
国民健康保険・後期高齢者

医療制度に加入している方で、

「第三者行為」が原因で負傷

等をし保険証を使う場合には、

法令に基づき、届け出が必要

です。原則、その場合の医療

費は加害者が負担するべきも

のですが､国保・後期医療が

一時的に立て替え払いをし、

後に加害者へ請求します。

■第三者行為とは

相手がいる交通事故●

他人の犬に噛まれた●

他人に殴られた など●

■第三者行為以外で

届け出が必要な場合

誰かが運転する車に同乗中

の自損事故

ご自身の過失が大きい事故

相手が不明の事故●

■次のケースは

保険証が使えません

業務上の負傷や病気●

（労災保険対象）

相手と取り決めや示談を●

してしまった場合

（示談内容によります）

けんかや泥酔による傷病●

届け出・問合せ

保険年金課

0297-21-21875

悪質な業者から金銭や甘

い言葉（うまい話）で土地

利用を求められ、安易に同

意してしまった結果、大切

な土地に廃棄物を不法投棄

されたり、質の良くない残

土を埋め立てられる事案が

発生しています。

こうした被害を防ぐため

には、｢うまい話があって

も安易に土地を貸さない｣

という意思を持つことが必

要です。また、遊休地にい

つの間にか不法投棄されて

いたという事例もあります。

多くの場合、 終的に土

地所有者が片付けることに

なってしまいます。定期的

な見回り、進入防止柵や不

法投棄禁止の警告掲示板の

設置など、一人ひとりが対

策をとり、不法投棄を未然

に防ぎましょう。

問合せ

生活環境課●

0297-21-21895

茨城県廃棄物対策課●

029-301-30335

地震・武力攻撃などの発生

時に備え、全国一斉に行われ

ます。市では、防災ラジオと

情報メールで試験放送・配信

を行います。実際の災害とお

間違いのないよう、ご注意く

ださい。

交通防災課問合せ

0297-21-21805

1

不法投棄・野焼きを

見つけたら

｢不法投棄１１０番｣
(県廃棄物対策課につながります)

０ １ ２ ０ -5

５ ３ ６ - ３ ８ ０
み は れ

休日･夜間は境警察署へ

0280-86-01105

いつもみんなでむらなく

2月20日(水)配信日時

午前11時

●

●

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17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

■身分証明書がない場合の

登録方法

保証人による登録が可能

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、登録者とご

一緒にお越しください。

保証人がいない場合、当

日交付はできませんが、照

会申請は可能です。後日郵

送された照会文書に必要事

項を記入のうえ、再度来庁

し登録が完了となります。

▼次のカードや手帳等は、

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31年2月7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）

。 。一般競争入札による土地の売却を実施します ご希望の方は入札にご参加ください

詳細については、市ホームページまたは管財課で関係書類をご確認ください。

※物件は現状のままでの引き渡しとなりますので、必ず現地の確認をお願いします。

一般競争入札による売却市有地

番号 土地の所在 台帳地目 台帳面積 予定価格

1 沓掛字清水5208番2 雑種地 274㎡ 802,820円

2 辺田字宮ノ脇665番1 雑種地 743㎡ 22,778,250円

3 みどり町5109番14 宅 地 331.60㎡ 8,057,880円

4 34,630,068円
みどり町5109番2 宅 地 1,676.37㎡

みどり町5109番17 宅 地 947.12㎡

3月13日(水) 午前10時～入札日時

市役所第2分庁舎2階 会議室入札場所

入札の参加には、事前登録が必要です。必要書類に入札保証金（予定価格参加方法

の100分の10以上）を添えて、お申し込みください。

2月12日(火)～28日(木)〈土曜･日曜を除く午前9時～午後3時〉受付期間

■契約について

予定価格以上で、 高の価格を提示した方を落札者とします。落札した方には、5日

以内に契約をしていただき、契約締結後、30日以内に売買代金を一括でお支払いいた

だきます。所有権移転の手続きは、代金の支払い完了後、市が手続きを行います。登

記に伴う費用は落札者の負担となります。

管財課 0297-21-2179申込・問合せ 5

●



「坂東市新行政改革プラ

につン2018－2021（案 」）

いて、パブリック･コメン

ト手続きによる意見募集を

平成30年9月27日～10月26

日まで実施した結果、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

2月8日(金)～5月7日(火)

午前8時30分～午後5時15分

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●

企画課●

企画課問合せ

0297-21-21815

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

県内ナンバー（水戸・土浦・

つくば）への変更をお願いし

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

自動車税に関する問合せ●

筑西県税事務所

収税第一課

0296-24-91905

お知らせ版 平成31年2月7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31年4月分～平成32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 ＜カラー＞

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46,500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8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。お気軽にお問い合わせください。

