
防災ラジオは、地震や避

難など災害に関する情報を

迅速にお知らせするための

ラジオです。荒天時でも室

内で緊急情報や防災情報を

はっきりと確認することが

できます。

情報を市内全域に確実に

配信します。全世帯への普及

を進めていますので、この

。機会にぜひご購入ください

購入方法

交通防災課(市役所3階)

で申込書に必要事項をご記

入いただき、負担金と引き

換えにその場でラジオをお

渡しします。

印鑑、負担金持ちもの

1台 3,000円負担金

※2台目以降は10,000円、

生活保護受給者は免除

（受給者証明書を提示）

問合せ

交通防災課

内線1312

1

入居を希望される方は、所定の申込書に必要書類を添

。 。えてお申し込みください 申込書は管財課にあります

募集住宅

藤田住宅、さしま住宅住宅名

鉄筋コンクリート造4～5階建て構 造

2DK 1戸／2LDK 1戸／3DK 3戸戸 数

※募集中に同種類の空家が出た場合、募集住宅に

追加します。

6月19日(月)～30日(金)募集期間

〈 〉土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分

平成29年9月1日入居可能日

世帯全体の収入により計算します月額家賃

敷金は家賃の3か月分、保証金は駐車場敷金・保証金

使用料の3か月分

（次の要件をすべて備えている方）入居申込者の資格

①坂東市内に住所または勤務場所がある方

②同居または同居しようとする親族がいる方

(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)

③入居または同居しようとする親族が暴力団員でないこと

④兄弟だけの申込みはできません(両親死亡等を除く）

⑤現在住宅に困っている方(持ち家のある方は不可）

⑥市税等を滞納していない方

⑦世帯の収入の合計が基準内であること

⑧自立して生活を営める方

⑨母子・父子世帯は離婚が成立していること

⑩その他、坂東市営住宅管理条例による

管財課 内線1333問合せ



市内から圏央道坂東ＩＣ

までの案内図を作成しまし

た。ご希望の方には、都市

整備課、市民サービス課、

さしま窓口センターにて無

料でお渡ししていますの

で、ぜひご活用ください。

また、市ホームページから

もご覧いただけます。

問合せ

都市整備課 内線1241

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29年1月1日時点で坂

東市に住所がなかった方

は、平成29年度児童手当

用所得証明書（平成29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 内線1162

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

意や契約をしてしまった結

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

問合せ

生活環境課 内線1271●

茨城県廃棄物対策課●

029-301-30335

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3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

すすめしています。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。

水道課 内線1253問合せ

お知らせ版 平成29年6月1日号

2

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。

※不法投棄・野焼きを

見つけたら

不法投棄１１０番

０ １ ２ ０ -

５ ３ ６ - ３ ８ ０
いつもみんなでむらなくみはれ



地区名 採水日

岩井 6月26日(月)

6月27日(火)
辺田･鵠戸･

あみどり町

中川･長須 6月28日(水)

七郷 6月29日(木)

神大実 7月 3日(月)

7月 4日(火)
弓馬田･飯島･
七重

猿島地域 7月 5日(水)

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)

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

8月中旬に郵送検査結果

申込期間

6月5日(月)～16日(金)

申込・問合せ

内線1273生活環境課

一般財団法人 自治総合

センターでは、宝くじを財

源として、コミュニティ活

動に必要な施設や設備の整

備に対して助成を行ってい

ます。ご活用ください。

助成額

▽一般コミュニティ助成事業

100～250万円

▽地域防災組織育成助成事業

30～200万円

▽青少年健全育成助成事業

30～100万円

対象団体

コミュニティ組織(自治

会､自主防災組織等)または

コミュニティ組織の連合体

等で､公共団体等から補助

金を受けていない団体

申込期間

6月1日(木)～8月31日(木)

