こども発達センター｢にじ｣が開所します
（放課後等デイサービス事業所）
対象者
発達に心配のある子の療
育経験や理解のある方また
は教諭免許、保育士資格等
をおもちの方
勤務内容
児童の発達指導や児童・
保護者への支援、自立・社
会参加のための継続的な訓
練活動の実施
申込書類
臨時職員等登録申込書、
履歴書（市販のもの ）、資
格証明書の写し
※申込書は総務課、さしま
窓口センターにあります。
市ホームページからも
ダウンロードできます。
登録できる期間
平成29年4月1日～
30年3月31日
申込期間
3月6日(月)～24日(金)
申込・問合せ
総務課 内線1324
※勤務内容に関するお問い
合わせは､こども発達セン
ターへ( 50280-88-0100)

平成25年10月に発達に心配のある就学前のお子さん
を療育する施設、こども発達センター「つくし」が開
所しました。3年が経過し、このたび学童期の療育を
求める声に応じて「にじ」を開所することになりまし
た 。「にじ」の名称は、七色の虹のように一人ひとり
の個性を大事にしようとの願いが込められています。
特

色

☆発育に不安のあるお子さんの発達を助けるため、
親子
で通う療育施設です。
☆言葉の発達の遅れ、
じっとしていられない、
こだわり
が強い、読み･書きの理解面の遅れなどに
不安のあるお子さんが利用する施設です。

「にじ」の利用者を募集
対 象 者 6～18歳までの児童生徒
(平成11年4月2日～平成23年4月1日生まれ)
※利用には、社会福祉課が発行する｢福祉サービス
受給者証｣が必要になります。
利用時間 平日(月～金) 午後1時30分～6時15分
夏･冬･春休み 午前9時～午後5時
※1時間ごとの療育を中心とした利用になります。
利用料金 児童福祉法に基づいて算出した額
申込開始 4月3日(月)～
〈土曜･日曜･祝日を除く午前10時～午後5時〉
申込・問合せ こども発達センター
50280-88-0100

3月20日(月)〈春分の日〉のごみ収集 《問合せ》生活環境課 内線1273
可燃ごみの収集日となっている地区では、可燃ごみに限って収集を行います。
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お知らせ版 平成29年3月2日号
総合体育館

総合体育館の改修工事が
完了し、 3月22日(水)から
主競技場 、卓球場 、武道場 、
トレーニング室の利用を再
開 します。
工事期間中、市民の皆さ
んには大変ご不便をおかけ
しました。生まれ変わった
総合体育館を、ぜひご利用
ください。
なお、 予約受付は3月7日
(火)から開始 します。
問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉
5 0297-35-1711

4月1日受付分(5月利用
分)から農業構造改善セン
ターの利用受付方法が変わ
ります。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
新しい受付方法
利用希望日1か月前の月
の最初の開庁日に電話また
は農業政策課窓口で受け付
けします。 受付開始は午前
8時30分からとし、午前9時
までに受け付けたもののう
ち、利用日時が重なった場
合は、抽選 で決定します。
午前9時以降の受け付けに
ついては、先着順とします。
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5 0297-35-2121／0280-88-0111
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。

※公共性、公益性の高い利
用についてはこれに限り
ません。
問合せ
農業政策課 内線1293

4月1日からさしま斎場の
待合室を使用する場合、待
合室使用料が追加されるこ
とになりました。皆さんの
ご理解とご協力をお願いし
ます。
待合室使用料(1室につき)
▽猿島地域の方 5,000円
▽岩井地域の方 10,000円
問合せ さしま斎場
5 0280-87-0619

市では、Ｂ型・Ｃ型ウイ
ルス性肝炎の治療を受ける
方の経済的負担の軽減を図
るため、治療に要した費用
の助成（平成30年3月31日
まで）を行っています。
助成額
自己負担額の2分の1
助成対象者
次のすべての要件を満た
している方
①茨城県肝炎治療費助成事
業により、医療費の助成
を受けている方
②申請日の1年以上前から

引き続き市内に住所を有
する方
③市税に滞納のない方
申請方法
治療が終了した日の属す
る年度末まで(平成28年度
分は平成29年3月31日まで)
に申請してください。
申請・問合せ
健康づくり推進課
5 0297-35-3121

定期予防接種は接種期限
を過ぎると、無料での接種
ができなくなります。接種
がお済みでないお子さん
は、母子健康手帳を確認の
うえ、体調の良いときに早
めに接種しましょう。
■麻しん風しん混合2期
対象者
平成22年4月2日～平成23
年4月1日生まれ(5歳以上7
歳未満で小学校就学前の1
年間）
接種期限 3月31日(金)まで
■ジフテリア破傷風混合(DT)
対象者
平成16年4月2日～平成17
年4月1日生まれ(小学6年生
相当の年齢)
接種期限
13歳の誕生日の前日まで
問合せ 健康づくり推進課
5 0297-35-3121

お知らせ版 平成29年3月2日号

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・問合せ
子育て支援課 内線1162

★中ノ台市民農園（山2177-110）
面積30㎡の区画
募集数:29区画
使用料:3,300円(年額)
面積60㎡の区画
募集数:4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:2区画
使用料:5,500円（年額）

