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坂東市職員採用試験を実施します

①事務職 ②土木職 ③保健師 ④幼稚園教諭･保育士 ⑤社会福祉士採用職種

⑥児童発達支援管理責任者 ⑦臨床心理士または臨床発達心理士

①は10人程度、②～⑦は若干名採用人数

学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、専修学校の専門課程、短期受験資格

大学、高等専門学校、大学または大学院を卒業した方もしくは平成30年3

月31日までに卒業見込みの方または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

7月24日(月)～8月18日(金)〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期間

（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17日(日)・坂東市役所とき・ところ】

【 適性検査､教養試験､専門試験科 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 0297-21-2178（直通）申込・問合せ 5

お盆期間中の8月14日（月）～16日（水）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 0297-21-2189（直通）5

求む！やる気
チャレンジ精神

切れた電線にはさわらないで！

台風や雷・豪雨の影響による樹木接触・樹木倒壊などにより、電線が切れてしまう

。 、 。場合があります 切れてたれ下がっている電線には 絶対に手を触れないでください

電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合もたいへん危険です。見つけ

たら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。

（ ）連絡先 東京電力パワーグリッド 0120-995-007 フリーダイヤル5

※0120番号をご利用になれない場合 03-6375-9803（有料）5

▼停電情報はホームページからご確認いただけます。

http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html(ダウンロード方式）



個人で事業を行っている

方で、一定の所得を超えた

場合は個人事業税が課税さ

れます。第1期分の納税通

知書を8月中旬に送付しま

すので、8月31日(木)の納

期限までに納付してくださ

い。

※納税に便利な口座振替を

ご利用ください。

問合せ

▽課税について

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

▽口座振替について

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

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

治療終了後、健康づくり

推進課（市役所1階）へ申

請してください。

申請・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-3121（直通）5

里親とは、さまざまな事

情により家庭で暮らせない

子どもたちを、自分の家庭

に迎え入れて養育する人の

ことをいいます。

里親の種類には、養育里

親、親族里親、専門里親、

養子縁組目的里親がありま

す。

里親になるためには、経

済的に困窮していないこ

と、子どもの養育について

の理解や熱意と愛情を持っ

ていること、同居人に欠格

事項（虐待など）の該当者

がいないことなど、いくつ

かの要件があり、研修を修

了する必要があります。

筑西児童相談所問合せ

0296-24-16145

募集職種

一般事務、技術業務

若干名採用予定人数

受験資格

▽新卒者

平成4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30

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、民間企業等で

の職務経験を有する方

10月15日(日)１次試験

11月中旬２次試験

9月1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

下水道促進週間(9月7日

～13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9日(土)･

10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(木)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0692

坂東市岩井4365

坂東市役所下水道課

0297-21-2198（直通）5
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お知らせ版 平成29年8月3日号 代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

お問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。
★右ページへ

続く



①自衛隊一般曹候補生

応募資格

平成3年4月2日～平成12

年4月1日までに生まれた方

１次試験日

(月･祝)9月16日(土)～18日

のうち指定する1日

２次試験日

10月5日(木)～11日(水)

のうち指定する1日

9月8日(金)まで申込期限

②航空学生（海上･航空)

応募資格

▽海上 18歳以上23歳未満

の方（高卒者（見込含 ））

▽航空 18歳以上21歳未満

の方（高卒者または高専3

年次修了者（見込含 ））

１次試験日

9月18日(月･祝)

２次試験日

10月17日(火)～22日(日)

のうち指定する1日

9月8日(金)まで申込期限

）③自衛官候補生(男子･女子

応募資格

採用予定月の1日現在、

18歳以上27歳未満の方

受付時に通知試験日

※申込は随時受け付けて

います。

【 共 通 事 項 】

申込・問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

福祉の職場への就職を希

望される方や福祉の仕事に

関心のある方を対象に、就

職ガイダンスを開催しま

す。事前申し込みは不要で

すので、お気軽にご参加く

ださい。

8月18日(金)と き

正午～午後4時

イーアスつくば2階ところ

イーアスホール

〈つくば市研究学園5-19〉

問合せ

茨城県社会福祉協議会

茨城県福祉人材センター

029-244-45445
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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28年分の所得申告を済ませておいてくださ

い。また、平成29年1月1日に坂東市に住所がなかった方

は、平成29年度所得証明書（平成29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18日(金) 市役所1階 午前9時～11時30分

8月21日(月) 社会福祉課 午後1時～5時

社会福祉課 0297-21-2190（直通）《問合せ》 5

●児童扶養手当現況届

受付日 受付会場 受付時間

市役所1階 午前9時～11時30分
8月18日(金)

多目的ホール 午後1時～7時
8月20日(日)

※20日は午後5時まで
8月21日(月)