※助成事業実施の有無を含

め内容が変わる場合もあ

ります。また、申請した

団体に必ず交付されるも

のではありません。

申込・問合せ

市民協働課 内線1371

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

年金基金から送付された

｢現況届｣に必要事項を記入

6月30日(金)までのうえ、

に、農業委員会事務局また

に提はさしま窓口センター

出してください。

農業委員会事務局問合せ

内線1278

年金を受け取るために必

要な保険料の納付期間が、

されま25年から10年に短縮

した。これまで年金を受け

取ることができなかった方

も年金を受け取れる可能性

があります。

対象となる方には、日本

年金機構より「短縮」と記

載した黄色の封筒を順次お

届けしています。

お手元に届きましたら、

｢ねんきんダイヤル｣でご予

約のうえ、できるだけお早

。めに手続きをお願いします

予約・問合せ

ねんきんダイヤル

0570-05-11655

自動車税を納めていただ

けない場合には、財産（預

金、給与、自動車、不動産

等）の差押など、滞納処分

、を行うことになりますので

ご注意ください。

まだ納税がお済みでない

方は、至急納めていただく

ようお願いします。

問合せ

筑西県税事務所

収税第一課●

0296-24-91905

収税第二課●

0296-24-91575

お知らせ版 平成29年6月1日号

3



工業統計調査は、工業の

実態を明らかにすることを

。目的とした重要な調査です

経済産業省において、例

年12月31日に工業統計調査

を実施していましたが、調

査日が6月1日に変更になり

ました。5月中に調査員が

お伺いしますので、調査へ

のご理解とご協力をお願い

します。

回答には、24時間入力･

保存･送信が可能なインター

ネット回答をおすすめして

います。インターネット回

答をされない場合は、紙の

調査票を調査員にご提出く

ださい。

企画課 内線1362問合せ

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29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

経過していない方及び平成

30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

9月3日(日)第１次試験

第２次試験

10月11日(水)～20日(金)

までの指定する1日

高校卒業程度試験の程度

インターネット申込期間

6月19日(月)午前9時～

28日(水)受信有効

【 】インターネットアドレス

http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

※インターネット申込がで

きない場合は、関東信越

国税局までお問い合わせ

ください。

問合せ

インターネット申込●

人事院人材局試験課

03-3581-53115

インターネット申込以外●

関東信越国税局

人事第二課

048-600-31115

平成30年3月に大学院･大

学･短大･専修学校等(高校

は除く)卒業予定者及び既

卒未就職者を対象に、県内

企業を集めた無料就職面接

会を開催します。面接会は

午前の部と午後の部にわけ

て行われます。事前申し込

みは不要ですので、直接会

場にお越しください。

①土浦会場

6月26日(月)と き

午前10時～正午

午後1時30分～3時30分

ところ

ホテルマロウド筑波

〈土浦市城北町2-24〉

②水戸会場

7月3日(月)と き

午前10時～正午

午後1時30分～3時30分

ところ

ホテルレイクビュー水戸

〈水戸市宮町1-6-1〉

【 ①②共通事項 】

問合せ

茨城県労働政策課

029-301-36455

＊ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/shokorodo/rosei/rodo/

h29daisuki.html

平成29年度の労働保険年

度更新の申告・納付期間

は、6月1日(木)～7月10日

(月)までとなります。

申告の際は、年度更新申

告書受理相談会、コールセ

ンターをご利用ください。

労働保険料の納付について

は、口座振替をご利用くだ

さい。申請手続きを一度行

えば、翌年度以降も継続し

て口座振替により納付がで

、 。き 納期限も延長されます

※4月1日から雇用保険料率

が引き下げられました。

料率の詳細については、

お問い合わせください。

問合せ

茨城労働局総務部

労働保険徴収室

029-224-62135

お知らせ版 平成29年6月1日号
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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。



職場における女性活躍推

進やワーク・ライフ・バラ

ンス推進、子育て支援にバ

ランスよく取り組む県内企

業を優良企業として認定・

表彰します。

応募資格

茨城県内に本社または主

たる事業所を置く企業（支

店、事業所単位の申請は不

可）

応募方法

応募書類に必要事項を記

入のうえ、郵送または持参

によりご応募ください。応

募書類はホームページから

ダウンロードできます。

7月31日(月)必着応募期限

応募・問合せ

茨城県女性青少年課

029-301-21785

＊ホームページ

https://www.pref.ibaraki.