利用期間
応募資格

4月1日～平成30年3月31日まで
農業者以外で野菜・草花等の栽培に意
欲のある方（ふれあい農園は市内在住
の方に限ります 。）
申込期限 3月30日(木)まで
申込・問合せ 農業政策課 内線1293
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■就学援助制度
小･中学校に就学してい
る児童生徒の保護者で、経
済的な理由から給食費･学
用品費･修学旅行費等の負
担が困難な場合、その一部
を援助する制度です。
申請すると住民基本台帳
や市民税課税台帳の閲覧な
ど家庭や所得に関する調査
を行います。所得申告をし
ていないと認定できない場
合がありますので、必ず申
告してください。
ただし、給与所得のみの
方で、勤務先から課税課に
給与支払報告書が提出され
る場合には、申告の必要は
ありません。
対象者
市内の小･中学校に在籍す
る児童生徒の保護者で、次
のような経済的な理由があ
り教育委員会が認定した方
○生活保護を受けている
○前年度中に生活保護の廃
止・停止を受けた
○児童扶養手当の支給を受
けている
○生活福祉資金の貸付を受
けている
○所得が著しく少なく、学
用品費や給食費などに苦
慮している
申込期限
年度当初から
援助を希望される方は
4月28日(金)まで
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5 0297-35-2121／0280-88-0111
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。

■私立幼稚園就園奨励費
補助金
私立幼稚園に就園する園
児(満3歳児以上)の保護者
の負担軽減と幼稚園教育の
振興を図るため、私立幼稚
園を通じて、保育料･入園
料の負担減免のための助成
を行っています(住所要件
があります)。
対象となる園
子ども･子育て支援新制
度に移行していない私立幼
稚園
※6月頃に幼稚園を通じて 、
保護者の方に申請書を配
付します。
申請・問合せ
学校教育課

内線1201

■難病患者福祉手当
対象者
市内在住の難病患者で、
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
(申請は年度中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
医療受給者証の写し(保
健所発行･有効期限が切
れていないもの)
○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
(ゆうちょ銀行を除く)
申請期限 3月31日(金)まで
※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。
■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
28年3月分～平成29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28年3
月分～平成29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)
申請期限 3月31日(金)まで
申請・問合せ
社会福祉課

内線1183

お知らせ版 平成29年3月2日号
募集人数 10人程度
申込・問合せ
市民音楽ホール
5 0297-36-1100
市民音楽ホール主催のコ
ンサートで、お手伝いをし
てくれるボランティアさん
を募集します。ぜひご応募
ください。
活動内容
受付(もぎり･プログラム
配布)、会場案内、喫茶コー
ナー、クローク
※月1回程度、主に土曜・
日曜の活動となります。
応募資格
市内在住・在勤の方で、
男女を問わず18歳～40歳く
らいまで(高校生を除く)

坂東市サッカー協会では、
平成29年度に開催する坂東
サッカーリーグ(5～11月開
催)の参加チーム登録を行い
ます。
登録資格
市内在住・在勤の方が1
人以上いるチームで、参加
者はスポーツ傷害保険に加
入していること

登録料
1チーム15,000円＋
メンバー数×500円
(納入通知書により後日納入)
申込方法
登録申請書に必要事項を
記入のうえ、岩井公民館へ
提出してください。
※登録申請書は岩井公民館
にあります。
申込期間
3月7日(火)～24日(金)
申込・問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉
5 0297-35-1711

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28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

２

田(水稲)の部
地域
岩井地域
猿島地域
(参考)坂東市平均

平均額(円)
18,900
16,000
18,000

最高額(円)
30,000
23,200

最低額(円)
5,800
10,000

データ数(筆数)
87
41
128

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)
11,100
11,900
11,300

最高額(円)
30,000
17,300

最低額(円)
8,600
10,000

データ数(筆数)
100
25
125

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり11,600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 内線1278

5

お知らせ版 平成29年3月2日号

自衛官未経験の社会人・
学生の方を予備自衛官補と
して公募・採用し、教育訓
練修了後、予備自衛官とし
て任用する制度です。
応募資格
◎一般公募
18歳以上34歳未満の方
◎技能公募
語学・医療・整備などの
国家資格免許等をもつ18歳
以上55歳未満の方（資格免
許により異なります）
試験日
4月14日(金)～18日(火)
の間の指定された1日
申込期限 4月7日(金)まで
問合せ
自衛隊筑西地域事務所
5 0296-22-7239

国税局や税務署において、
税のスペシャリストとして
働く国税専門官（国家公務
員）を募集します。
応募資格
(1)昭和62年4月2日～平成8
年4月1日生まれの方
(2)平成8年4月2日以降生ま
れの方で次に掲げる方
①大学を卒業した方及び平
成30年3月までに大学を
卒業する見込みの方
②人事院が①と同等の資格
があると認める方
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試験日
▽第1次試験 6月11日(日)
▽第2次試験
7月12日(水)～19日(水)
の間の指定された1日
申込方法
次のアドレスへアクセス
し、説明に従って入力して
ください。
http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html
受付期間
3月31日(金)午前9時～
4月12日(水)受信有効
問合せ
人事院人材局試験課
5 03-3581-5311