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。

市外の方は、納税証明書のご提

出をお願いします。

＊ホームページ

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

page001141.html 広報坂東



生産緑地地区変更案作成の

ため、原案の縦覧と公聴会を

開催します。

公聴会に出席して意見を述

べることを希望する方は、事

前に公述申出書の提出が必要

です。詳細については、お問

い合わせいただくかホームペ

ージをご覧ください。

※公述申出者がいない場合、

公聴会は開催しませんの

で、ご了承ください。

■縦覧

と き

2月14日(木)～22日(金)

〈土曜・日曜を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

都市整備課ところ

■公聴会

3月1日(金)と き

午後1時30分～

市役所1階ところ

多目的ホール

都市整備課問合せ

0297-21-21975

■サイレン音の違いで

災害の種類がわかります

①火災出動のとき

「ウ～・カンカンカン」

サイレンと警鐘を交互に鳴

らします。

②救助･救急支援･警戒などの

火災以外の出動のとき

「ウ～・ウ～・ウ～」

サイレンのみを鳴らしま

す。

■救急の現場に

消防車も出場します

近くの救急車が出場中

で、救急隊が救急現場に到

着するのが遅れるときや、

救急隊のみでは搬送や処置

が困難な場合には、消防車

も同時に出場し、救急隊の

活動を支援します。

「救急車を呼んだのに何

で消防車が？」と思われる

かもしれませんが、みなさ

んのご理解とご協力をお願

いします。

問合せ

茨城西南地方

広域市町村圏事務組合

消防本部 消防救助課

0280-47-01355

5,000円以上の寄附をされ

た方には、記念品をプレゼン

ト！皆さんからの募金は い、「

きいき茨城ゆめ国体・いきい

き茨城ゆめ大会」の運営に活

用させていただきます。詳細

については、ホームページを

ご覧ください。

募金方法

県内の主な金融機関に設置

している専用の振込依頼書を

ご使用ください。

10月31日(木)まで受付期限

問合せ

茨城県国体・

障害者スポーツ大会局

総務企画課

029-301-54055

お知らせ版 平成31年2月7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）

茨城県の最低賃金

〈平成30年10月1日から適用〉時間額 ８２２円

茨城県の特定最低賃金

対 象 産 業 時間額

鉄鋼業 ９１６円

８８０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･ ８７７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 ８４９円

〈平成30年12月31日から適用〉

茨城労働局賃金室 029-224-6216問合せ 5



放送大学は、テレビ、イ

ンターネットで授業を行う

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、約300の幅広い授業

科目があり、1科目から学

ぶことができます。半年だ

け在学することも可能で

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）

出願期限

第1回 2月28日(木)まで

第2回 3月17日(日)まで

放送大学問合せ

茨城学習センター

029-228-06835

＊ホームページ

「放送大学」で検索

平成32年3月に大学院、

大学、短大、高専、専門学

校を卒業予定の方やおおむ

ね3年以内の既卒者（平成31

年3月卒を含む）の方を対

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

不要・参加無料です。

茨城労働局ホームページ

から「いばらき企業説明会

2019」参加申込書をダウン

ロードし、必要事項を記入

のうえ会場にお越しいただ

くとスムーズです。お気軽

にお越しください。

◆土浦会場

3月5日(火)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社参加企業

◆水戸会場

3月14日(木)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社参加企業

主 催

茨城労働局●

茨城県●

県内各ハローワーク●

問合せ

茨城労働局職業安定課

029-224-62185

市内小売店・交通機関等

のサービス事業者の方を対

象に、近年増加している訪

日外国人へのおもてなしに

ついて学ぶセミナーを開催

します。

外国語が話せなくても対

応できる「指差し会話シー

ト」によるコミュニケーシ

ョン方法や、日本人と外国

人の文化・考え方の違い、

訪日外国人の消費動向など

を紹介します。お気軽にお

申し込みください。

2月20日(水)と き

午後7時～9時

市役所1階ところ

多目的ホール

茨城 センター･講 師 NPO

コモンズ 代表理事

横田能洋先生

無料受講料

25人(先着順)募集人数

申込方法

電話・ ・メールにてFAX

お申し込みください。

2月14日(木)まで申込期限

坂東市観光協会主 催

申込・問合せ

商工観光課

0297-20-86665

0297-20-8025

syouko@city.bando.

ibaraki.jp

お知らせ版 平成31年2月7日号

5

講座やイベント



今年は「花と鳥」をテーマ

に、梅・桜・うぐいす・鳩な

ど、彩り鮮やかなつるし飾り

をたくさん展示します。

と き

2月10日(日)～3月3日(日)

午前10時～午後5時

※3月3日は午後3時まで

〈2月12日(火)･18日(月)･

25日(月)は休館です〉

ところ

観光交流センター秀緑●

坂東郷土館ミューズ●

問合せ

坂東ひな飾りプロジェクト

田村 090-4733-34395

ピザ作りを楽しみながら、

素敵な出会いを見つけてみま

せんか。

3月24日(日)と き

午前11時～午後5時

水海道あすなろの里ところ

〈常総市大塚戸町310〉

25～45歳の独身男女対象者

男性 3,000円参加費

女性 1,000円

男女各15人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

申込期間

3月4日(月)～13日(水)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポーター

県西地域活動協議会

塚越 090-8891-1893● 5

長屋 090-6122-5677● 5

※受付時間は正午～午後7時

茨城西南医療センター病院

リハビリテーション部では、

健康増進事業として「リハビ

リ広場」を開催しています。

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。

3月7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

テーマ

｢そうだ！

五十肩を予防しよう｣

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31年2月7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）

