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桜川市のプロフィール

特集　合併10周年

特集　観光スポット

特集　歳時記・特産品

特集　石材

災害に備えて

町名索引

桜川市全域図

エリアマップ①～⑨

ライフインデックス

庁舎案内

届出・証明書

市税

子育て・教育

保健・医療

市内医療機関（病院）

市内医療機関（歯科・薬局）

福祉

国民健康保険・国民年金

生活環境

文化・スポーツ

産業

施設ガイド

あんしんカード

4mm

表 4

229
1頁広告H297mm×W210mm

く
ら
し
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

桜
川
市

伝統と豊かな自然に恵まれた伝統と豊かな自然に恵まれた

　～やすらぎのまち桜川～　～やすらぎのまち桜川～

田園文化都市田園文化都市情報メール一斉配信サービス
登録は以下のホームページまたはQRコードから

http://www.city.sakuragawa.lg.jp/
page/dir000053.html

市からの災害情報、
お知らせなどのメールが届きます！
市からの災害情報、
お知らせなどのメールが届きます！
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ご利用にあたって
『桜川市 くらしのガイドブック』は、桜川市と
株式会社ゼンリンが協力して発行する、桜川
市民のための暮らしの情報誌です。桜川市の
行政情報をはじめとして、毎日の生活に欠か
せない情報やお出かけに便利な情報などを掲
載しています。
ご家庭の生活情報誌としてご利用ください。

【桜川市 くらしのガイドブック】
※ 本誌に掲載されている情報は2015年２月現在の

ものです。その後内容に変更が生じる場合もあり
ますのでご注意ください。行政情報は桜川市の
協力により編集しました。

桜川市
くらしのガイドブック

桜川市のプロフィール

特集　合併10周年

特集　観光スポット

特集　歳時記・特産品

特集　石材

災害に備えて

町名索引

桜川市全域図

エリアマップ①〜⑨

ライフインデックス

庁舎案内

届出・証明書

市税

子育て・教育

保健・医療

市内医療機関（病院）

市内医療機関（歯科・薬局）

福祉

国民健康保険・国民年金

生活環境

文化・スポーツ

産業

施設ガイド

あんしんカード

sakura_naka_0219.indd   1 2015/03/06   15:36

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年02月17日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
001
167
株式会社ダイワ

FAX 029-231-1507

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
002
063
㈲こもり

FAX 029-231-1507

エリアマップ1図 D－3
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　3つの桜の花びらは、2町1村
による対等合併「桜川市」の協
調と発展を表しています。中央
のダークブルーは筑波山、ブラ
イトブルーは市の中央を流れる
桜川を表しています。桜・山・
川は市のシンボルであり、その
豊かな自然環境につつまれて、
輝く未来へとはばたく「桜川市」
の姿を表現しています。

 市の概要

 桜川市の人口  桜川市章

桜川市のプロフィール

茨城県

桜川市
Ｓａｋｕｒａｇａｗａ　Ｃｉｔｙ

茨城県

桜川市
Ｓａｋｕｒａｇａｗａ　Ｃｉｔｙ

世帯数
15,216世帯

人口（男）
22,229人

人口（女）
22,739人

桜
川
市
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　桜川市は首都圏から約70km圏内、茨城県の中西部に位置し、
総面積は180.06k㎡となっています。
　北は栃木県（真岡市・益子町・茂木町）、東は笠間市・石岡市、
西は筑西市・栃木県（真岡市）、南はつくば市と隣接しています。
北の高峯・富谷山、東の雨引山・加波山・足尾山から南の筑波
山に連なる山々に囲まれた平野部のほぼ中央を桜川が南下し、
市の南北軸を形成しています。その環境のもと、上野沼や大池、
つくし湖など、多くの湖沼を有し、水資源の確保および親水空
間として活用されています。また、この地域で採れるみかげ石
を利用した石材業や、平野部の肥沃な土地を利用した農業など、
地域資源を活用した地場の産業が息づいています。

人口（合計）
44,968人

（平成27年２月１日現在）

sakura_naka_0219.indd   2 2015/02/20   17:20
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　わたくしたちは、伝統と豊かな自然に恵まれたふるさとを愛し、限りない繁栄と幸せを願って、市民憲章を定めます。

　１、市民と行政が協働で住みよいまちをつくります。

　１、�互助と信頼を深め、安心とやすらぎあるまちをつくります。

　１、�教養を高め、豊かな心と健やかな体を育むまちをつくります。

　１、�豊かな自然と歴史・文化が調和する潤いのあるまちをつくります。

　１、�地域資源を活かし、活力に満ちた豊かなまちをつくります。

市の花　ヤマユリ
　ヤマユリは、ひときわ大きな白い花
を咲かせ、強く甘い香りを放ち、本市
の里山に多く自生しています。花言葉
「荘厳」に表されるとおり、夏の雑木林
の中で厳かに堂々と咲く花で、桜川市
を象徴するかのようです。

