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）
○外国人の方は、在留カード等
○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
5 0297-21-2191

募集住宅
住宅名
構 造
戸 数

藤田住宅、さしま住宅
鉄筋コンクリート造3～4階建て
1DK 1戸
2DK 2戸
3DK 5戸

※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。
募集期間 6月18日(月)～29日(金)
〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉
入居可能日 平成30年9月1日
月額家賃
世帯全体の収入により計算します
敷金・保証金 敷金は家賃の3か月分、保証金は駐車場
使用料の3か月分
入居申込者の資格 （次の要件をすべて備えている方）
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
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類
を添えて管財課にお申し込みください。
※申込書は管財課にあります。
問合せ 管財課〈市役所3階〉50297-21-2179

ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)
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幼稚園や小学校で働きた
い方、子どもたちのために
なる仕事がしたい方など、
興味のある方はお気軽にお
問い合わせください。
①幼稚園助教諭
勤務先 猿島幼稚園
勤務日時
月曜～金曜
幼稚園の時間に合わせ
1日7時間45分
賃 金 日額8,000円
②介助補助員
勤務先 各小学校
勤務日時
月曜～金曜
学校の時間に合わせ
1日7時間45分
賃 金 日額6,400円
③給食調理員
勤務先
岩井学校給食センター
勤務日時
月曜～金曜
午前8時～午後4時45分
(1日7時間45分)
賃 金 日額6,400円
【 共 通 事 項 】
申込方法
次の書類を総務課に持参
または郵送してください。
○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
（幼稚園助教諭のみ）
※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

2

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
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）

ダウンロードできます。
申込期限 6月29日(金)まで
※期限を過ぎても随時登録
ができますので、お問い
合わせください。
問合せ
● ①②は学校教育課
5 0297-21-2202
● ③は岩井学校給食センター
5 0297-36-8888

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)
地区名
採水日
岩井
6月25日(月)
辺田･鵠戸･
6月26日(火)
みどり町 あ
中川･長須
6月27日(水)
七郷
6月28日(木)
神大実
7月 2日(月)
弓馬田･飯島･
7月 3日(火)
七重
猿島地域
7月 4日(水)
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 ）
検査結果 8月中旬に郵送

申込期間
6月11日(月)～22日(金)
申込・問合せ
生活環境課
5 0297-21-2189

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
のうえ、 6月29日(金)まで
に、農業委員会事務局また
は、さしま窓口センターに
提出してください。
問合せ 農業委員会事務局
5 0297-21-2206

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
5 0296-24-9190
● 収税第二課
5 0296-24-9157

お知らせ版 平成30年6月7日号

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30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
31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
第１次試験 9月2日(日)
第２次試験
10月10日(水)～19日(金)
までの指定する1日
試験の程度 高校卒業程度
インターネット申込期間
6月18日(月)午前9時～
27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
5 03-3581-5311
● インターネット申込以外
関東信越国税局
人事第二課試験係
5 048-600-3111

応募方法
応募用紙に必要事項を記入
のうえ、ご応募ください。
茨城県交通安全協会・交通
※応募用紙は次の応募先また
安全母の会では、交通事故死
はホームページにあります。
者を1人でも減らすため、
「前
応募期限 6月29日(金)まで
照灯常時点灯運動」を推進し
応募先① 交通防災課
ています。運転者自身の安全
応募先②・問合せ
意識の向上や、自車の存在を
〒306-0404
アピールする効果により、交
境町長井戸51-27
通事故を防止するものです。
境警察署内
県民の方がわかりやすく、親
境地区交通安全協会
しみやすい名称を募集します。
50280-87-0180
採用された方には賞品が贈
＊ホームページ
られますので、ふるってご応
「茨城県交通安全協会」
募ください。
で検索

