
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。権利取得者(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

農業委員会の許可申請の

締切日は、総会開催前月の

20日です。

11月から、20日が土曜・

日曜・祝日の場合は、締切

日を翌開庁日から、直前の

開庁日に変更します。お間

違いの無いよう、ご協力を

お願いします。

※各締切日は、市ホームペ

ージをご覧ください。

農業委員会事務局問合せ

0297-21-22065

◆茨城県議会議員選挙

坂東市･五霞町･境町選挙区

【立候補予定者説明会】

10月30日(火)午前10時～

茨城県筑西合同庁舎

【立候補受付】

11月30日(金)

午前8時30分～午後5時

市役所3階大会議室

◆坂東市議会議員選挙

【立候補予定者説明会】

10月29日(月)午後2時～

市役所1階多目的ホール

【立候補受付】

12月2日(日)

午前8時30分～午後5時

市役所3階大会議室

問合せ

坂東市選挙管理委員会

〈総務課内〉

0297-21-21785

1

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した！

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。多くの皆さんの参加をお願いします。

10月28日(日)と き

午前8時～10時

道路沿線上等の美化作業内 容

※雨天延期の場合は、11月4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時までの終了をお願いします。

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5

ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)



まちの中には、さまざまな

種類の「屋外広告物」があり

ます。これらの屋外広告物を

表示するときは、市から許可

を受ける必要があります。

まちの良好な景観のため

に、屋外広告物を表示すると

きは許可を受けましょう。

屋外広告物とは？

常時または一定の期間継続

して屋外で公衆に表示される

広告物のことで、立看板、は

、 、 、り紙 はり札のほか 広告板

建物に掲示されたものなどを

いいます。

屋外広告物の主な規制

まちの良好な景観の形成と

公衆に対する危害の防止の点

から、表示場所や大きさなど

を規制しています。自己の店

舗等から離れた場所に表示す

る場合だけでなく、自己の店

舗等に、店名、取扱商品名な

どを表示する場合（自家広告

物）にも、申請が必要になる

場合があります。

屋外広告物の許可期間

種類ごとに許可期間が定め

られています。許可期間の満

了後も引き続き表示するため

には、更新許可の手続きが必

要です。許可期間が切れた屋

外広告物は、違反広告物とし

て除却命令の対象になります

のでご注意ください。

手続き・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

障がいのある方の自立生

活、社会参加活動を支援する

スタッフを募集します。勤務

時間や賃金など、詳細につい

てはお問い合わせください。

指導員補助職 種

1～2人募集人数

対象者

普通運転免許を有する方

週2～4日(月曜～金曜)で、

1日5時間程度働ける方

申込・問合せ

はあとぽっぽ〈岩井1353〉

0297-36-29005

県内企業約25社が参加す

る、就職面接会です。お仕

事をお探し中の方なら、ど

なたでもご参加いただけま

す。予約不要・参加費無料

ですので、お気軽にご参加

ください。

10月25日(木)と き

午後1時20分～3時30分

つくば市役所ところ

2階会議室201

〈 〉つくば市研究学園1-1-1

履歴書(複数枚)持ち物

問合せ

茨城県労働政策課●

雇用促進対策室

029-301-36455

いばらき就職支援センター●

県南地区センター

029-825-34105

お知らせ版 平成30年10月4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）

はかりの定期検査を行います

、 。取引または証明に使用するはかりは 2年に1回の定期検査を受けなければなりません

必ず受検してください。

場 所 時 間月 日

10月23日(火)～26日(金) 児童福祉センター倉庫（岩井) 午前10時30分～正午

10月29日(月)・30日(火) 生子菅地区農業構造改善センター 午後1時～3時

受検通知はがき、はかり(分銅･おもりも必ず持参)当日持参するもの

1台520円～3,000円程度手数料

商工観光課 0297-20-8666、茨城県計量協会 029-225-7973問合せ 5 5

★右ページへ
続く

広報坂東9月20日号掲載「ハロウィンジャンボ宝くじ」広告の掲載に誤り

がありました。お詫びして訂正します。正しくは、次のとおりとなります。
お詫びと訂正



お知らせ版 平成30年10月4日号
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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・古河市以外の県内医療

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31年1月31日(木)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」を交付し

※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 清水丘診療所 0280-88-1014

存身堂医院 0297-35-1011 ホスピタル坂東 0297-44-2000

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

－ －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。

）名 称：2018年新市町村振興宝くじ 発売開始：10月 １日（月

）発売期間：10月1日（月）～10月23日（火） 抽 選 日：10月３０日（火
★左ページから

続く

】



市では、東日本大震災によ

り住宅が被害を受けたため、

金融機関から融資を受けて補

修または新規に住宅を建設･

購入する方に対し、利子の一

部を補う被災住宅復興支援利

子補給事業を行います。

対象者

次の要件にすべて該当する

方

①り災証明書(大規模半壊、

半壊または一部損壊)を受

けた住宅等を自分または親

族が所有する方

②震災発生時に自分または親

族が被災住宅に住んでいた

方

③被災住宅の補修、被災住宅

に代わる住宅の建設または

購入を市内で行った方

④住宅復興資金を平成23年3

月11日～平成30年3月31日

までに銀行等の金融機関で

借りた方（消費者金融等か

らの借り入れは対象外とな

ります)