市の木　サクラ
　櫻川磯部稲村神社周辺の桜は、国指
定の名勝・天然記念物に指定されてお
り、11種類の天然記念物指定品種や山
桜の群生が見どころです。春になると
高峯・雨引山や御嶽山・加波山など、
市内の山々はほんのりと桜色に染まり、
まさに市のシンボルです。

市の鳥　ウグイス
　自然豊かな本地域では、市街地の公
園や庭先でウグイスの鳴き声がよく聞
かれます。澄んだ鳴き声は春を告げる
鳥として広く親しまれ、誰からも愛さ
れる桜川市の象徴です。

 桜川市民憲章

 桜川市の花・木・鳥

桜
川
市
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

sakura_naka_0219.indd   3 2015/02/20   17:20

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
003
082
藤祥製菓株式会社

FAX 029-231-1507

筑波山の麓にある藤祥製菓のかき餅は、
かじるとカリリと音を立て、口の中でホロリと崩れると
絶妙な塩味が満遍なく広がる。
お薦めは、その軽い歯ざわりが嬉しいだけでなく、
受賞の実績もある「のりかき餅」。

営業時間　8：00～17：00

桜川市真壁町田756－1　電話 0296－54－0803　日曜・祝日休

エリアマップ9図 C－2

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

5校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
004
068
月山寺

FAX 029-231-1507

・開館時間
・休 館 日
・入 館 料

午前10時～午後5時
毎週月曜日（臨時休館あり）
大人：300円　小人：200円

〒309－1451　茨城県桜川市西小塙1677
TEL0296－75－2251
FAX0296－75－4329

撮影　田中義男

※ お問い合わせは、月山寺まで

東
国
花
の
寺
百
ヶ
寺

天
台
宗

エリアマップ2図 C－1
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【
特
集
】
合
併
10
周
年

平成20（2008）年
北関東自動車道の桜川筑西IC
〜笠間西IC間が開通しました。

平成17（2005）年
平成17年10月１日に旧岩瀬町・
旧真壁町・旧大和村が合併し、
桜川市が誕生しました。

平成21（2009）年
大和中学校新校舎が完成しました。

平成18（2006）年
魅力あるまちの空間づくりを目
指して、桜川市のさらなる煌

きらめき

を
放つ景観づくりがスタートしま
した。

平成19（2007）年
ねんりんピック茨城2007が開催
され、桜川市は「ソフトボール
交流大会」の開催地となりました。

桜川市は平成27年10月１日で合併10周年です！ 桜川市の10年間を写真で振り返ってみましょう。

05
W185mm×H60mm
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平成20（2008）年
北関東自動車道の桜川筑西IC
〜笠間西IC間が開通しました。

平成21（2009）年
大和中学校新校舎が完成しました。

平成23（2011）年
真壁伝承館が開館しました。

平成24（2012）年
真壁伝承館が日本建築学会賞
作品賞に選定されました。

平成25（2013）年
桜川市学校給食センターが完成
しました。

平成26（2014）年
災害に強いまちづくりを進める
ために、平成25年度から防災行
政無線デジタル化を進め、26年
度は真壁・大和地区の屋外拡声
子局の設置工事が完了します。

平成22（2010）年
真壁地区の町並みが国の重要伝
統的建造物群保存地区に選定さ
れました。

【
特
集
】
合
併
10
周
年

災害に備えよう　～東日本大震災の教訓をいかして～
本誌12〜15ページに特集「災害に備えて」を掲載しています。
いざというときのために、できることから始めましょう。

sakura_naka_0219.indd   5 2015/02/20   17:20

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
005
118
株式会社石の大雅

FAX 029-231-1507

茨城県桜川市本木1976－4　
TEL.0296－58－5135 直 営 工 場 尾 見 石 材 店

TEL.0296－58－6830FAX.0296－58－7221

石 の こ と な ら・・・・お 電 話 下 さ い!!
エリアマップ7図 D－3

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年3月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
006
018
株式会社ティック

FAX 029-231-1507

エリアマップ4図 A－2
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桜川のサクラ

櫻川磯部稲村神社の参道を
はさんで、両側約1㎞に及
ぶ桜並木は、古来から磯部
の百色桜として知られ、昭
和49年に国の天然記念物に
指定されています。国の名
勝として、また、世阿弥元
清の作品である謡曲「桜川」
の舞台として、多くの人た
ちに親しまれています。