センター健診の申込受付（胃がん検診あり）
健診実施日
会場
申込開始
7月20日(金)･21日(土) 猿島保健センター
6月22日(金)～
7月22日(日)･23日(月)
岩井保健センター
8月 1日(水)～3日(金)
6月26日(火)～
対象者 40歳以上の方（定員になり次第締切）
健診内容 ①胃がん ②特定健診(一般健診) ③大腸がん
④肺がん・結核(胸部レントゲン)
⑤前立腺がん ⑥肝炎ウィルス
※④～⑥のみの申し込みはできませんので、ご希望の方
は予約不要のコミュニティ健診を受診してください。
申込方法 予約が必要となりますので、事前にお電話に
てお申し込みください。
申込・問合せ 健康づくり推進課
50297-35-3121（受付専用番号）

お詫びと訂正
「平成30年度坂東市保健事業予定表」のセンター健診の
申込開始日に誤りがありました。お詫びして訂正します。
訂正箇所 （誤）申込開始日 6月26日（日）～
（正）申込開始日 6月26日（火）～
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日本赤十字社及び坂東市
社会福祉協議会の活動資金
の募集につきましては、毎
年ご協力をいただきありが
とうございます。
今年も班長さんが各戸に
お伺いしますので、皆さん
のご理解とご支援をお願い
します。
問合せ
▽日本赤十字社
活動資金について
社会福祉課
5 0297-21-2190
▽社会福祉協議会
会費について
坂東市社会福祉協議会
● 本所〈岩井福祉センター
夢積館内〉
5 0297-35-4811
● 支所〈猿島福祉センター
ほほえみ内〉
5 0297-44-2943
0280-88-1000

平成30年度労働保険の年度
更新の申告・納付期間は、
6月1日(金)～7月10日(火)ま
でとなります。
申告の際は、年度更新申告
書受理相談会をご利用くださ
い。労働保険料の納付につい
ては、口座振替をご利用くだ
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
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）

さい。申請手続きを一度行え
ば、翌年度以降も継続して口
座振替による納付ができ、納
期限も延長されます。
また、4月1日から労災保険
率が改定されました。料率の
詳細については、お問い合わ
せください。
【年度更新申告書
受理相談会】
と き 7月6日(金)･
9日(月)･10日(火)
午前9時～午後4時
ところ
常総労働基準監督署
問合せ 茨城労働局総務部
労働保険徴収室
5029-224-6213

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。従業員4人以上のすべ
ての製造事業所を対象に、
平成30年6月1日現在で実施
しています。
調査内容については、統
計法により、統計作成の目
的以外に使用することはあ
りません。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。
調査へのご理解とご協力
をお願いします。
問合せ 企画課
5 0297-21-2181

放送大学はテレビ、ラジ
オ、インターネットを通し
て学ぶ通信制の大学です。
心理学･福祉･経済･歴史･
文学･情報･自然科学など、
幅広い授業科目があり、1科
目から学ぶことができま
す。働きながら学んで大学
を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で
幅広い世代、職業の方が学
んでいます。
詳しい資料を無料で送付
しますので、お気軽にお問
い合わせください。
募集学生の種類
【教養学部】
● 科目履修生（６か月在学
し希望する科目を履修）
● 選科履修生（１年間在学
し希望する科目を履修）
● 全科履修生（４年以上在
学し卒業を目指す）
【大学院】
● 修士科目生（６か月在学
し希望する科目を履修）
● 修士選科生（１年間在学
し希望する科目を履修）
出願期間
第1回 6月15日(金)
～8月31日(金)
第2回 9月1日(土)
～9月20日(木)
問合せ 放送大学
茨城学習センター
5 029-228-0683
＊ホームページ
「放送大学」で検索
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■親と子の
よい歯のコンクール
対象者
健康な歯をお持ちの親子
（平成24年4月2日～平成27
年4月1日に生まれた満3歳
～6歳のお子さんと、母親
または父親）
※本コンクールで入賞歴が
ある方、喫煙習慣のある
方は対象外とします。
応募期限 6月29日(金)まで
■８０２０高齢者
よい歯のコンクール
対象者
昭和13年3月31日以前に
生まれた80歳以上の方で、
ご自分の歯を20本以上お持
ちの方（治療されていても
結構です）
※本コンクールで入賞歴が
ある方は対象外とします。
応募期限 7月25日(水)まで
【共 通 事 項】
応募方法
郵便番号 、住所 、氏名(ふ
りがな)、性別 、生年月日 、
電話番号、かかりつけ歯科
医院または最寄りの歯科医
院、歯科医院の電話番号を
記入し 、ハガキまたは FAX
でお申し込みください。申
し込まれた方には口腔診査
票を送りますので、歯科医
院で検診を受けてください。
検診の際、笑顔のスナップ
写真をお持ちください。

