
保健師または看護士採用職種

1人採用人数

受験資格

昭和43年4月2日以降に生ま

れた方で、次のいずれかに該

当する方

①保健師免許を有する方また

は平成31年3月31日までに

取得見込みの方

②看護士免許を有する方で地

域保健や介護サービス事業

等の経験のある方

受験手続

次の書類を坂東市社会福祉

協議会本所にご持参ください

（郵送不可 。）

①受験申込書

②履歴書（指定のもの）

③最終学歴の卒業証明書

または卒業見込証明書

④資格証の写し

※受験申込書等は社会福祉

協議会本所・支所にあり

ます。社会福祉協議会ホ

ームページからもダウン

ロードできます。

受付期間

9月10日(月)～28日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

10月14日(日)試験日

午前9時

作文・面接試験内容

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会本所

〈岩井福祉センター夢積館〉

0297-35-48115

水道メーターは、皆さんの

ご家庭などで使用された水道

水の量を正確に記録し、水道

料金を計算する大切な働きを

しています。効率良く正確な

検針が行えるよう、皆さんの

ご協力をお願いします。

ペットのリードはメーター●

ボックスから離してつなぎ

ましょう。

メーターボックスの上に物●

は置かないでください。

メーターボックスの中や周●

囲の定期的な清掃・除草を

お願いします。

水道課問合せ

0297-35-21145

1

可燃ごみの収集日となって9月17日(月)〈敬老の日〉･24日(月)〈振替休日〉のごみ収集

いる地区に限り、通常の収集を行います 《問合せ》生活環境課 0297-21-2189。 5

現在、重度心身障がい者・ひとり親家庭の方を除く高校生相当の年齢までの方の外

来・入院分の医療費は、坂東市独自の制度である「すこやか医療費助成制度」で助成

を行っていますが、10月1日より入院分の医療費は、県制度であるマル福医療福祉費助

成制度で助成が行われることとなりました。

それに伴い、10月1日より「すこやか医療費受給者証」が新しくなります。該当の方

には、9月末までに新しい受給者証を送付いたしますので、ご確認をお願いします。

保険年金課 0297-21-2187問合せ 5



（ ）9月17日（月） 河村医院から木根淵外科胃腸科病院 辺田

に変更となりました。敬老の日（外科 0297-35-3131）5

土地や家屋を売買、贈与、

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。

税額は、土地または住宅

を取得した場合は課税標準

額(固定資産課税台帳に登

録されている価格または固

定資産評価基準により評価

し決定した価格)に3％、住

宅以外の家屋を取得した場

合は4％をそれぞれ乗じた

額です。ただし、宅地及び

宅地評価土地を平成33年3月

31日までに取得した場合

は、課税標準額が2分の1に

軽減されます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。

問合せ

筑西県税事務所

課税第二課

0296-24-91975

茨城県では、動物の愛護

と正しい飼い方についての

関心と理解を深めていくこ

とを目的に、9月1日から30

日までを動物愛護月間とし

ています。

動物を飼うときは終生責●

。任をもって飼いましょう

人と動物との調和のとれ●

た豊かな環境づくりに心

がけましょう。

飼い犬は市へ登録し、年●

1回の狂犬病予防注射を

必ず受けさせましょう。

県で規定する特定犬はお●

りの中で飼いましょう。

。●猫は室内で飼いましょう

「不幸な生命」を産まな●

い、産ませないために、

不妊・去勢手術を受けさ

せましょう。

迷子をなくすためにも、●

鑑札、迷子札をつけるな

ど飼い主を明示し、逃げ

出さないように注意しまし

ょう。

災害時に家族とペットが安●

全に避難できるよう、日頃

から基本的なしつけをし、

備えておきましょう。

多頭飼い(犬猫あわせて10●

頭以上)は県への届出が必

要になります。

動物の虐待は犯罪です。●

みだりな殺傷は2年以下の

懲役または200万円以下の

罰金、遺棄は100万円以下

の罰金となります。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

お知らせ版 平成30年9月6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）

愛犬は登録と狂犬病予防注射を！
臨時集合注射を実施します

今年度狂犬病予防注射が済んでいない犬(生後

91日以上）を対象に臨時集合注射を実施します。

飼い犬の登録もできますので、ご都合に合わせ

てお越しください 〈雨天決行〉。

月 日 時 間 場 所

さしま窓口センター北側
9月29日(土) 午後1時～2時

(旧正面玄関)
・

総合体育館東側駐輪場9月30日(日)
午後2時30分～

3時30分

通知はがき持ち物

料金(1頭につき)