 

桜

観光スポット特集

 

み
並
町
の
壁
真

戦国時代の真壁城の城下町から発展した町並みで、その町割りの中に、蔵や門な
どの歴史的建造物が息づいています。99棟が国の登録文化財となっており、平成
22年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

旧真壁郵便局

旧真壁郵便局は、昭和２年
に国立第五十銀行（現常陽
銀行）真壁支店として建設
され、その後郵便局として
活用されました。現在はそ
の面影を残し町並み案内所
として利用されています。

4図C-3

真壁伝承館
重要伝統的建造物群保存地
区内にあるシンボル的な建
物であり、白と黒を基調と
して周辺の町並みとの調和
を図った多目的施設です。
この地を訪れる人々へ地域
情報を発信しています。

4図C-3

つくし湖の桜
筑波山の麓にあるつくし湖には、その湖
を取り囲むように桜が植えられ、桜と筑
波山を楽しめる名所として人気です。

9図B-4

雨引山の桜
雨引山の中腹にある雨引観音も桜の名
所として知られています。

3図E-2

高峯の山桜
高峯をはじめとして、桜川
市の山々には山桜が多数自
生しています。山桜は染井
吉野と比べ開花の時期が若
干遅く、桜花の淡紅色と赤
芽が木々のもえぎ色の芽吹
きの時期と重なり、パッチ
ワークのような眺望を楽し
むことができます。

6図C-2

富谷山ふれあい公園の
牡丹桜
富谷山ふれあい公園では多くの牡丹桜
を見ることができ、名所として知られ
ています。

5図E-3

6図B-4

7
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富谷山 小山寺
735（天平７）年に行基菩薩が開山
したといわれ「富谷観音」の名で知
られています。三重塔は国の重要文
化財に指定されています。

五所駒瀧神社
平安末期1014年の創建。以来真壁
家代々の氏神となり武甕槌大神、
他４柱の神を祀り、真壁地方の総
鎮守としてご鎮座1000年を迎えた。
真壁夏祭祇園祭や、かったて祭で
有名。

椎尾山 薬王院
標高200ｍの椎尾山中にあり、782
年に最仙上人が開山したと伝えら
れる古刹です。全山が樹齢500年
に及ぶスダジイの樹叢に覆われ、
その中に荘厳な三重塔が建てられ
ています。

八柱神社
現在の建物は1785（天明５）年の
建立で、本殿は、全体が極彩色に
彩られ、精緻な彫刻類が建物の外
周を埋め尽くす豪華さは圧巻です。

 

名 

所

雨引山 楽法寺
雨引観音とも呼ばれ、中国から帰化した法輪独守居士が587年に開山したと伝え
られる古刹です。聖武天皇、光明皇后の帰依が厚く、その後、弘法大師によって
真言宗の道場となりました。現在は安産子育ての霊場として広く知られる関東屈
指のお寺です。６月にはあじさい祭も開かれます。

3図E-2

曜光山 月山寺
平安時代初期、桓武天皇の時代に
創建されたと伝わり、紅葉の美し
い庭園があります。併設された美
術館には国や県指定の文化財が展
示されています。

2図C-1
4図E-5

櫻川磯部稲村神社
天照皇大神・木花咲耶姫命・天手
力雄命などの神を祀る神社です。
春には貴重な桜を多く見ることが
できます。

6図B-4

曛静山 薬王寺
徳一大師の創建とされる古刹。境
内には、樹齢400年のもみじがあ
り、最近は紅葉スポットとしての
人気が高まっています。

7図E-1

6図A-3 4図A-2

9図B-4

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
007
133
㈱小林不動産

FAX 029-231-1507

桜川市真壁町古城313-1

エリアマップ4図 D－3

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

3校

2015年3月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
008
019
大洋建設有限会社

FAX 029-231-1507

大洋建設有限会社
茨城県桜川市真壁町下谷貝1110ｰ1

（0296）54－0307 （0296）55－3155

創業120余年の伝統と実績

TAIYO

本格木造住宅・リフォーム

エリアマップ7図 D－5
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【
特
集
】
歳
時
記
・
特
産
品