申込・問合せ
〒310-0911
水戸市見和2-292-1
茨城県歯科医師会
8020事業係
5 029-252-2561
029-253-1075

自衛官候補生とは、自衛
官となるために必要な基礎
的教育訓練に専念する採用
制度です。所要の教育を経
て3か月後に2等陸・海・空
士（任期制自衛官）に任官
され、教育訓練を受けた後
に各部隊・基地等に配属さ
れます。申し込みは年間を
通じて行っていますので、
お気軽にお問い合わせくだ
さい。
応募資格
18歳以上27歳未満の方
※ただし、平成31年3月に
高校または中等教育学校
を卒業予定の方について
は、9月17日以降に試験
を実施します。
試験日・試験場
試験日
6月23日(土)
6月24日(日)
7月29日(日)
8月 5日(日)

試験場
霞ヶ浦駐屯地
勝田駐屯地
勝田駐屯地
霞ヶ浦駐屯地

問合せ
自衛隊筑西地域事務所
5 0296-22-7239

ご相談ください

いばらき就職支援センター
は、県が運営する無料職業紹
介所です。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。
）
ところ・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〉
50296-23-3811
＊ホームページ
「ジョブカフェいばらき」
で検索
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
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

きらめき

こころの病について相談
したい、対人関係で悩んで
いる、生活リズムを整えた
い、部屋の掃除や洗濯がう
まくいかない、福祉サービ
スについて知りたい、働き
たいけど何から始めたら良
いかわからないなど、お気
軽にご相談ください。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、ご安
心ください。

き
6月9日(土)・23日(土)
午後2時～4時
※相談時間は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
相談室
〈沓掛411-1〉
相談料 無料
申込方法
予約制ですので、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

介護についての様々な悩
みや相談に応じ、情報交換
や交流の場を作ります。
と き
6月21日(木)
午後1時30分～2時30分
内 容
○介護についての相談
○高齢者の脱水症について
募集人数 10人
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
5 0297-38-2161

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。
と き

ところ

6月24日(日)

ホテルベスト

午後1時30分～4時30分 ランド〈つくば市〉
7月 1日(日)

ホテルグランド

対象者
20代～40代の方

参加費
男性 4,000円
女性 2,000円

Ａコース：26歳～38歳の方 男性 4,000円

午後1時30分～4時30分 東雲 〈つくば市〉 Ｂコース：38歳～48歳の方 女性 2,000円
7月 8日(日)

ホテルマロウド

午後1時30分～4時30分 筑波 〈土浦市〉
7月15日(日)

ビアスパーク

午後1時30分～4時30分 しもつま〈下妻市〉

29歳～39歳の方
34歳～45歳の方

申込方法 ホームページからお申し込みください。
申込期限 開催日の3日前まで
申込・問合せ ＮＰＯ法人 ベル・サポート 50280-87-7085
〈月曜・木曜を除く午前9時～午後5時〉
＊ホームぺージ
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「ベル・サポート」で検索

男性 4,000円
女性 2,000円
男性 3,000円
女性 1,000円

お知らせ版 平成30年6月7日号
講座やイベント

申

込
ハローワーク常総
〈常総市水海道天満町4798〉
5 0297-22-8609
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〉
5 0297-22-8845

