
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。

※平成30年3月31日までに茨

城県肝炎治療受給者証の交

付を受けた方は、平成31年

3月31日までが助成期間と

なります。

自己負担額の2分の1助成額

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

治療終了後に申請してくだ

さい。

申請・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-31215

「新たな坂東市総合計画

について、ご意見(素案)」

(パブリック･コメント)を

募集したところ、3名の方

から32件のご意見が寄せら

れました。結果を次のとお

り公表します。

公表内容

寄せられた意見及び市の

考え方

公表期間

2月1日(木)～4月30日(月･祝)

公表方法

市ホームページ、市役所

1階行政情報コーナー、さ

しま窓口センター、企画課

でご覧いただけます。

企画課問合せ

0297-21-21815

ヨシ焼きは、ヨシに寄生

する害虫の駆除や野火によ

る周辺家屋へのもらい火防

止、貴重な湿地環境の保全

のために毎年行われていま

す。

風向きや上昇気流により

灰や煙が広範囲に飛び散

り、洗濯物への付着、庭や

屋根への降灰等、大変ご迷

惑をかけることがあります

が、ご理解とご協力をお願

いします。また、前日の17

時からゴルフ場を除く遊水

地全域（上空も含む）が関

係者以外立ち入り禁止とな

ります。

※ヨシ焼きの実施状況は、

ホームページ及び自動音

声案内でご確認いただけ

ます。

3月17日(土)と き

午前8時30分～

第1予備日 3月18日(日)

第2予備日 3月24日(土)

実施範囲

渡良瀬遊水地全域

問合せ

(一財)渡良瀬遊水地

アクリメーション振興財団

0282-62-11615

＊ホームページ

http://watarase.or.jp

＊自動音声案内

0282-62-09155
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ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)