真壁のひなまつり

名勝「桜川」の桜まつり

あじさい祭 真壁祇園祭

市民祭inいわせ

市民祭inまかべ

中旬　桜川市さくらマラソン大会

上旬　鍬の祭（大国玉神社）
上旬　さやどまわり（大国玉神社）1月

2月4日〜 3月3日
　　真壁のひなまつり2月 2月

23 〜 26日　真壁祇園祭
下旬　岩瀬駅前夏まつり7月

7月

中旬　納涼大会
31日　かったて祭り
　　　（五所駒瀧神社）

8月

第2日曜日　大飯祭り（下泉地区）
冬至の日　火渉祭（加波山三枝祇神社）12月

上旬　桜川市民祭11月

上旬　名勝「桜川」の桜まつり
上旬　大和流鏑馬競技大会
中旬　大和の石まつり
第2日曜日　マダラ鬼神祭
　　　　　  （雨引山楽法寺）

4月

4月

3月

中旬　ツール・ド・さくらがわ5月
中旬〜7月中旬　あじさい祭
　　　　　　　 （雨引山楽法寺）6月

6月

11月

歳時記 四季を彩るイベントを
紹介します。特集

sakura_naka_0219.indd   8 2015/02/20   17:20

9

10
W185mm×H60mm

　

【
特
集
】
歳
時
記
・
特
産
品

梵
ぼん

 鐘
しょう

寺院の鐘楼に置かれている梵鐘（つり
鐘）を造っている鋳物工場は、国内で
７か所、関東では真壁地区にある小田
部鋳造のみとなっています。小田部鋳
造は800年の歴史を持ち、塗装をしな
い素肌仕上げが特徴です。最近は、つ
り鐘型の風鈴が人気となっています。

真壁石燈籠
江戸時代末期、久

く

保
ぼ

田
た

吉
きち

兵
べ

衛
え

を祖とする真壁石燈籠は、厳
しい弟子相伝により伝えら
れ、平成７年に国の伝統的工
芸品に指定されました。切り
出しから仕上げまで18の技法
が用いられ、繊細優雅な彫刻
で知られています。

石製品
本市は日本を代表する石の産
地です。加波山などから切り
出される良質な花

かごうが ん

崗岩（み
かげ石）は墓石や燈籠に用い
られ、この地域の発展に大き
く貢献してきました。近年は
ガーデン製品やアート作品を
手掛ける人も多くなり、新た
な広がりをみせています。

豊かな自然の恵みをうけながら
長い歳月をかけて磨かれてきた
特産品の数々をご紹介します。

酒
豊かな米どころで、古くから上
質な日本酒の製造が行われてき
ました。山桜の酵母を使用した
酒造りなど、新たな試みも盛ん
です。

醤油・味噌
地元産小麦などこだわりの原料
を使用し、筑波山の伏流水で仕
込まれる醤油・味噌。伝統の製
法を守り、じっくりと時間をか
けて作られています。

常陸秋そば
そば独特の香り、風味、甘みが
強く、全国のそば職人から高い
評価を得ています。品質日本一
ともいわれ、本市での栽培も
盛んです。

紅小玉スイカ
県の銘柄産地に指定されている
紅小玉スイカは、甘くて美昧し
いと高い評価を得ています。
４月から５月にかけて出荷さ
れます。

米
温暖な気候と山からの美味し
い水に恵まれ水稲農業が盛ん
です。特に山裾の水田で作ら
れているお米は、味・香りと
も一級品です。

和菓子
老舗の和菓子屋が多く軒を構え
ています。歴史を感じさせる町
並みの中を散策しながら、和菓
子めぐりが楽しめます。

ゆず加工品・梅ジャムなど
ゆずなどの加工品づくりが盛ん
に行われています。ゆずマーマ
レードやゆず胡椒、完熟した梅
だけを使ったジャムが人気です。

ゆず
さわやかな香りと酸味が自慢の
ゆずは、地域の活性化を目的に
40年以上も前から育てられて
いる特産品。冬の食卓に欠かせ
ない味覚です。

酒寄みかん
温暖な筑波山の斜面を利用し
て、10月下旬から12月中旬に
かけて９軒のみかん園がオープ
ンします。コクのある甘酸っぱ
い味が好評です。

オリンピア
「幻のぶどう」とも呼ばれるオ
リンピアは、非常に糖度が高
く、蜂蜜のように甘いのが特
徴です。８月中旬から９月が
出荷時期です。

特産品特集

べっ甲細工
亀の甲羅を加工するべっ甲細
工は、真壁地区に住む刈

かり べ

部さ
ん兄弟が父親から受け継いだ
もので、彫刻や蒔絵などによ
り、琉泊色に輝く装飾品へと
生まれ変わります。工芸品

食　品
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
009
089
藤永製菓有限会社

FAX 029-231-1507

まごころと、味で伝える

［真壁工場直売所内］ ［桜川工場直売所］

工場直売

加波山のふもとにあるおかきの製造工場直売の藤永製菓
「蔵の町」真壁のおみやげとして藤永のおかきをどうぞ
お勧めは、昔ながらの素朴な醤油味の「無選別　本格おかき」です

