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現在のすこやか医療費助成制度(坂東市独自の制度)は、中学3年生までの方を対象と

しています。12月からは対象年齢が拡大され、18歳まで医療費の助成が受けられるよ

うになります。

新たに対象となる平成11年4月2日～平成14年4月1日生まれの方には 「医療福祉費受、

給者証交付申請書」を10月中旬に郵送します。申請書に必要事項を記入し、対象とな

るお子さんの保険証の写しを添付のうえ、同封の返信用封筒にて郵送で申請してくだ

さい。申請された方には、11月末までに新しい受給者証を郵送します。

保険年金課 0297-21-2187問合せ 5

窓口用封筒に有料広告を掲載しませんか

「窓口用封筒」(住民票や納税証明書などを持ち帰るためにご利用いただく封筒）に

掲載する有料広告を募集します。新たな広告媒体として、ぜひご活用ください。

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・五霞町・八千代町・野田市申込資格

に住所または事業所がある方

販売促進や従業員募集。ただし、政治・宗教掲載内容

活動、意見広告、公の秩序や善良の風俗に

反するものは掲載できません。

窓口用封筒(裏面)１色刷り 縦3cm×横9cm枠規 格

40,000円（40,000枚印刷）掲 載 料

※広告のデザイン・作成は申込者負担。

※封筒の使用時期は平成30年4月以降、

約1年間を予定。

10月10日(火)～27日(金)申込期間

管財課 0297-21-2179申込・問合せ 5 封筒表 封筒裏



ごみ減量と資源の有効活

用を図るため、生ごみ処理

容器または電気式生ごみ処

理機を購入し、生ごみの自

家処理を行う方に補助金を

交付しています。

▽生ごみ処理容器

（電気を使わないもの）

補助金額

1台につき購入価格の2分

の1以内で最高1,500円まで

（100円未満切捨て）

補助対象台数

1世帯につき2台まで

▽電気式生ごみ処理機

（電気を使うもの）

補助金額

1台につき購入価格の2分

の1以内で最高25,000円まで

（1,000円未満切捨て）

補助対象台数

1世帯につき1台まで

※申請方法等については、

お問い合わせください。

申請・問合せ

生活環境課

0297-21-21895

昭和56年に建物の耐震基

準が大きく改正され、改正

前の基準で建てられた住宅

は、地震で大きな被害を受

ける可能性があります。

お住まいの住宅がどれく

らい耐震性能があるか調べ

るために、無料木造住宅耐

震診断をご利用ください。

対 象

次のすべての要件を満た

す市内の住宅所有者

①昭和56年5月31日以前に

建築確認を受けて建築さ

れた住宅で、階数が2階

以下のもの

②在来軸組み木造工法･伝統

工法で建てられたもの

③その他、坂東市木造住宅

耐震診断士派遣事業実施

要綱によるもの

6棟（先着順）診断棟数

申込期間

10月10日(火)～12月8日(金)

〈 〉土曜･日曜･祝日を除く

申込方法

申込用紙に記入のうえ、

都市整備課までお申し込み

ください。申込用紙は、都

市整備課にあります。また、

市ホームページからもダウ

ンロードできます。

申込・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

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、お問

い合わせください。

企画課問合せ

0297-21-21815
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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）

ごみの分別方法を、皆さんで一緒に理解するよい機

会です。ご家族そろって参加しましょう。

10月29日(日) 午前8時～10時と き

道路沿線上等の美化作業内 容

※雨天延期の場合は、11月5日(日)に実施します。

、 、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。

0297-21-2189問合せ 生活環境課 5

5月のクリーン坂東では、約10,000人の皆さんに

ご参加いただきました。ありがとうございます！
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■接種方法

【 対象者 ① の方 】

■対 象 者

▽市内・境町・五霞町・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接種当日満65歳以上の方

るものをお持ちのうえ、直接医療機関に

②接種当日満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。

臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト

▽市内・境町・五霞町・古河市以外の医療

免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

機関で受ける場合は、｢予診票」を交付

のある方（内部疾患による身体障害者手

しますので、健康づくり推進課または

帳1級程度）

さしま窓口センターにお越しください。
■接種期限 平成30年1月31日(水)まで

【 対象者 ② の方 】

■助 成 額 2,000円（１人１回限り）

▽「インフルエンザ予防接種券」を発行し

※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

ますので、身体障害者手帳をお持ちのう

となります。

え、健康づくり推進課またはさしま窓口

※生活保護世帯の方は自己負担が免除にな

センターにお越しください。

ります。｢個人負担免除券｣を発行します

ので、社会福祉課にお越しください。

市内実施医療機関

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

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

健康づくり推進課 0297-35-3121問合せ 5

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、満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。