平日お仕事で市役所にお

越しいただけない方のため

に、臨時窓口を開設します。

旧印鑑登録証からばんどう

市民カードへの切り替えは

無料で行います。

2月18日(日）と き

午前8時30分～正午

午後1時～5時

市民サービス課ところ

さしま窓口センター

必要なもの

登録する印鑑●

本人確認のための運転免●

許証、パスポート、その

他官公署が発行した写真

付きの身分証明書

自動車税は県の重要な財

源となっています。転居な

どで茨城県に転入された方

は、住民登録とあわせて自

動車のナンバーを県内ナン

バー（水戸･土浦･つくば）

に変更をお願いします。

▽登録に関する問合せ

土浦自動車検査登録

事務所

050-5540-20185

▽納税に関する問合せ

筑西県税事務所

収税第一課

0296-24-91905

収税第二課

0296-24-91575

※身分証明書がない場合

保証人による登録も可能

です。保証人になる方は、

坂東市に登録してある実

印、印鑑登録証、身分証明

書をお持ちのうえ登録者と

ともに来庁してください。

◆自動交付機について

自動交付機で発行できる

証明書は「住民票謄抄本｣

｢印鑑登録証明｣｢課税証明｣

｢非課税証明｣｢所得証明｣で

す。

◆自動交付機の利用には

暗証番号が必要です

暗証番号(4ケタ)の登録

は本人以外できません。写

真付きの身分証明書がない

方は、申請後に確認のため

の照会文書を郵送します。

郵送された照会文書に必要事

項を記入して本人が持参する

と暗証番号が登録できます。

☆旧｢印鑑登録証｣も当分の

間、窓口で使用できます。

旧｢いわい市民カード｣は

従来どおり使用できます。

市民サービス課問合せ

0297-21-21865

お知らせ版 平成30年2月1日号

2

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）

茨城県の最低賃金

〈平成29年10月1日から適用〉時間額 ７９６円

茨城県の特定最低賃金

対 象 産 業 時間額

鉄鋼業 ８９２円

８５９円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務

用機械器具製造業

計量器･測定器･分析機器･試験機･理化学

機械器具、医療用機械器具･医療用品、光

学機械器具･レンズ、電子部品･デバイス･ ８５５円

電子回路、電気機械器具、情報通信機械

器具、時計･同部分品製造業

各種商品小売業 ８２８円

〈平成29年12月31日から適用〉

茨城労働局賃金室 029-224-6216問合せ 5

ばんどう市民カード▲

（印鑑登録証）



中皮腫や肺がんなどを発

症し、その原因が労働者と

して石綿ばく露作業に従事

していたことにあると認め

られた場合には、労災保険

法に基づく各種の労災保険

給付や石綿救済法に基づく

特別遺族給付金が支給され

ます。

石綿による疾病は、石綿

を吸ってから非常に長い年

月を経て発症することが大

きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなり

になられた方が、過去に石

綿業務に従事されていた場

合には、労災保険給付等の

支給対象となる可能性があ

ります。また、労災保険給

付、特別遺族給付金には請

求期限がありますので、ま

ずはお気軽に最寄りの労働

局または労働基準監督署に

ご相談ください。

制度の内容については、

厚生労働省のホームページ

からもご覧いただけます。

問合せ

▽茨城労働局

労働基準部労災補償課

029-224-62175

▽常総労働基準監督署

0297-22-02645

＊ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/new

-info/kobetu/roudou/gyousei/ro

usai/120406-1.html

中皮腫や肺がんなど

お知らせ版 平成30年2月1日号

3

広報紙・市ホームページに
有料広告を掲載しませんか？

広報紙 市ホームページ に掲載する有料広告 平「 」「 」 （

成30年4月分～平成31年3月分）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。

申込資格

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・

、五霞町・八千代町・野田市に住所または事業所があり

市税等を滞納していない方

、 。※ホームページについては 住所の制限はありません

掲載内容

販売促進や従業員募集等。政治・宗教活動、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。

規格･掲載料

広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。

○広報坂東

＜２色刷り／季節ごとにピンク・緑・青・茶と黒＞

毎月第3木曜日発行 発行部数15,100部

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円

(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円

○坂東市ホームページ ＜カラー＞

月平均約42,000アクセス(トップ画面)

(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル

gifまたはjpgファイルで4KB以内 ⇒ 1か月間5,000円

3月9日(金)まで申込期限

※掲載スペースに余裕がある場合には、随時申込を

受け付けます。

秘書広聴課申込・問合せ

0297-20-82655

※要綱・申込書は、市ホーム

ページからダウンロードで

きます。

＊ホームページ

http://www.city.bando.lg.jp/page/

page001141.html 広報坂東



いのちの電話とは、孤独の

なかで、さまざまな問題をか

かえながら相談する人もな

く、助けやなぐさめ、励まし

を求めている一人ひとりと対

話をするボランティア活動で

す。365日、24時間体制で、

電話での相談を受けています

（ 。相談電話: 029-855-1000)5

あなたもボランティア相談

員として、いのちの電話の活

動に参加しませんか。月に

2～3回電話センターに通い電

話相談を担当するほか、募金

や広報などいのちの電話を支

える活動にも参加します。

応募資格

いのちの電話の趣旨に賛同

し、24時間受信体制での活動

に積極的に参加できる23歳以

上の方で、所定の研修に必ず

参加できる方。学歴、職業は

問いません。

研修期間

平成30年6月～平成32年3月

原則として月3回

つくば市内研修場所

（一部、水戸市の場合あり）

第1課程～第5課程受講料

各課程 7,000円

。※別途､宿泊費がかかります

申込方法

申込書、2,000字以上のレ

ポートを郵送してください。

※申込書はホームページから

ダウンロードできます。

40人程度募集人数

5月7日(月)まで募集期限

申込・問合せ

茨城いのちの電話事務局

〈筑波学園郵便局私書箱60号〉

029-852-85055

＊ホームページ

http://www.iid.or.jp

◆予備自衛官補(一般･技能)

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(土)～18日(水)

の間の指定された1日

4月6日(金)まで申込期限

◆自衛官候補生(男子)

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。

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

、 、平成31年3月大学院 大学

短大、高専、専門学校卒業予

定者及びおおむね3年以内の

既卒者（平成30年3月卒を含

む）を対象に企業説明会を開

催します。茨城県内に所在ま

たは就業場所のある事業所が

参加します。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。

※茨城労働局ホームページか

ら「いばらき企業説明会20

18」参加申込書をダウンロ

ードし、必要事項を記入し

てから会場にお越しいただ

くと便利です。

☆参加をご希望の事業所の方

は、2月5日(月)午前10時～

9日(金)午後5時の間に、茨

城県商工労働観光部労働政

策課ホームページからお申

し込みください。

◆土浦会場

3月19日(月)と き

午後1時～3時30分

ホテルマロウド筑波ところ

〈 〉土浦市城北町2-24

40社参加事業所

◆水戸会場

3月26日(月)と き

午後1時～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〉

63社参加事業所

問合せ

茨城労働局職業安定課

029-224-62185

お知らせ版 平成30年2月1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）



と き

4月3日(火)～9月28日(金)