坂東市に 登録している場合 3,350円

登録していない場合 5,350円

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5

9月30日（日）まで、岩井図書館・猿島図書館にて認知症関連書籍9月は認知症を知る月間です

★右ページへ続くを紹介しています。認知症について正しい知識を学び、理解を深めてみませんか。

予防注射
よろしくじゃ！



お知らせ版 平成30年9月6日号

3

道路や歩道への枝の張り出しや倒木、または流出した土砂の道路上への堆積は、歩行

者や自動車等の通行の支障となるだけでなく、事故につながる恐れがあります。

事故防止や、強風・大雨・降雪後の安全確保のためにも、土地所有者の方は樹木や土

地の管理をお願いします。

道路課 0297-21-2196問合せ 5

、 、 。なお 岩井・猿島図書館の両館ともに14日（金）まで休館となりますので ご注意ください

問合せ：岩井図書館 0297-36-1300、猿島図書館★左ページから続く 5 0297-44-00555
0280-88-87005

■対 象 者 ■接種方法

坂東市に住民登録があり、満1歳から 実施医療機関へ事前に予約し、直接医療

中学3年生に該当する希望者 機関に行って接種を受けてください。

予診票は医療機関に準備してあります。■助成期間

■接種当日の持ち物10月1日(月)～平成31年1月31日(木)

1回につき 1,000円 ①自己負担金 ②母子健康手帳■助成額・回数

①満1歳から小学生の方 2回 ③住所・氏名・年齢が分かるもの

②中学生の方 1回 (健康保険証など)

※1,000円を超えた場合の差額は、 健康づくり推進課■問 合 せ

自己負担となります。 0297-35-31215

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

海老原医院 0297-35-7411 いのもと整形外科 0297-47-5200

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

存身堂医院 0297-35-1011 倉持医院 0297-30-3100

高橋医院 0297-35-1026 緑野クリニック 0297-30-3311

田所医院 0297-35-9567 清水丘診療所 0280-88-1014

※未就学児は水曜午前中のみ受け付けます。木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131

※接種日については直接お問い合わせください。松原眼科 0297-35-0448

※未就学児は受付不可です。吉原内科 0297-35-0008

平成30年10月1日から、小児インフルエンザ予防接種に対して一部助成が

市では、満1歳から中学3年生のお子さんを対象に、接種料金始まります。

の一部助成を行います。

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

重症化を防ぐ効果があります。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。



「坂東市土砂等による土

地の埋立て、盛土及びたい

積の規制に関する条例の一

部を改正する条例（案 」）

「坂東市空家等の適正及び

管理に関する条例（案 」）

について、パブリック･コ

メント手続きによる意見募

集を実施した結果、ご意見

は寄せられませんでした。

なお、最終案については

次のとおり公表します。

公表期間

9月10日(月)～12月10日(月)

公表場所

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●

生活環境課●

生活環境課問合せ

0297-21-21895

近隣市町村が相互に協力

をし、一般の方も参加でき

る入札による、不動産の合

同公売を実施します。詳細

についてはお問い合わせい

ただくか、市ホームページ

をご覧ください。

※公売は中止になる場合が

あります。

10月23日(火)と き

午後1時～

ところ

つくば市役所2階会議室202

〈つくば市研究学園1-1-1〉

公売不動産

売却区分番号 坂30-1

780,000円●見積価額

80,000円●公売保証金

①矢作字荒井2223番

畑・852㎡地目・地積

②矢作字荒井2224番

畑・588㎡地目・地積

収納課問合せ

0297-21-22085

◆難病患者福祉手当

対象者

坂東市にお住まいの難病

患者で、生活保護を受けて

いない方

支給額

難病患者1人につき年額

10,000円(申請は年度中1回

のみ)

申請に必要なもの

①指定難病特定医療費受給

者証または一般特定疾患

医療受給者証の写し(保健

所発行･有効期限が切れて

いないもの)

②保護者等が申請するとき

は保護者等であることを

証明できるもの

③印鑑

④銀行の通帳

※特定疾患登録証は、難病

制度の改正に伴い平成27年

1月に廃止となり、手当の

対象にはなりません。

申請期限

平成31年3月29日(金)まで

◆精神通院医療費の助成

対象者

自立支援医療受給者証(精

神通院)をお持ちの方

助成額

通院医療費自己負担分(精

神通院にかかる医療費の10％)

の2分の1

※1か月の助成限度額は、

4,000円です。

申請に必要なもの

①自立支援医療自己負担上

限額管理票(平成30年3月

分～8月分の通院記録の

あるもの）

②医療機関の発行する領収

書または証明書

③印鑑

④銀行の通帳

9月28日(金)まで申請期限

申請・問合せ

社会福祉課

0297-21-21905

お知らせ版 平成30年9月6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）

ばんどうホコテン内にて、脳の健康チェックやうちわ作りなど、認知症認知症キャンペーン

★右ページへ続くに関する啓発活動を行います とき：9月22日 土 午後2時30分～5時30分。 （ ）



工事金額 助成額

対象工事費の10万円以上

※100万円未満 10％の額

100万円以上 10万円限度

※1,000円未満切り捨て

の受付は年間を自衛官候補生

通じて行っています。

応募資格

18歳以上27歳未満の方

①防衛大学校（一般）

第１次試験

11月3日(土･祝)・4日(日)