8月22日(火) 猿島公民館2階学習室

※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。

子育て支援課 0297-21-2191（直通）《問合せ》 5

お知らせ版 平成29年8月3日号

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。



東京都内で学生を対象と

した就職面接会を開催しま

す。県内企業20社が出展し

ますので、首都圏に進学し

たご家族にぜひお知らせく

ださい。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。

8月26日(土)と き

午後1時30分～

◎正午からはオープニング

セミナー、午後0時30分

からは出展企業によるア

ピールタイムもあります。

ところ

パレスサイドビル9階

マイナビルーム

〈東京都千代田区一ツ橋1-1-1〉

対象者

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3年以内の方

問合せ

茨城県労働政策課

029-301-36455

【相談電話番号】

０５７０－００３－１１０5

高齢者や障がい者に対す

る暴行・虐待など、人権侵

害に関するあらゆる相談

に、人権擁護委員や法務局

職員が無料で応じます。秘

密は守られますので、安心

してご相談ください。

と き

9月4日(月)～10日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

問合せ

水戸地方法務局人権擁護課

029-227-99195

一人で悩んで

いませんか？

お知らせ版 平成29年8月3日号

4

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

テレビ受信障害対策工事が行われます

市内において、700 MHz（メガヘルツ）帯携帯電話基地局が開設されます。新し

い電波の利用が始まると、一部地域においてテレビ映像が「乱れる 「映らない」」

などの受信障害が発生する可能性があるので、一般社団法人700 MHz 利用推進協会

が、その影響を防止するための受信障害対策工事を行います。

受信障害が発生する可能性がある地域のお宅へは、お知らせチラシを送付します

ので、10月19日(木)以降に受信障害が発生しましたら、コールセンターに連絡して

ください。必要に応じて、対策工事を行いま

す。なお、本件にかかる工事で、視聴者の方

の費用負担はありません。

問合せ

700 MHz テレビ受信障害対策コールセンター

0120-700-012（フリーダイヤル）5

※つながらない場合 050-3786-07005

受付時間：午前9時～午後10時

お知らせチラシ
〈土・日・祝祭日および年末年始を含む〉

ご相談ください

お問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。
★右ページへ

続く



弁護士、司法書士、行政

、 、 、書士 税理士 公認会計士

社会保険労務士、土地家屋

調査士、不動産鑑定士によ

る無料相談会です。法律や

行政、税務、会計、労働・

社会保険、不動産について

のご相談がある方は、お気

軽にご来場ください。

(当日受付順･事前予約不可)

9月3日(日)と き

午前9時30分～午後3時

※受付は午後2時30分まで

ところ

茨城県産業会館大会議室

〈水戸市桜川2-2-35〉

問合せ

(一社)茨城県不動産

鑑定士協会

029-246-12225

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。

9月10日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内レストランところ

対象者

45歳未満の独身男女

※市外・結婚相談登録外の

方も参加できます。

男女各15人募集人数

（応募者多数の場合は抽選）

1,500円参加費

8月25日(金)まで申込期限

秘書広聴課申込・問合せ

0297-20-8265(直通)5

8月27日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

市内在住・在勤の方で、

スポーツ傷害保険に加入し

ていること

1チーム10,000円参加費

（新規参加チームは

）別途登録費5,000円

申込期間

8月3日(木)～14日(月)

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 平成29年8月3日号

5

講座やイベント

ＮＰＯ法人ベル･サポートでは、茨城県が設立した

「いばらき出会いサポートセンター」の後援を受け、

出会いパーティーを開催します。参加費は男性3,000

円、女性1,000円です。

とき ところ 対象者等

Ａコース：
8月20日(日) 結城市民

20代・30代の方
午後1時30分～ 文化センター

Ｂコース：
4時30分 アクロス

40代・50代の方

Ａコース：
8月26日(土)

とねミドリ館 30代・40代の方
午後1時30分～

〈古河市〉 Ｂコース：
4時30分

40代・50代の方

守谷市
9月2日(土)

午後1時30分～ 39歳以下の方
市民交流プラザ

4時30分

9月10日(日) ビアスパーク

午後1時30分～ しもつま 39歳以下の方

4時30分 〈下妻市〉

ＮＰＯ法人 ベル・サポート申込・問合せ

0280-87-70855

（受付時間:午前9時～午後5時)

＊ホームぺージ http://www.bell-support.net

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。



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7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

市内在住・在学の対象者

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17日(木)・18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

第28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19日(土)～25日(金)

午前9時～午後5時

※19日は午後1時から、25日

〈 〉は午後4時まで 21日休館

教育友の会主 催

写真クラブ県西支部

武井問合せ

0280-87-17945

▼第28回虹の会作品展

退職教職員有志が楽しみ

ながらそれぞれに表現した

趣味の作品を展示します。

と き

8月29日(火)～9月3日(日)