対象者

就職に必要な技能・技術

を身につけたい方

コース

テクニカルオペレーショ

ン科( コース)、電CAD/NC

気設備技術科、工場管理技

術科(電気保全 、組込みソ）

フトウェア科

受講料

無料（テキスト代等実費）

2月9日(金)まで募集期限

ハローワーク常総申込み

0297-22-86095

ところ・問合せ

ポリテクセンター茨城

〈常総市水海道高野町591〉

0297-22-88455

肝炎に関する様々なことに

ついて、専門医の個別相談会

を開催します。お気軽にご相

談ください。

と き

2月24日、3月24日の土曜日

午後1時30分～3時30分

※1人あたり20～30分

ところ

きぬ医師会病院

〈常総市新井木町13-3〉

相談医

きぬ医師会病院

副院長 対馬健祐先生

無料相談料

申込方法

相談日前日の午後4時まで

にお申し込みください。

申込・問合せ

きぬ医師会病院肝炎相談係

0297-23-17715

2月は「相続登記はお済

みですか月間」です。相続

登記に関する相談を各司法

書士事務所において無料で

実施しています。

2月の1か月間と き

〈 〉土曜･日曜･祝日を除く

ところ

県内の各司法書士事務所

申込方法

事前に各司法書士事務所

にご予約ください。

茨城司法書士会問合せ

029-225-01115

お知らせ版 平成30年2月1日号

5

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 駐車場は3,100台分が無料

ターミナルビルは縦横120ｍ×40ｍととてもコンパクト、搭乗手続きも全て1階で行う

ことができ、お年寄りやお子様連れのご家族にも大変ご好評いただいております。

この機会にぜひご利用ください。詳細については、ホームページをご覧ください。

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

茨城空港利用促進等協議会事務局（茨城県企画部空港対策課内）問合せ

029-301-27615

これからのオススメ！

3月下旬から台湾へのチャーター便を催行します。

この時期の台湾では、幻想的で華やかなランタンフ

ェスティバルが開催中です。また、ノスタルジック

な九份の街並みや神秘的な美しさの日月潭もおすす
きゅうふん にちげつたん

。 、 。めです 一足早い春を感じに 台湾へ行きませんか

ご相談ください



朗読グループひばりの会

創立30周年・文部科学大臣

賞受賞記念公演です。

淋しくないですか 心！「 、

あなたも、もう一人の自分

を訪ねる旅に、出てみませ

んか？」

2月12日(月･祝)と き

午後1時30分開場

午後2時開演

市民音楽ホールところ

ベルフォーレ

2,000円入場料

申込・問合せ

朗読グループひばりの会

▽岡野 080-5178-83475

▽下拂 090-3345-26735

▽山田 090-2147-61495

岩井エコーズは、20人程

度で活動しているコーラス

グループです。体操を取り

入れた健康的で楽しいコー

ラスの練習をしています。

公民館まつりや市民音楽祭

に毎年参加しています。歌

が好きな皆さん、一緒に歌

ってみませんか。入会をお

待ちしています。

水曜日(月に2～3回)練習日

午前10時～正午

岩井公民館ところ

視聴覚室

申込・問合せ

岩井エコーズ

〈 〉坂東市文化協会加盟団体

古谷 0297-35-22365

力作の数々を展示します。

ぜひご覧ください。

と き

2月21日(水)～3月6日(火)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

と き

3月1日・8日・15日の

木曜日〈全3日〉

午前9時～11時

岩井福祉センターところ

夢積館

受講資格

①市内在住の方

②資格取得後、意欲的にボ

ランティア活動を行い、

坂東市民健康体操普及委

員会の会員として活動で

きる方(年会費1,000円)

③講習会全日程に参加でき

る方

無料受講料

講義、実技内 容

10人募集人数

（ ）応募者多数の場合は抽選

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所または支所にて直接お申

し込みください。

申込期間

2月5日(月)～16日(金)