②防衛医科大学校医学科

第１次試験

10月27日(土)･28日(日)

③防衛医科大学校看護学科

(自衛官候補看護学生)

10月20日(土)第１次試験

【 共 通 事 項 】

応募資格

平成10年4月2日～平成13年

4月1日に生まれた方で、高

校または中等教育学校を卒

業の方（見込み含む）

9月28日(金)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

市内に住所及び事務所があ

る施工業者によって、新築後

1年以上経過している個人住

宅(店舗･車庫等を除く)の改

築･修繕工事を行う場合に、

同一敷地内の住宅について

1回に限り工事資金の一部を

助成します。申込額が予算の

範囲を超えた場合は、助成を

終了する場合もありますので

ご了承ください。

※自然災害による修繕工事や

違法建築は対象外です。

申込できる方

次の①～⑤すべてに当ては

まる方

①市内に継続して3年以上住

んでいる方

②対象となる住宅を所有して

いる方

③市税等を滞納していない方

④対象工事について市から同

様の助成を受けていない方

⑤市内の施工業者に工事を依

頼している方

対象工事

平成30年4月1日以降に着手

し、 に平成30年11月30日まで

完了する工事のうち、工事金

額が10万円以上(消費税を除

く)のもの

助成金の額

申込・問合せ

商工観光課

0297-20-86665

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

9月20日(木)

午後1時30分～2時30分

10人募集人数

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

0297-38-21615

働きたいけれど自信がな

い方、子どもの就職に悩ん

でいる方の相談会です。面

接練習や履歴書添削などを

行っています。お気軽にご

相談ください。

と き

10月10日･11月14日･12月12日

1月 9日･ 2月13日･ 3月13日

の水曜日

午後2時～4時

ところ

岩井公民館2階相談室

対象者

15歳～39歳までの若者、そ

の保護者や関係者の方など

無料参加費

申込方法

予約制ですので、相談会

前日の午後4時までにお申

し込みください。

申込・問合せ

厚生労働省認定事業

いばらき県西若者

サポートステーション

0296-54-60125

お知らせ版 平成30年9月6日号

5

ご相談ください

ところ：岩井商店街 問合せ：坂東市北部地域包括支援センター 社会福祉協議会

0280-82-1284 主催：坂東市認知症キャラバンメイトネットワーク★左ページから続く 5



男子・女子・ミックス混

合ダブルスによるリーグ戦

のほか、アトラクションも

行います。

9月30日(日)と き

午前9時30分～

岩井テニスコートところ

参加資格

近隣市町村のテニス愛好

者で、高校生以上の初心者･

初級者程度の方

1組 2,500円参加費

24組(先着順)募集組数

9月18日(火)申込日時

※午後8時～9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

由岐 080-5193-42015

10月5日(金)と き

午後2時～4時

ところ

古河市生涯学習センター

総和(とねミドリ館)

〈古河市前林1953-1〉

1,350円テキスト代

70人(先着順)募集人数

申込方法

坂東消防署にて直接お申

し込みください。

9月28日(金)まで申込期限

印鑑持ち物

申込・問合せ

坂東消防署予防係

0297-35-21295

県議会では、開かれた議会

を目指し、議事堂以外の場所

で総務企画委員会を開催しま

す。県政の課題を審査する様

子をご覧になりませんか。

10月10日(水)と き

午後1時30分～3時

ところ

古河市生涯学習センター

総和(とねミドリ館)