jp/bugai/josei/danjo/nintei.

html

①学校公開

7月7日(金)と き

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。

6月23日(金)まで申込期限

②ふれあい教室

7月25日(火)と き

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、関係機関

担当者の方など

7月18日(火)まで申込期限

【 ①②共通事項 】

申込・問合せ

県立下妻特別支援学校

〈下妻市半谷492-4〉

0296-44-18005

願書受付

7月6日(木)・7日(金)

午前9時～正午

午後1時～5時

常総保健所受付場所

試験日時

10月14日(土)

午後1時30分～3時30分

試験会場

水戸葵陵高等学校

茨城県立医療大学

受験資格

中学校卒業以上等の学歴

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

0297-22-13515

※製菓衛生師試験の受験を

希望される方は、常総保

健所までお問い合わせく

ださい。

市内の複数のお宅に家族

や親戚の名をかたる者から

詐欺の予兆電話がかかって

きています。

犯人は、家族や親戚の名

前を使って「明日家に行く」

などと電話してきます。

このような電話を受けた

場合には、必ず家族に相談

したり、警察に連絡してく

ださい。

境警察署問合せ

0280-86-01105

介護について不安なこ

と、困ったこと、介護に疲

れた等、介護に関する様々

な相談に応じます。

6月15日(木)と き

午後1時30分～2時30分

ところ・申込・問合せ

坂東市南部地域包括支援

センター ハートフル広侖

逆井・木村

0297-38-21615

お知らせ版 平成29年6月1日号

5

ご相談ください



不登校や休みがちのた

め、高校進学、進級などで

悩み苦しんでいる保護者や

中学生・高校生本人からの

相談に応じるとともに、通

信制高校（日本航空高等学

校）等の説明を行います。

予約制となっていますの

で、事前にご連絡をお願い

します。

6月23日(金)と き

午後6時～9時

ところ

スペースＵ古河

〈古河市長谷町38-18〉

無料相談料

申込・問合せ

(公財)日本航空教育協会

茨城学習支援センター

大倉・見目

0280-33-05805

仕事をお探しの方のため

に、就職相談・キャリアカ

ウンセリングから職業紹介

まで一貫したサービスを提

供しています。

また、事業所からの求人

申込み（求人情報）を随時

受付し、センターを利用す

る皆さんに提供するほか、

ホームページでも広く公開

しています。どうぞお気軽

にご利用ください。

開設時間

月～金曜日

午前9時～午後4時

〈祝日・年末年始を除く〉

サービス内容

○職業紹介・内職斡旋

○就職情報の提供

○キャリアカウンセリング･

職業適性診断

○就職支援セミナーの実施

○求人受付（求人開拓員が

事業所へお伺いします ）。

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

〈筑西市二木成615〉

0296-23-38115

＊ホームページ

http://www.jobcafe-

ibaraki.jp/

と き

6月30日～9月8日

毎週金曜日

午後6時15分～7時15分

対象者

坂東市･境町･古河市･五

霞町在住･在勤の高校生以

上の方

無料受講料

20人募集人数

6月18日(日)申込開始

午前10時～

申込方法

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。定

員に達しない場合は、随時

募集します。

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

ボーイスカウトのみんな

と一緒に市内を探検してみ

ませんか。元気いっぱいの

子どもたちの参加をお待ち

しています。

6月25日(日)と き

午前9時30分～

坂東市内ところ

※どこに行くかは、お楽し

みに！

対象者

男女問わず、6歳以上小学

5年生まで

無料参加費

申込・問合せ

ボーイスカウト坂東第1団

真中

090-1812-43285

お知らせ版 平成29年6月1日号
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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。