ご相談ください

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
4月12日(水)、5月10日(水)
6月14日(水)、7月12日(水)
8月 9日(水)、9月13日(水)
いずれも午後2時～4時

ところ

岩井公民館
2階相談室

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
参加費 無料
申込方法
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
5 0296-54-6012

こころの病について相談
したい、対人関係で悩んで
いるなど、精神保健福祉士
や専門相談員がご相談に応
じます。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
4月1日(土)・15日(土)
午後2時～4時
※1人あたり30分前後です。
ところ
地域活動支援センター煌
（きらめき）相談室
〈沓掛411-1〉
相談料 無料
申込方法
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
5 0297-30-3071

お知らせ版 平成29年3月2日号
講座やイベント

①プール教室
■大人の水泳教室
(高校生以上)
と き 4月13日～6月22日
毎週木曜日
午後6時15分～7時15分
募集人数 30人
申込開始 3月26日(日)
午前9時～
■小学生水泳教室
と き 4月15日～6月24日
毎週土曜日
午前10時～11時
募集人数 30人
申込開始 3月26日(日)
午前10時～
■幼児水泳教室
（4～6歳の未就学児）
と き ①4月15日～5月20日
②5月27日～6月24日
毎週土曜日
午前11時～正午
募集人数 各10人
申込開始 3月26日(日)
午前11時～
■アクアダンス(高校生以上)
と き 4月13日～6月22日
毎週木曜日
午後3時～4時
募集人数 25人
申 込 開催日ごとに受付
②研修室講座
（坂東市･境町･古河市･五霞
町在住･在勤の方に限る)

■ピラティス(高校生以上)
と き 4月15日～6月24日
毎週土曜日
午前11時～正午
募集人数 25人
申込開始 3月26日(日)
午後1時～
■エアロビクス(高校生以上)
と き 4月14日～6月23日
毎週金曜日
午後6時45分～7時45分
募集人数 20人
申込開始 3月26日(日)
午後2時～
【 ①②共通事項 】
※直接窓口でお申し込みく
ださい(電話での受付不
可)。受付は開始時刻か
ら10分間とし、募集人数
を超えた場合は、抽選と
なります。
受講料 無料
（プール教室は
入場料のみ必要）
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〉
5 0280-87-7223

①会員募集
陶芸に挑戦し、新たな楽
しみを見つけてみませんか。
と き
隔週の水曜日(月2回程度)
午前10時～午後2時30分
対象者
市内在住の60歳以上で、
陶芸未経験者・初心者の方

募集人数 若干名(先着順)
会 費 月額 1,000円
申込期限 3月21日(火)まで
②作品展
会員が制作した作品を展
示します。来場された方に、
心ばかりの品をご用意して
います(数に限りがありま
す)。ぜひご来場ください 。
と き
3月23日(木)～28日(火)
午前10時～午後3時
〈27日(月)は休館〉
【 ①②共通事項 】
ところ
岩井福祉センター夢積館
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会
本所 5 0297-35-4811

｢子どもゆめ基金助成活動｣

ぼくもわたしも忍者になっ
て「秀緑」であそぼう！
と き 3月11日(土)
午後1時30分～3時
ところ
観光交流センター秀緑
対象者
未就学児～小学6年生
※未就学児は保護者同伴
参加費
1人 1,000円、未就学児と
保護者は1組 1,500円
募集人数 40人（先着順）
申込・問合せ
坂東こども劇場
5 0297-36-3504
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と き 3月26日(日)～
ところ 岩井球場ほか
参加資格
茨城県内在住・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3日(金)～10日(金)
※申込用紙は、岩井公民館
にあります。
申込・問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉

る有酸素運動です。
と き
4月2日･16日･23日･30日
の日曜日〈雨天中止〉
午前9時～11時
集 合 岩井公民館前
対象者
坂東市民の方ならどなた
でもＯＫです！
参加費 200円／月
（資料・用具代）
募集人数 10人(先着順）
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
事務局 近藤剛彦
5080-1087-1917

5 0297-35-1711

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
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ガラス・陶芸・木工体験
をしながら楽しい時間を過
ごしませんか？
と き 3月25日(土)
午後1時30分～
ところ
観光交流センター秀緑、
ホテルグリーンコア坂東
対象者
45歳以下の独身男女
※男性は市内在住の方(将来
坂東市に住む予定のある

■坂東市秘書広聴課■

方)､女性は地域制限なし
参加費 男性 6,500円
女性 4,500円
募集人数 男女各12人
（先着順）
申込・問合せ
若人の集い実行委員会
生涯学習課内／内線1222

◆切り絵同好会作品展
美しい作品の数々をお楽
しみください。
と き
3月10日(金)～23日(木)
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。
と き 3月26日(日)
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、
大正琴
▽午後:カラオケ
問合せ・開催場所
神大実分館〈月曜休館〉
5 0297-30-1800