問合せ

坂東市社会福祉協議会本所

0297-35-48115

楽しい雰囲気のパーティ

ーに参加しませんか。結婚

を真剣に考えている方のご

参加をお待ちしています。

3月25日(日)と き

午前10時～午後2時30分

ところ

ひばりの里 食堂

〈五霞町大字江川3201〉

対象者

40歳代～60歳代の独身男女

男女各10人募集人数

（ ）応募者多数の場合は抽選

3,000円参加費

申込方法

五霞町ホームページまたは

お電話でお申し込みください。

申込期間

2月20日(火)～3月11日(日)

正午～午後7時

申込・問合せ

五霞町結婚支援員連絡会

代表 石塚

090-6526-41225

＊ホームページ

http://www.town.goka.lg.jp
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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



全国から参加するお友達

と一緒に、共同生活や野外

活動など、思い出に残る楽

しい体験をしませんか。

在日外国人小学生も参加

するので、活動や生活を通

し、言語や習慣を超えて友

情を深める国際交流もでき

ます。

と き

3月26日(月)～4月1日(日)

ところ

鹿児島県大島郡与論町
よ ろ ん

小学2年生～6年生対象者

参加費

水戸駅出発 148,000円

羽田空港発 142,000円

※出発希望地についてはお

問い合わせください。

小学生200名募集人数

【説明会】

2月25日(日)と き

午後1時30分～2時30分

南の島で国際交流
ところ

国立オリンピック記念

青少年総合センター

〈東京都渋谷区代々木

神園町3-1〉

問合せ

(公財)国際青少年研修協会

03-6417-97215

＊ホームページ

http://www.kskk.or.jp

坂東の野菜や七宝まり・

お茶・椿の花などたくさん

の作品を飾ります。彩り鮮

やかなつるし飾りは、市民

の皆さんから提供された古

着物を解いて作られていま

す。ぜひご覧ください。

と き

2月3日(土)～3月11日(日)

午前10時～午後3時

ところ

観光交流センター秀緑●

坂東郷土館ミューズ●

中心市街地活性化センター●

問合せ

坂東ひな飾りプロジェクト

田村 090-4733-34395

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。

2月25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

40歳代～50歳代の独身男女

※男性は市内在住の方または

将来坂東市に住む予定のあ

、 。る方 女性は地域制限なし

再婚希望の方も参加可能。

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

2月9日(金)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

3月 7日(水) 午前9時30分～午後3時 10人 500円布草履

2月15日(木)
3月 7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3月14日(水)

電話受付
3月17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 3月 2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 3月 5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 3月13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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さしま公民館まつり ミューズまつり

2月23日(金)･24日(土)･25日(日) 2月24日(土)・25日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

〈25日は午後4時まで〉 坂東郷土館ミューズところ

（猿島図書館・資料館）
ところ 猿島公民館

講座生や自主クラブ員の学習成果を発

表します。お子さんからお年寄りまで楽

しめる各種の催しがあります。お誘い合

わせのうえぜひご来場ください。

◆作品展示〈23日～25日〉

◆芸能発表〈24日・25日〉

◆スタンプラリーによる試食コーナー
◆展覧会「見て ふれて 楽しい考古学

〈24日 パン、味噌おでん〉
－茨城県教育財団調査遺跡紹介展」

〈25日 焼き菓子、豚汁〉
◆押し花のしおり作り〈自由参加〉

◆健康づくりコーナーほか〈24日〉
〈 〉

◆郷土芸能ほか〈25日〉
◆春の特別おはなし会 24日 午前11時～

◆ミューズファミリーコンサート

〈24日 午後1時30分〉※整理券配布中

◆天体観望〈24日 午後6時～〉

「冬から春の星座と月を観察しよう」

※電話申込受付中

◆名作映画会〈25日 午前10時～/午後2時～〉

「南極料理人｣ 主演:堺雅人ほか

※整理券配布中

◆天体望遠鏡による太陽観望、名産品展、

ブックリサイクル、スタンプラリーほか

猿島公民館 坂東郷土館ミューズ問合せ 問合せ

0297-44-3154／0280-88-0835 0297-44-0055／0280-88-87005 5

作品展示

ブックリサイクル
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