講座やイベント



ＦＰ(ファイナンシャル･

プランナー)とは、お客様

の希望や目標に沿ってトー

タルな資産設計を提案し、

継続してサポートする専門

家です。3人のＦＰと一緒に

お金の知恵やくらしのヒン

トを学びましょう。事前に

お申し込みください。

6月24日(土)と き

午後1時～4時20分
ところ

常総市生涯学習センター

〈常総市水海道天満町4684〉

内 容

①はじめてさんのiDeCo
イデコ

(個人型確定拠出年金)

セミナー～知っておきた

いiDeCoのきほん～

内村しづ子氏

午後1時～2時

②iDeCoをはじめるための

金融機関選び、商品選び

大江加代氏

午後2時10分～3時10分

③きちんと知りたい認知症

とおかねのこと

檜物琢眞氏

午後3時20分～4時20分

④ＦＰによる個別無料体験

相談会

午後1時～4時20分

（3組・1組50分・要予約）

無料参加費

後 援

茨城県、坂東市ほか

申込・問合せ

日本ＦＰ協会茨城支部

029-302-53205

坂東市の建設職人が集い

包丁とぎ、まな板削り、住

宅相談などの奉仕活動を行

います。皆さんぜひご来場

ください。

また、会場では募金の受

付(社会福祉協議会へ寄附)

も行いますので、ご協力を

お願いします。

と き

6月11日(日)

午前10時～午後3時

〈雨天決行〉

ところ

有限会社 倉持総合建設前

〈沓掛3971-3〉

後 援

国土交通省、坂東市ほか

問合せ

猿島土建一般労働組合

0280-23-47735

お知らせ版 平成29年6月1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 7月 3日(月) 午前9時30分～午後2時 6人 500円

6月15日(木)
布草履 7月 5日(水) 午前9時30分～午後3時30分 10人 500円

午前9時から
かごとバッグ 7月 7日(金) 午前9時30分～午後3時30分 6人 1,000円～

電話受付
布ふくろう作り 7月11日(火) 午前9時30分～午後0時30分 6人 500円

〈先着順〉
7月12日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円7月19日(水)

午後1時30分～3時30分 10人 1,000円7月22日(土)

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開催場所･申込･問合せ

0297-20-99805
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坂東の豪族、天下を揺る

がした名将、平将門公の歴

史について学習をしてみま

せんか。

①浮世絵の中の将門

将門公にまつわる浮世絵

50点を展示します。

と き

6月17日(土)～21日(水)

午前10時～午後4時

※21日は午後3時まで

無料入場料

②坂東の豪族

平将門フォーラム

わずかの期間で関東八カ

国を制し、都の帝に反抗す

る新皇を宣言した将門公。

その圧倒的な強さの秘密を

学びませんか。

6月17日(土)と き

午後1時～5時20分

500円受講料

【 ①②共通事項 】

我孫子市民プラザところ

〈我孫子市我孫子4-11-1

）あびこショッピングプラザ内

関東学研究会問合せ

048-969-46765

施設内にある小川でのホ

タル観賞のほかに、天体観

測、プラネタリウム、クラ

フト体験コーナーを行いま

す。軽食販売もありますの

で、ぜひご家族

で遊びにきてく

ださい。

と き

6月16日(金)・17日(土)

午後5時～9時

★プラネタリウム

16日(金)午後6時～

17日(土)午後5時30分～

午後6時20分～

※両日ともに1時間前から

整理券を配布します。

★星を見る会

昇りはじめる土星を見よう

17日(土)午後7時～

ところ・問合せ

さしま少年自然の家

0280-86-63115

平成29年6月1日発行 ■坂東市秘書広聴課■

成人フェスティバル2018は、平成30年1月7日(日)に市民音楽ホールで開催を予定し

ています。オリジナルの成人式を企画して、20歳の思い出を作りませんか？

ご応募お待ちしています。

平成9年4月2日～平成10年4月1日に生まれた対象者

市内在住･出身の方で、4回程度の会議に参加

できる方（市内に住所がなくても参加可）

若干名募集人数

7月7日(金)まで申込期限

生涯学習課 内線1223申込・問合せ
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