坂東市農業委員会では、

今年の5月～6月にかけて、

農地パトロールを行いまし

た。その結果、新たに遊休

農地と判断された農地の所

有者の方に対し｢農地利用

意向調査｣を実施します。

調査内容は「自分で耕作

する 「農地中間管理機構」

に貸し付けたい」など、農

地の利用意向を確認し、遊

休農地を少しでも減らそう

とするものです。

該当する方には、10月中

旬に調査票を郵送しますの

で、期限内にご回答いただ

きますようご協力をお願い

します。

問合せ

農業委員会事務局

0297-21-22065

茨城労働局では、茨城県

時間額796円(昨最低賃金を

に年度額より25円引上げ）

改定しました。10月1日か

ら茨城県内の全産業・全労

働者に適用されています。

賃金額が茨城県最低賃金

を下回る雇用契約は、労使

双方の合意であっても、賃

金額については無効とさ

れ、最低賃金額と同額の契

約をしたものとみなされま

す。

問合せ

茨城労働局

労働基準部賃金室

029-224-62165

ディーゼル自動車に使用す

る軽油には、1リットルあた

り32.1円の軽油引取税が課税

され、皆さんの生活の向上の

ために使われています。

軽油に灯油や重油を混ぜて

不正軽油を製造したり、販売・

使用することは脱税行為で

す。刑事罰の対象となります

ので、絶対にやめましょう。

不正軽油を使用している疑

いのあるトラックやガソリン

スタンドの情報がありました

ら、ご一報ください。

問合せ

▽筑西県税事務所

課税第一課軽油引取税担当

0296-24-91925

▽不正軽油110番

0120-241-7445

(フリーダイヤル・

24時間受付)
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現在茨城空港は、札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）の4都市と、中国（上海）へ就航

しており、昨年度は約61万人の方にご利用いただきました。以下のようなおすすめポ

イントも盛りだくさんです。この機会にぜひご利用ください。

3,100台分の駐車場が無料

乗れば乗るほどお得なIBRマイエアポートキャンペーンを実施中

札幌便は朝夕の1日2便、沖縄便（那覇直行）も使いやすい時間帯に運航

、 （ ）年末年始12月29日(金)から1月7日(日)の期間 長崎県 長崎・佐世保・雲仙方面

への4回連続チャーター便を催行

詳細については、ホームページをご覧ください。

＊ホームページ http://www.ibaraki-airport.net/

茨城空港利用促進等協議会事務局問合せ

（茨城県企画部空港対策課内）

029-301-27615

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）

▲長崎ハウステンボス
（＠huistenbosch）



開発途上国で活動する

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11月1日まで実施し

ています。

それに伴い、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

教育系、農業系、スポーツ系

など様々な職種があります。

予約は不要で、当日の入退場

も自由です。お気軽にご参加

ください。

10月11日(水)①と き

午後7時～

ところ

取手西口駐車場ビル

6階大会議室

〈取手市新町1-8-50〉

10月28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

ＪＩＣＡ筑波

研修業務・市民参加協力課

029-838-11175

＊ホームページ

www.jica.go.jp/volunteer/

行政書士が遺言、相続、

各種許認可等の暮らしと役

所の諸手続に関する相談に

直接お応えします。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(火)①と き

午前10時～午後4時

ところ

常総市役所石下庁舎

第2会議室

10月21日(土)②と き

午前10時～午後4時

ところ

常総市役所水海道庁舎

市民ホール

10月28日(土)③と き

午後1時～4時

ところ

境町中央公民館

2階会議室

問合せ

茨城県行政書士会県西支部

0296-25-29195

小児慢性疾患の子どもを

育てた経験のあるピア相談

員が、ご家族の思いに寄り

添いながら、療育するうえ

での不安や悩み事の個別相

談に応じます。同じような

経験を持つ仲間と気軽にお

話ししてみませんか。

11月15日(水)と き

午前10時～正午

午後1時～3時

常総保健所ところ

1階会議室

対象者

神経・筋疾患／てんかん

のお子さんを子育て中の保

護者の方

4名(1人1時間程度)定 員

無料参加費

申込期限

11月7日(火)まで

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

【相談電話番号】

０２９－２２８－０６００5

０２９－２２８－０６０２

医療や介護サービスの利

用に関すること、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21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

お知らせ版 平成29年10月5日号
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ご相談ください



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。講義や運動などを

通して、けがや病気につい

ての理解を深めましょう。

興味のある方、体の状態が

気になる方、お気軽にご参

加ください。

と き

11月16日(木）

午前10時30分～11時30分

ところ

茨城西南医療センター病院

A棟2階講堂②

テーマ

レッツ・膝痛予防～体の

メンテナンスしてますか～

無料参加費

当日会場にて受付申込方法

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

0280-87-81115

小・中学部、高等部の競

技及び演技を公開します。

事前の申し込みは不要で

す。プログラムを配布しま

すので、当日受付にお越し

ください。

と き

10月21日(土)