⑤市税等を完納している方ま

たは完納の見込みが確実で

ある方

※住宅が半壊し、解体した方

で被災者生活支援金の支給

を受けた方は対象外です。

利子補給金額

借入金残高の1％にあたる

金額(1円未満切り捨て)を交

付します。ただし、借入金残

高には次のような上限があり

ます。

住宅復旧(補修・新築・購●

入)のみを行う場合

640万円

宅地復旧のみを行う場合●

390万円

住宅復旧及び宅地復旧を行●

う場合 1,030万円

利子補給交付期間

支払開始日から最長5年

申込期間

10月9日(火)～12月28日(金)

申請に必要なもの

認印、被災住宅に住んでい

る方の住民票謄本、申請者と

被災住宅を所有する方及び住

んでいる方の戸籍謄本と親族

関係のわかる書類､契約書の

写し､償還表の写し、工事請

負契約書または売買契約書の

写し、り災証明書、振込先の

通帳など

申込・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

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あ

り、刑事罰の対象となります。

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)

茨城租税債権管理機構では、

一般の方も参加できる入札に

より不動産を公売します。詳

細については、茨城租税債権

管理機構ホームページをご覧

いただくか、お問い合わせく

ださい。

※公売は中止になる場合があ

りますのでご了承ください。

11月6日(火)と き

午後1時20分～2時

※午後1時から入札について

の説明を行います。

ところ

水戸合同庁舎2階大会議室

〈水戸市柵町1-3-1〉

公売不動産

売却区分番号30-94

2,700,000円●見積価額

270,000円●公売保証金

①猫実字北坪1065番5

雑種地・27㎡地目・地積

②猫実字北坪1065番6

雑種地・301㎡地目・地積

問合せ

茨城租税債権管理機構

029-225-12215

お知らせ版 平成30年10月4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）

★右ページへ
続く

日本赤十字社では、今回の災害で被災された方々

を支援するため、義援金の受付を行います。

平成30年北海道胆振東部
い ぶ り

地震災害義援金の受付



不登校・ひきこもりには、

必ず解決の道があります。勇

気を出して相談することから

始めませんか？支援団体が個

別の相談に応じます。

10月18日(木)と き

午後1時～4時30分

ところ

県西生涯学習センター

〈筑西市野殿1371〉

体験発表内 容

個別合同相談会

無料参加費

申込・問合せ

(一社)アイネット

0296-22-24415

〈受付は火曜～土曜の

午前10時～午後5時〉

こころの病について相談

したい、対人関係で悩んで

いるなど、お気軽にご相談

ください。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。

と き

10月13日(土)・27日(土)

午後2時～4時

※相談時間は1人あたり30分

前後です。

きらめき

ところ

地域活動支援センター煌

相談室 〈沓掛411-1〉

無料相談料

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

0297-30-30715

起業・創業を目指す方を

対象とした講習会です。国

の認定を受けた坂東市の特

定創業支援事業であり、起

業・創業に必要な知識を学

ぶことができます。

と き

10月23日(火)･30日(火)･

11月 6日(火)･13日(火)･

11月30日(金)〈全5回〉

午後2時～5時

無料受講料

20人募集人数

申込方法

電話・ ・メールのいFAX

ずれかでお申し込みくださ

い。

ところ・申込・問合せ

坂東市商工会

0297-35-33175

0297-35-3321

info@bando.or.jp

子どもも大人も仮装をして、

ハロウィーンを楽しみません

か。岩井商店街の買い物スタ

ンプを3個集めると、仮装コ

ンテストにも応募できます。

10月27日(土)と き

午後2時～4時

岩井商店街ところ

観光交流センター集 合

秀緑

無料参加費

問合せ

バンドウミライ楽考

ハロウィーンプロジェクト

武田 090-9151-01115

講義や運動などを通して、

けがや障がい予防について

の理解を深めましょう。興

味のある方、ご自分の身体

が気になる方、お気軽にご

参加ください。

10月11日(木)と き

午前10時～11時

ところ

茨城西南医療センター病院

A棟2階講堂②

｢そうだ！テーマ

膝痛を予防しよう｣

無料参加費

当日会場で受付申込方法

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

お知らせ版 平成30年10月4日号
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ご相談ください

講座やイベント

、 、詳細については 市または日本赤十字社ホームページをご覧いただくか

お問い合わせください。《受付･問合せ》社会福祉課 0297-21-21905

★左ページから
続く



▼第10回掛軸表装展

書・写佛・拓本・古い書

画などを表装して展示しま

す。

と き

10月14日(日)～20日(土)

午前9時～午後5時

※20日は午後4時まで

〈15日休館〉

掛軸表装クラブ主 催

初見問合せ

0297-44-23085

▼第6回坂美展

油絵･水彩･木彫･粘土。

一年間の頑張りで、個性あ

ふれる作品を展示します。

と き

10月21日(日)～27日(土)