「スマートフォンに興味はあるけど、使いこなせるか不安･･･」という方を対象に、実

際にスマートフォン機器を操作しながら、基本の使い方をわかりやすく教えます。講座

中、機器は無料で貸し出しますので、お気軽にお申し込みください。

開催日 時 間 会 場 内 容 講 師 定員

基本操作、インタ3月7日(木) 午前10時～正午 岩井公民館
ーネット･メール･ ジョイコム(株) 各10人または

カメラ等の利用体験3月14日(木) 午後1時30分～3時30分 猿島公民館

市内在住・在勤の方対象者

無料受講料

参加を希望する公民館の窓口またはお電話にてお申し込みください。申込方法

2月13日(水)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉申込開始

※申し込みが少ない場合は講座を取りやめることがありますので、ご了承ください。

岩井公民館 0297-35-8800申込・問合せ 5

猿島公民館 0297-44-3154／0280-88-08355

公⺠館講座「はじめてのスマートフォン教室」 受講⽣募集

岩井商店街の一部店舗でも
ひな飾りを展示します。
展示期間･営業時間･休業日
は店舗により異なります。



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。

と き

3月27日(水)～4月2日(火)

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 153,000円

羽田空港発 148,000円

※出発希望地については、

お問い合わせください。

300人募集人数

3月5日(火)まで申込期限

■説明会

2月23日(土)と き

午後3時30分～4時30分

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〉

南の島で国際交流
申込・問合せ

(公財)国際青少年研修協会

03-6417-97215

3月31日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

茨城県内在住・在勤の方

で、スポーツ傷害保険に加入

していること

1チーム15,000円参加費

内訳：参加費10,000円＋

登録費 5,000円

申込方法

申込書に必要事項を記入の

うえ、総合体育館でお申し込

みください。申込書は総合体

育館事務室にあります。

申込期間

2月8日(金)～3月8日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前9時～午後5時〉

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

3月18日(月)と き

ところ

大利根カントリークラブ

参加資格

市内在住･在勤の方4人1組

で編成されたチーム

60チーム(先着順)募集人数

1チーム2,000円参加費

※プレー料金1人14,000円は

当日精算となります。

（昼食･キャディ･パーティー

代等を含む）

申込方法

申込書に参加費を添えて、

総合体育館でお申し込みくだ

さい。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。

申込期間

2月15日(金)～22日(金)

〈土曜･日曜を除く

午前9時～午後5時〉

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 平成31年2月7日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

2月15日(金)
3月13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3月16日(土)

電話受付
3月20日(水) 午後1時30分～3時30分

〈先着順〉
クラフト 3月 1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 3月12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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平成31年2月7日発行 ■坂東市秘書広聴課■

さしま公民館まつり ミューズまつり

2月22日(金)～24日(日) 2月23日(土)・24日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

坂東郷土館ミューズ
※24日は午後4時まで

ところ

猿島公民館 （猿島図書館・資料館）ところ

講座生や自主クラブ員の学習成果を発 ◆企画展「郷土のアスリートたち

」表します。お子さんからお年寄りまで楽 ～忘れ得ぬ興奮と感動の瞬間～
と き

しめる各種の催しがあります。お誘い合 ◆押し花のしおり作り〈自由参加〉

〈 〉わせのうえぜひご来場ください。 ◆春の特別おはなし会 23日 午前11時～

◆ファミリーコンサート
◆作品展示〈22日～24日〉 「早春のフォークソングコンサート」
◆芸能発表〈23日・24日〉 〈23日 午後2時30分～〉※整理券配布中
◆スタンプラリーによる試食コーナー ◆名作映画会「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
〈23日 焼き菓子、味噌おでん、パン〉 〈24日 午前10時～/午後2時～〉
〈24日 豚汁〉 ※整理券配布中
◆健康づくりコーナーほか〈23日〉 、 、
◆郷土芸能ほか〈24日〉

◆天体望遠鏡による太陽観望 名産品販売

ブックリサイクルほか

◆ごみ減量イベント「リサイクルフェア」

〈23日 午前9時～午後3時〉

リサイクル品販売・提供

ポスター・標語展示、表彰式

資源物回収、ウルトラごみクイズ

ミューズまつりについて問合せ ●

坂東郷土館ミューズ

0297-44-0055／0280-88-87005

猿島公民館 リサイクルフェアについて問合せ ●

0297-44-3154／0280-88-0835 生活環境課 0297-21-21895 5

▲昨年のさしま公民館まつり

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

めざせ！No.わん飼い主！
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