午前9時30分～午後2時30分

※雨天延期の場合は、10月

22日(日)に実施します。

対象者

地域の方々や支援してく

ださる企業の方など

ところ・問合せ

県立境特別支援学校

〈境町塚崎2170〉

0280-87-82315

12月4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6,000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

10月29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

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

オストメイト（人工肛門･

人工膀胱保有者）社会適応

訓練事業の一環として開催

します。

と き

11月12日(日)

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

古河赤十字病院

皮膚･排泄ケア認定看護師

青木紀子先生

▽オストメイト同士の懇談会

▽ストーマ用装具展示･説明

1,000円参加費

(昼食代含む）

11月5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

お知らせ版 平成29年10月5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）

講座やイベント



▼第9回掛軸表装展

書・写佛・拓本・古い書

画などを掛軸表装して展示

します。

と き

10月17日(火)～21日(土)

午前9時～午後5時

※21日は午後4時まで

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

▼坂美展

油絵･水彩･木彫･粘土。

一年間の頑張りで生命力に

あふれた作品を展示します。

と き

10月29日(日)～11月4日(土)

午前9時～午後5時

※29日は正午から、4日は

午後3時まで〈30日休館〉

坂美会主 催

野口問合せ

080-2037-95055

博物館に隣接する菅生沼

は、県内 大の自然環境保

全地域に指定され、自然の

豊かさを観察できるフィー

ルドです。この自然を保護

するための活動（ゴミ拾い）

を通して、身近な自然環境

について考えてみません

か。

10月28日(土)と き

午前9時～正午

〈小雨決行・荒天中止〉

菅生沼ところ

集 合

ミュージアムパーク

茨城県自然博物館

3階映像ホール

小学生以上の方対象者

※小学生は保護者同伴

持ち物

タオル、軍手、長靴、着

替え、汚れてもいい服装。

内 容

「 」第1部 菅生沼レクチャー

菅生沼をさまざまな角度

から紹介

「 」第2部 菅生沼エコアップ

ゴミ拾い実践活動

申込方法

申込用紙に必要事項を記

入のうえ、FAX、メールで

お申し込みください。

申込用紙はホームページか

らダウンロードできます。

10月18日(水)まで申込期限

申込・問合せ

ミュージアムパーク

茨城県自然博物館

企画課

0297-38-20005

FAX 0297-38-1999

＊メールアドレス

nakazato.ken@mail.ibk.

ed.jp

＊ホームページ

https://www.nat.museu

m.ibk.ed.jp/
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

11月 1日(水) 午前9時30分～午後3時 10人 500円布草履

10月16日(月)
11月 8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11月15日(水)

電話受付
11月18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 11月10日(金) 午前9時30分～午後3時30分 10人 1,000円～

プチ裂き織り 11月 6日(月) 午前9時30分～午後3時30分 7人 800円

布ふくろう作り 11月14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
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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。

11月18日(土)と き

午前11時～午後2時30分

市内レストランところ

男性45歳以上の方対象者

女性40歳以上の方

※市外・結婚相談登録外・

再婚希望の方も参加でき

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

11月2日(木)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655

日本が世界に誇る伝統文

化である能と狂言を鑑賞し

てみませんか。能「野宮」

に出演する梅村先生による

事前講習会もあります。

11月16日(木)と き

午後2時開演

岩井公民館集合・出発

午前9時

ところ

セルリアンタワー能楽堂

〈東京都渋谷区〉

公演内容

舞囃子「歌占」

狂言「富士松」

能「野宮」

参加費

5,200円（チケット代・

駐車場代）

※昼食代は別途徴収します。

対象者

市内在住・在勤・在学の方

30人(先着順)募集人数

事前講習会

【日時】

10月20日(金) 11月2日(木)、

午後7時～9時

岩井公民館【場所】

下掛宝生流能楽師【講師】

梅村昌功先生

申込・問合せ

生涯学習課

0297-21-22045

◆パッチワークキルト

〈きぬの会・キルト会・

さざんかの会〉

何枚もの生地を縫い合わ

せてできる芸術作品です。

手をかけて作られた作品の

、 。数々を ぜひご覧ください

と き

10月21日(土)～11月3日(金･祝)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

問合せ・開催場所

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

来年度就学の子どもたち

を対象に、健全な成長を願

い、七五三をお祝いして鑑

賞会を開催します。

10月19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23年4月2日～平成24年

4月1日に生まれた方

劇団新児童内 容

「 」ききみみずきん

無料入場料

生涯学習課問合せ

0297-21-22045

※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。

平成29年10月5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 10月28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
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