午前9時～午後5時

※21日は正午から、27日は

午後3時まで〈22日休館〉

坂美会主 催

野口問合せ

080-2037-95055

小学生を対象とした、お

茶の知識と実技を競う「さ

しま茶Ｔ－１グランプリ」

を開催します。キングオブ

茶レンジャーを目指して、

ふるってご参加ください。

11月18日(日)と き

午前10時～午後2時30分

さしま少年自然の家ところ

〈境町伏木2095-3〉

小学3年生～6年生対象者

募集人数

100人(1チーム4人､先着順)

無料参加費

11月2日(金)まで申込期限

申込・問合せ

さしま茶協会

Ｔ－１グランプリ

実行委員会事務局

〈古河市役所農政課内〉

0280-76-15115

【 作 品 展 】

◆パッチワークキルト同好会

〈きぬの会･コットン会･

〉キルト会･さざんかの会

と き

10月20日(土)～11月2日(金)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

◆市バスでめぐる

坂東市産業さい発見!

坂東市の産業を親子で見

、 、 。て 聞いて 学びましょう

11月13日(火)と き

午前8時50分集 合

神大実分館駐車場

小学生以上の親子対象者

※小学3年生以上の方はお

一人での参加も可。

35人(先着順)募集人数

見学先

菊地煎餅店、その他お楽

しみに！

1人 300円参加費

持ち物

弁当、飲み物、おやつ、

おこづかい、シート

10月10日(水)～申込開始

【申込･問合せ･開催場所】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

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18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●

友愛記念病院

皮膚･排泄ケア認定看護師

飯ヶ谷美恵先生

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11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

鈴木 0280-76-65115

090-5399-03985

お知らせ版 平成30年10月4日号

6

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）

、 、ペットが逃げ出した場合は すぐに生活環境課
。境警察署、茨城県動物指導センターに連絡しましょう

10月は飼い主マナー向上推進月間

めざせ！No.わん飼い主！

★右ページへ
続く



男子ダブルス・女子ダブ

ルスによるリーグ戦後、順

位別トーナメントを行いま

す。詳細については、市ま

たは市体育協会ホームペー

ジをご覧ください。

※男女混合はありません。

10月27日(土)と き

午前9時～

岩井テニスコートところ

参加資格

市内在住･在学･在クラブの

中学生以下の方

１人 2,500円参加費

各12組(先着順)募集人数

10月15日(月)申込日時

※午後7時～8時30分の間にお

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

男子ダブルス●

直江 0297-35-54185

女子ダブルス●

石塚 090-4939-55155

11月4日(日)と き

午前8時受付

総合体育館ところ

主競技場

高校生以上の方参加資格

種 目

男子･女子団体戦●

○ 4シングル＋1ダブルス男

○ 2シングル＋1ダブルス女

男子･女子個人戦●

（トーナメント戦）

参加費

団体戦(男子) 2,000円●

団体戦(女子) 1,200円●

個人戦 500円●

男子 24チーム募集数

女子 12チーム

※団体戦のみチーム数を制

限します(先着順)。

10月26日(金)申込期限

午後5時まで

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

申込・問合せ

坂東市体育協会卓球部長

宮部 090-7708-17095

＊メールでの問合せも可

susu3694@ybb.ne.jp

申込のみ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

10月18日～12月20日と き

毎週木曜日

午後6時30分～7時30分

高校生以上の方対象者

無料受講料

※プール入場料が必要です。

(大人200円・回数券あり)

30人募集人数

申込方法

10月14日(日)午前10時か

ら、直接窓口でお申し込みく

ださい(電話での受付不可)。

受付は開始時刻から10分間と

し、募集人数を超えた場合は

抽選となります。定員に達し

、 。ない場合は 随時募集します

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30年10月4日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

10月15日(月)
11月14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11月17日(土)

電話受付
11月21日(水) 午後1時30分～3時30分

〈先着順〉
クラフト 11月 2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 11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

《連絡先》生活環境課 0297-21-2189、境警察署 0280-86-01105 5
茨城県動物指導センター 0296-72-12005

★左ページから
続く
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12月3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28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）

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

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

素敵な出会いを見つけま

せんか。参加者全員と会話

ができるイベントです。

10月26日(金)と き

午後7時～9時

ところ

Delicious Food Service

Monkee Room

〈守谷市中央2-16-2〉

対象者

20歳～40歳の独身男女

※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

男女各15人募集人数

(先着順)

男性 5,000円参加費

女性 3,000円

申込・問合せ

若人の集い実行委員会

事務局〈生涯学習課内〉

0297-21-22045

菅生沼の貴重な自然を保

護する環境保全活動（ごみ

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。

11月17日(土)と き

午前9時～正午

〈小雨決行・荒天中止〉

ミュージアムパーク集 合

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

※小学生の方は保護者同伴

持ち物

タオル、軍手、長靴、着

替え、汚れてもいい服装

申込方法

申込用紙に必要事項を記入

のうえ、 ・メールでおFAX

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28日(日)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

0297-38-1999

matsuura.takuya@blue.

ibk.ed.jp

平成30年10月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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