早期就職を目指す方を対
象とした、ものづくり分野
（機械／電気／電子・情報）
の公共職業訓練です。予約
不要の施設見学会もありま
す。
と き
■スマート情報システム科
7月19日～12月20日までの
と き
毎週木曜日〈全23回〉
9月3日(月)
午後7時～9時
～平成31年2月28日(木)
ところ
募集人数 20人
岩井福祉センター夢積館
■生産設備メンテナンス科
会議・研修室
と き
対象者
9月5日(水)
市内在住・在勤・在学の、
～平成31年3月29日(金)
手話奉仕員養成事業「入門課
募集人数 15人
程」を修了している方、また
は手話で簡単な日常会話がで
【共 通 事 項】
きる方。
受講料 無料
※テキスト代のみ受講者負担
◎講師は、手話通訳者が担当
します。
申込期間 6月26日(火)
～7月17日(火)
受講料 無料

教 室 名
7月11日(水)
とんぼ玉

7月18日(水)
7月21日(土)
クラフト
7月 6日(金)
さるぼぼ作り 7月10日(火)

※テキスト代のみ受講者負担
募集人数 20人(先着順)
申込期限 7月5日(木)まで
申込・問合せ
社会福祉協議会本所
50297-35-4811

全国から参加するお友達
と一緒に、世界自然遺産を
冒険しませんか。
と き
8月17日(金)～23日(木)
ところ 東京都小笠原村父島
対象者
小学3年生～中学3年生
募集人数 25人
参加費 東京(浜松町駅)出発
小学生 149,000円
中学生 167,000円
※出発希望地についてはお問
い合わせください。
申込期限 7月20日(金)まで
問合せ
(公財)国際青少年研修協会
503-6417-9721

開 催 日
募集人数 材料費
申込開始
午後1時30分～3時30分
6月15日(金)
午後1時30分～3時30分
各14人 1,000円
午前9時から
午後1時30分～3時30分
電話受付
午前9時30分～午後3時30分
10人 2,000円
〈先着順〉
午前9時30分～午後0時30分
6人
500円

参加資格 坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方
開催場所･申込･問合せ さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 50297-20-9980
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問合せ

坂東市生活学校「こども
食堂」は 、「お腹が空いた
ら食べにおいで ひとりじ
ゃないよ」をキャッチフレ
ーズに、街の皆さんが作っ
たご飯やお菓子を一緒に食
べる場所です。子どもだけ
でも参加できます。また、
「小学生・中学生向け学習
支援 」と「 けん玉や折り紙 、
紙芝居」なども開催します。
申し込みは不要ですの
で、お気軽にお立ち寄りく
ださい。
※アレルギー対応の食事は
ご用意していませんので
ご注意ください。
とき・ところ
● 7月14日(土)
正午～午後3時
猿島福祉センターほほえみ
研修室・喫茶室
● 7月21日(土)
正午～午後3時
岩井福祉センター夢積館
和室・休憩室
参加費
子ども 無料
大 人 300円（ 食事代 ）
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坂東市生活学校
代表 綿抜
5 0297-35-0123

農業を始めたい方、農業
法人等に就職したい方、農
業に関心のある方のための
農場見学・就農相談会を開
催します。農場で農業者の
お話を聞き、実際に農業体
験をしてみませんか。見学
後は、就農・就職に関する
個別相談に応じます。お気
軽にご参加ください。
と き 7月21日(土)
午前9時～午後5時
ところ 坂東市、境町
※貸切バスで移動します。
集 合
TX 守 谷駅
（マイカー利用者は
坂東普及センター）
参加費 無料
※昼食代、集合場所までの
交通費は各自負担
募集人数 30人(先着順)
申込方法
参加申込書に必要事項を
記入のうえ、 FAX・ メール

めざせ！No.わん飼い主！

■坂東市秘書広聴課■

でお申し込みください。ま
た、ホームページの申込み
フォームからもお申し込み
が可能です。
※参加申込書は、ホームペ
ージからダウンロードで
きます。
申込・問合せ
公益社団法人
茨城県農林振興公社
5 029-239-7131
029-239-7097
＊ホームページ
「茨城就農コンシェル」
で検索

▼里美美術会展
「樹」をテーマに、会員
が心を込めて描いた力作
を、ぜひご覧ください。
と き
6月10日(日)～16日(土)
午前9時～午後5時
※10日は午後1時から、16日
は午後4時まで〈11日休館〉
主 催 里美美術会
問合せ 小川
5 0297-38-2364

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。

