
■実施医療機関

越しください。市内の実施医療機関は下表のとおりです

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号

安達医院 0297-38-2811 天王前クリニック 0297-38-1711

石塚医院 0297-35-1161 松﨑医院 0297-39-2011

いのもと整形外科 0297-47-5200 松原眼科 0297-35-0448

海老原医院 0297-35-7411 吉原内科 0297-35-0008

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 倉持医院 0297-30-3100

木村クリニック 0297-47-5027 ホスピタル坂東 0297-44-2000

存身堂医院 0297-35-1011 緑野クリニック 0297-30-3311

高橋医院 0297-35-1026 清水丘診療所 0280-88-1014

－ －田所医院 0297-35-9567

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

お知らせ版 平成28年10月6日号
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10月1日から高齢者(季節性)インフルエンザ予防接種がはじまりました。

市では、65歳以上の方などを対象に接種料金の助成を行います。

インフルエンザの感染予防には予防接種が有効です。また感染しても症状

が軽くすみます。インフルエンザは流行するウイルスの型が毎年変わり

ますので、流行前に予防接種を受けることをおすすめします。



10月23日(日)、自衛隊記

念日観閲式を陸上自衛隊朝

霞訓練場で実施することに

伴い、10月上旬頃から訓練

及び予行等を開始します。

航空機の飛行により大き

、な音等が生じることがあり

市民の皆さんにはご迷惑を

おかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。航

、空機の飛行予定については

ホームページでご確認いた

だけます。

問合せ

陸上自衛隊東部方面総監部

総務部地域連絡調整課

048-460-17115

＊ホームページ

http://www.mod.go.jp/

gsdf/eae/

視覚障がい児(者)が学ぶ

盲学校を公開します。どな

たでも参加していだだけま

す。

11月3日(木・祝)と き

午前9時40分～午後2時

内 容

、 、学校概要説明 授業参観

施設見学、個別相談(希望

者のみ・午後2時～)

10月21日(金)まで申込期限

県立盲学校申込・問合せ

〈 〉水戸市袴塚1-3-1

沼田 029-221-33885

、 、 、 、夫婦 親子 相続 扶養

金銭、土地建物、交通事故

など、身の回りのことでお

困りの方のご相談に、裁判

所の調停委員が無料で応じ

ます。秘密は厳守します。

ただし、裁判中や調停中の

案件はご遠慮ください。

11月20日(日)と き

午前10時～午後3時

※受付は午前9時30分～午

後3時(予約不要･先着順)

下妻公民館ところ

〈 〉下妻市本城町3-36-1

下妻調停協会問合せ

〈水戸地方家庭裁判所・

下妻支部内〉

0296-43-71935

借金の返済でお困りの方

のご相談に、弁護士、司法

書士、消費生活相談員が無

料で応じます。心の健康相

、談も併せて実施しますので

お気軽にお申し込みくださ

い。秘密は厳守します。

とき・ところ

①11月10日(木)

土浦合同庁舎第一分庁舎

〈土浦市真鍋5-17-26〉

②11月14日(月)

つくば市豊里交流センター

〈 〉つくば市高野1197-20

【 ① ② 共 通 】

午後1時～4時30分時 間

各会場10人定 員

（ ）予約制・先着順

申込期間

10月31日(月)～開催日の

前日まで

申込・問合せ

茨城県生活文化課

029-301-28295

ペッパー君ロボットや人

間大の昆虫写真展、プラネ

タリウムのほか、オモシロ

科学のコーナーがいっぱ

い！理科の先生や理科系ク

ラブの高校生等と一緒に実

験しましょう。実験で作っ

たものはおみやげとして持

ち帰れます。親子、ご家族

でご来場ください。

10月23日(日)と き

午前10時～午後3時

猿島体育館ところ

無料参加費

指導課問合せ

猿島庁舎／内線2269

お知らせ版 平成28年10月6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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ご相談ください