〈古河市前林1953-1〉

テーマ

「 日本一幸せな県』の実『

現に向けた新たな挑戦」

10月3日(水)まで申込期限

申込・問合せ

茨城県議会事務局議事課

029-301-56345

人生を豊かに生きるため、

人生のナビゲーターとなる

「三つの心(感謝の心・思い

やりの心・自立の心)」につ

いて考えてみませんか。

10月7日(日)と き

午前10時～正午

岩井公民館ところ

会議室1･2

講 師

(公財)モラロジー研究所

野々村守春先生

無料参加費

申込・問合せ

下妻モラロジー事務所

坂東地区

モラロジーサークル

柴 0296-43-55955

秋葉 0296-48-01855

松田 0296-44-50275

シングルスによるリーグ

戦後、順位別トーナメント

を行います。

9月24日(月･休)と き

午前9時～

岩井テニスコートところ

幸神平テニスコート

参加資格

小学生の部:●

レベル制限なし

中学生初級者の部:●

初中級レベルの方

１人 2,500円参加費

各部30人(先着順)募集人数

9月17日(月･祝)申込日時

※午後7時～8時の間にお申

し込みください。留守番

電話への申込みは無効と

なります。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

小学生の部●

直江 0297-35-54185

中学生初級者の部●

石塚 090-4939-55155

お知らせ版 平成30年9月6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

※と き：9月16日（日）～22日（土）午前9時～午後5時

★右ページへ続くところ：公民館ギャラリー（岩井公民館１階）

公民館ギャラリー展覧会
第18回長老美術展



①生徒募集

外国人の方を対象とした

日本語教室です。日本語の

話す、聞く、読む、書く学

習をします。

第1・第3土曜日と き

午後7時～

※都合により変更すること

があります。

②日本語ボランティア

養成講座 受講者募集

外国人の方へ日本語を教

える方法を学ぶ講座です。

と き

10月13日･27日

11月24日･12月8日･22日

の土曜日〈計5回〉

午後7時～9時

30人募集人数

共 催

(公財)茨城県国際交流協会

③ボランティア募集

日本語教室をお手伝いし

ていただけるボランティア

の方を募集します。

【 共 通 事 項 】

岩井公民館ところ

2階研修室

無料受講料

申込・問合せ

ばんどう国際交流友の会

山﨑 090-1504-45005

あなたの気持ちに寄り添

うパートナーを探してみま

せんか。はじめの一歩を踏

み出そう！

10月14日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内飲食店ところ

45歳以下の独身男女対象者

※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

男女各10人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

1,500円参加費

9月26日(水)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655

足腰の衰えは老化のはじ

まりです。ノルディック／

ポール･ウォーキングで健

康寿命を伸ばしましょう！

このウォーキングは、2本

のポールを使って歩くスタイ

ルで、普通のウォーキングと

比べて運動効果が大変高く、

誰にでも簡単にできる有酸素

運動です。

と き

10月7日･14日･21日･28日

の日曜日〈雨天中止〉

午前9時～11時

岩井公民館前集 合

市内在住の方対象者

300円／月参加費

（資料代ほか）

10人(先着順）募集人数

申込・問合せ

坂東市ノルディック

ウォーキングクラブ

事務局 近藤剛彦

080-1087-19175

お知らせ版 平成30年9月6日号
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

9月15日(土)
10月10日(水) 午後1時30分～3時30分

午前9時から
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 各14人 1,000円10月17日(水)

電話受付
10月20日(土) 午後1時30分～3時30分

〈先着順〉
クラフト 10月 5日(金) 午前9時30分～午後3時30分 10人 2,000円

布ふくろう作り 10月 9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

80歳以上の方々が、豊かな経験を活かして制作された作品の数々をご覧ください。

《問合せ》田邉 0297-35-0460★左ページから続く 5
※16日は午後1時から、

22日は午後3時まで〈18日休館〉



8

伝統文化である能や狂言を

身近に感じることができます。

初心者の方もこの機会にぜひ

ご参加ください。

10月21日(日)と き

午後4時15分開演

岩井公民館集 合

午後2時30分

※送迎バスがあります。

守谷市役所中庭ところ

〈守谷市大柏950-1〉

守谷市文化協会発表内 容

能子供教室発表

舞囃子「班女」

狂言「寝音曲」

新作能「将門」

対象者

市内在住･在勤･在学の方

5,000円参加費

（チケット代、お茶代含む）

※事前講習時に徴収します。

40人(先着順)募集人数

【 事前講習会 】

と き

9月19日(水)･26日(水)

午後7時～9時

。※1回のみの参加も可能です

岩井公民館ところ

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

11月16日(金)～18日(日)に

総合体育館・岩井公民館で開

催する「坂東市作品展」の出

品作品を募集します。出品は

無料です。絵画、書道、写真、

手工芸など、あなたのご自慢

の作品を出品してみませんか。

申込資格

市内在住･在勤･在学の方及

び市内で活動している団体ま

たはその会員

申込方法

申込書に必要事項を記入し、

生涯学習課または岩井公民

館・猿島公民館窓口でお申し

込みください。開催要項と申

込書は、生涯学習課または各

公民館にあります。市ホーム

ページからもダウンロードで

きます。

申込期間

9月7日(金)～28日(金)

申込・問合せ

生涯学習課

0297-21-22045

10月22日(月)と き

〈雨天決行〉

坂東ゴルフクラブところ

参加資格

市内在住･在勤で60歳以

上の方

2,000円参加費

※プレー費8,530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）

160人(先着順)募集人数

申込方法

、9月30日(日)午前9時から

申込書に参加費を添えて岩

井公民館研修室②でお申し

込みください（1人につき4人

分まで可 。申込書は総合体）

育館・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、参加費の返金はい

たしません。

◎組合せは主催者が行いま

すので、後日組合せ表を

代表者の方に郵送します。

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

平成30年9月6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、 9月22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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