午前9時～午後5時

※29日は午後1時から、3日は

午後3時まで

虹の会主 催

樋﨑問合せ

0297-35-16855

外国人の方へ日本語をや

さしく教える方法を学ぶ講

座です。初めての方も参加

できます。

と き

、 、 、9月10日 24日 10月1日

29日、11月12日

日曜日〈計5回〉

午後7時～9時

ところ

境シンパシーホール集会室

〈境町長井戸1689-1〉

無料受講料

※テキスト代2,700円のみ

受講者負担

30人募集人数

国際交流友の会主 催

「さ･か･い」

境町役場申込・問合せ

人権・協働ハーモニー課

0280-81-13375

筑波山の植物、動物（昆

虫 、地質について学びま）

せんか。講座と自然観察会

の２本立てです。

と き

9月14日、10月12日、

11月2日

木曜日〈計3回〉

午前10時～午後3時

ところ

筑波山ケーブルカー山頂駅

2階無料休憩所ほか

無料受講料

持ち物

昼食、飲み物、雨具、筆

記用具、野外観察に適した

服装。

各回30人(先着順)募集人数

8月25日(金)申込期限

申込方法

申込書に必要事項を記入

のうえ、郵送、FAX、メー

ルでお申し込みください。

申込書はホームページか

ら入手できます。

＊ホームページ

https://www.pref.ibara

ki.jp/seikatsukankyo/k

ansei/shizen/tsukubasa

n-academy.html

申込・問合せ

茨城県環境政策課

〈水戸市笠原町978-6〉

029-301-29465

お知らせ版 平成29年8月3日号
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代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

お問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。
★右ページへ

続く



①大人の水泳教室

と き

9月7日～11月9日の

木曜日 午後6時15分～

高校生以上の方対象者

30人（先着順）募集人数

8月20日(日)申込日時

午前9時～

②小学生水泳教室

と き

9月2日～11月11日の

土曜日 午前10時～

小学生の方対象者

30人（先着順）募集人数

8月20日(日)申込日時

午前10時～

③幼児水泳教室

と き

▽9月2日～10月7日の

土曜日 午前11時～

▽10月14日～11月11日の

土曜日 午前11時～

対象者

講座開始日に4～6歳の方

（ ）募集人数 各10人 先着順

8月20日(日)申込日時

午前11時～

④アクアダンス

と き

9月7日～11月9日の

木曜日 午後3時～

高校生以上の方対象者

25人（先着順）募集人数

開催日ごとに受付申込日時

⑤ピラティス

と き

9月2日～11月11日の

土曜日 午前11時～

高校生以上の方対象者

25人（先着順）募集人数

8月20日(日)申込日時

午後1時～

⑥エアロビクス

と き

9月15日～11月24日の

金曜日 午後6時45分～

高校生以上の方対象者

20人（先着順）募集人数

8月20日(日)申込日時

午後2時～

【 ①～⑥ 共 通 】

※直接窓口でお申し込みく

ださい （電話での受付不。

可）募集人数を超えた場合

は、抽選となります。

受講料

①～④はプール入場料

(大人200円、小人100円）

のみ、⑤⑥は無料

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

お知らせ版 平成29年8月3日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

9月 6日(水) 午前9時30分～午後3時30分 10人 500円布草履

8月15日(火)
9月 6日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

午前9時から
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円9月13日(水)

電話受付
9月16日(土) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

〈先着順〉
かごとバッグ 9月 1日(金) 午前9時30分～午後3時30分 6人 1,000円～

プチ裂き織り 9月 4日(月) 午前9時30分～午後2時 6人 500円

布ふくろう作り 9月12日(火) 午前9時30分～午後0時30分 6人 500円

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

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。
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9月10日(日)と き

午前8時30分～

総合体育館ところ

参加資格

市内在住・在勤の方

種 目

男女団体戦・個人戦

参加費

団体戦（男子）

2,000円(学生1,200円)

団体戦（女子）

1,200円(学生1,000円)

個人戦 500円

(高校生300円､中学生200円､

小学生100円)

申込期限

午後5時まで9月1日(金)

申込み

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

〈土･日･祝祭日を除く〉

問合せ

坂東市体育協会卓球部長

宮部 090-7708-17095

平成29年8月3日発行 ■坂東市秘書広聴課■

ばんどうホコテンの開催に伴い、 8月26日(土) 合図の 花火を打ち上げます。
。 《 》 （ ）ご協力をお願いします 問合せ 坂東市観光協会 0297-20-86665

１０月８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8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

10人（先着順） 20人（先着順）募集人数

武 者 行 列 稚 児 行 列

11月12日(日) 午前9時～午後4時 11月12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

電話でお申し込みいただくか、申込書に必要事項を記入のうえ、商工観光申込方法

課に直接持参またはＦＡＸでお申し込みください。

※申込書は、商工観光課にあります。坂東市および坂東市観光協会のホー

ムページからもダウンロードできます。

8月31日(木)まで申込期限

坂東市観光協会〈商工観光課内〉《申込・問合せ》

0297-20-8666／FAX 0297-20-80255
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