講座やイベント



来年度就学の子どもたち

を対象に、七五三をお祝い

して鑑賞会を開催します。

10月13日(木)と き

午後1時30分～

市民音楽ホールところ

対象者

市内在住または通園で、

平成22年4月2日～平成23年

4月1日に生まれた方

人形劇団ポポロ内 容

「14ひきのひっこしだ」

無料入場料

生涯学習課問合せ

〈猿島公民館内〉

0297-44-31545

0280-88-0835

※市内の幼稚園・保育園・

認定こども園に通園され

ている方は、各園へお問

い合わせください。

12月5日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

常総カントリー倶楽部

参加資格

市内在住･在勤の女性ま

たはシニア(60歳以上の男

性）の方

1,500円参加費

※プレー費5,500円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算（昼食代･パーティー

代を含む）

募集人数

女性40人、シニア120人

（先着順）

申込方法

、11月6日(日)午前9時から

参加費を添えて岩井公民館

でお申し込みください。1人

で4人分までお申し込みがで

きます。申込書は岩井公民

館、猿島公民館、市内ゴル

フ練習場にあります。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はで

きません。

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈岩井公民館内〉

0297-35-17115

プロコーチの指導で、挨

拶からはじまるマナーなど

も覚えながらテニスに親し

みましょう。

と き

11月3日･10日･17日･24日

の毎週木曜日〈全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

10月20日(木)・21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

足腰の衰えは老化のはじ

まりです。ノルディック／

ポール･ウォーキングで健

康寿命を伸ばしましょう！

このウォーキングは、2本

のポールを使って歩くスタ

イルで、普通のウォーキン

グと比べて運動効果が大変

高く、誰にでも簡単にでき

る有酸素運動です。

と き

10月19日・26日

11月 2日・ 9日

の毎週水曜日〈雨天中止〉

午前9時～11時

岩井公民館前集 合

対象者

坂東市民の方ならどなた

でもＯＫです！

200円参加費

（資料・用具代）

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

お知らせ版 平成28年10月6日号
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健康維持のために、景色

を楽しみながら一緒に歩き

ませんか。

11月5日(土)と き

午前8時30分～午後5時30分

〈雨天決行・荒天中止〉

ところ

〈 〉菖蒲沢薬師古道 石岡市

※岩井公民館駐車場集合・

市バスで送迎します。

市内在住･在勤の方対象者

講 師

茨城大学名誉教授

野田洋平先生

スポーツインストラクター

田畑由起子先生

500円参加費

(軽食・保険料等)

40人募集人数

※申込多数の場合は抽選。

。ただし初参加の方を優先

申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所・支所

にお申し込みください。

10月25日(火)まで申込期限

問合せ

坂東市地域包括支援センター

0297-44-29435

0280-82-1284

オストメイト社会適応訓

練事業の一環として開催し

ます。

11月13日(日)と き

午前10時～午後2時30分

ところ

古河市福祉の森会館

2階研修室

〈 〉古河市新久田町271-1

内 容

▽講演・相談

茨城西南医療センター病院

皮膚･排泄ケア認定看護師

岩上貴之先生

▽オストメイト（人工肛門･

人工膀胱保有者）同士の

懇談会

▽ストーマ用装具展示･説明

1,000円参加費

(昼食代含む）

11月6日(日)まで申込期限

申込・問合せ

日本オストミー協会

茨城県支部

西部地区センター総務

〈古河市仁連1251-1〉

鈴木徳男 0280-76-65115

090-5399-0398

11月6日(日)､水海道第一

高等学校体育館で「常総

チャリティー能」が開催さ

れます。能を鑑賞するのは

今回の常総チャリティー能

がはじめてだという方、ま

だ鑑賞するか迷っている

方、事前講習会に参加して

みませんか。ふるってご参

加ください。

10月19日(水)と き

午後7時～9時

岩井公民館会議室ところ

下掛宝生流能楽師講 師

梅村昌功先生

※常総チャリティー能の演

目「紅葉狩」に出演され

ます。

無料参加費

申込・問合せ

常総チャリティー能

実行委員会

090-2147-61495

▼第8回掛軸表装展

書・拓本ほか、いろいろ

な作品を掛軸表装して展示

します。

と き

10月16日(日)～22日(土)

午前9時～午後5時

※16日は午後1時から、22日

〈 〉は午後4時まで 17日休館

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

▼坂美展

「みんなおなじだけどみ

んなちがってる？！」油絵･

水彩･木彫･粘土、げんきな

展らん会です。

と き

10月30日(日)～11月5日(土)

午前9時～午後5時

※30日は午後1時から、5日は

午後4時まで〈31日休館〉

坂美展主 催

野口問合せ

0297-35-40375

お知らせ版 平成28年10月6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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自分の体の状態を知るこ

とは、けがや病気を予防す

るうえで重要だといわれて

います。筋力や記憶力を

チェックしてみませんか。

時間は20分程度です。お気

軽にお立ち寄りください。

①腰痛・膝痛予防

10月13日(木）と き

午前10時～正午
内 容

関節の機能や筋力のテス

ト、腰痛･膝痛予防の紹介･

相談

②認知症予防

10月27日(木)と き

午前10時～正午
内 容

記憶力や認知力の検査、

認知症予防の紹介･相談

【 ① ② 共 通 】

ところ

茨城西南医療センター病院

B棟1階会議室

申込方法

当日会場にて受付（最終

受付は午前11時30分まで）

問合せ

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション部

菅井・関口

0280-87-81115

近隣のギター愛好家によ

る発表演奏会です。クラ

シック、ポピュラー曲など、

ギターの調べで楽しいひと

時をお過ごしください。ギ

ターデュオ「いちむじん」

として注目を集めている

宇高靖人氏も演奏します。

10月30日(日)と き

午後1時30分～
ところ

守谷市立中央公民館ホール

〈守谷市百合ケ丘2-2540-1〉

無料入場料

ウィズ 細川問合せ

090-1044-92515

障がいのある方、車いす

の方、小さいお子さんから

お年寄りまで、生の演奏を

なかなか聴くことができな

い方も、音楽を聴く喜びを

一緒に体感しましょう。

11月1日(火)と き

午後3時～

萬蔵院本堂ところ

〈生子1617〉

1,000円入場料

※チケットは萬蔵院・慈光

学園で販売しています。

問合せ

社会福祉法人慈光学園

0280-88-03015

お知らせ版 平成28年10月6日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

プチ裂き織り 11月 7日(月) 午前9時30分～午後2時30分 10人 500円

10月15日(土)
スラッシュ 11月 8日(火)・15日(火)〈全2回〉

8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 11月 9日(水) 午前9時30分～午後2時30分 10人 400円

〈先着順〉
11月 9日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

11月16日(水) 10人 1,000円とんぼ玉 午後1時30分～3時30分

11月19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

平成28年10月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

岩井将門まつり 婚活パーティー 坂東× in

☆坂東市・石岡市・小美玉市・鹿嶋市と婚活タイアップ！☆

真剣に結婚を考えているあなた！理想のパートナーに出会えるチャンスです。

将門まつりを楽しみながら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。

11月13日(日）と き

将門まつり会場ほかところ

（ 、 ）対象者 45歳までの独身男女 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（飲食代・イベント費のみ）参加費

男女各15人(応募者多数の場合は抽選。参加決定者には後日通知。)募集人数

10月28日(金)まで(10月28日以降のキャンセルは全額自己負担)申込期限

♪申込・問合せ 秘書広聴課（岩井仮設庁舎／内線1222）

◆ グランドオープン延期のお知らせ ◆
観光交流センター｢秀緑」

まちなか交流センター｢ゆめぷらざ坂東｣

１１月２３日(水・祝) 午前９時 グランドオープン！
10月22日に予定していましたグランドオープンは、台風等の影響により工事に遅れ

が出ているため、11月23日に延期することとなりました。オープンを楽しみにしてく

ださった皆さんには、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

★観光交流センター｢秀緑｣(旧大塚酒造)では、ガラス・木工・陶芸・３Ｄプリンター

などの体験工房をはじめ、大人気のアルパカやミニホースとふれあえます。

★まちなか交流センター(旧ハルワカ)の愛称が｢ゆめぷらざ坂東｣に決定しました。

1階は名産品やオリジナルグッズが並び、2階は作品が展示できるギャラリーとなっ

観光交流課（岩井臨時庁舎／ 0297-20-8666）ています。 問合せ 5

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、 10月22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
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