藤永製菓有限会社 桜川市真壁町長岡 473－3 ☎55－1235 桜川市真壁町桜井 76 8

エリアマップ8図 A－5

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

3校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
010
067
㈲湊屋味噌醸造所

FAX 029-231-1507

人気No1糀味噌。塩分ひかえめの麹の甘みを活かした味噌です。

袋入り　1kg 袋入り　2kg

手造り稲荷味噌　糀味噌 上質な味噌をあの人へ…

代々の技術を承継しながら、より良い麹造りをモットーに
お客様に喜ばれる商品の開発を心がけております。

ご贈答品も承っております。

㈲ 湊 屋 味 噌 醸 造 所
桜川市南飯田32 8－1

桜川市明日香2－5
TEL・FAX 0296－76－5122

TEL 0296－76－3808いばらぎ農事組合

小麦を主原料とした
　　　なめ味噌です。

カップ入り

稲荷ひしお

エリアマップ6図 B－3
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石 材特集

人間社会にとって、
「石」から受ける恩恵は計り知れないものがある。
古く、石器時代には「石」は必需品であった。
やがて、巨石を集めて建造物などを作り、居が定まると、
「石」を配して「侘」と「寂」の空間を作った。
また、「石」は信仰の対象にもなるなど、
人と石の関わり合いは緊密で多岐にわたった。
「真壁石」生成は地質学的には、約6,000万年前とも
7,000万年前とも推定され、
石質も高く評価され、加波山麓は日本屈指の産地となっている。
その「真壁石」に含有された、石英、長石、
雲母などの放つ神秘の光は、今日に輝きを伝えている。
21世紀の社会生活には、この「真壁石」こそ似つかわしい。

真壁石　～歴史を刻み、そして未来へ～

○組合設立の経緯
桜川市（旧真壁町・旧大和村）の石材発掘の歴史は古く、
日本の代表的なみかげ石の産地である。
本格的に採掘され始めたのは明治30年以降、建築材に使用
され、良質な常陸こみかげとして好評を博していたからで
ある。その後、建築材として採掘加工が行われ、急速に発
展した。
●昭和２年　�小舗石の共同販売のために羽黒、稲田などの

業者を含めて、20余名で常陸舗石商業組合を
設立。その後、採石に真壁小花崗岩工業組合
が設立された。

●昭和24年　�協同組合法の制定にともない真壁地方石材商
工業協同組合を設立する。

●昭和33年　�真壁地方にあった４組合を統合して、真壁石
材協同組合を現在の場所に設立する。

真壁石材組合の沿革

やすらぎを生む伝統の光 真壁石 登録商標番号
第 3282032

真壁城主累代の墓碑群

採石場

真
壁
石
観
光
シ
ン
ボ
ル
ス
ト
ー
ン

「
光
と
影
」

迎賓館
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３００
コード番号：１０３
顧客名称 ：真壁石材協同組合

協同組合 エリアマップ4図 D‐2

やすらぎを生む伝統の光・真壁石

真壁石材協同組合
優雅で堅牢な高級石材のみかげ石、それが真壁石です。古くから神社・仏閣、
美術工芸品、建築石材等に利用されてきました。真壁石は、みかげ石の日本三
大産地の一つとして、今でも高級墓石材として数多く使用されています。ま
た、真壁石で作り出す真壁石燈籠は、平成七年に国の伝統的工芸品に指定さ
れ、文化的価値を有しています。

■桜川市真壁町真壁402
■TEL:0296-55-2535 ■FAX:0296-54-1855
■営業時間／8:30～17:15 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.ibarakiken.or.jp/makabe/
■E-mail:makabe@ibarakiken.or.jp あり（15台）

登　録　商　標

真 壁 石
やすらぎを生む伝統の光

真壁石材協同組合
登録番号 第3282032

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０１
コード番号：０９３
顧客名称 ：出川工業株式会社

石材 エリアマップ8図 A‐5

石の綜合商社 長寿の石採掘、加工、販売

出川工業株式会社
創業百余年、筑波山麓で長寿の石の採掘を行い、自社工場にて加工を行い、そ
して販売をしてまいりました。現在墓石業界では、中国からの輸入製品が主流
になっていますが、弊社においては、今後日本に帰ろうをキャッチコピーに長
寿の石の販売を促進していくと共に国内の石の販売に力を入れていきます。

■桜川市真壁町長岡401-1
■TEL:0296-55-0074
■FAX:0296-55-1104
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／土曜、日曜、祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０８
コード番号：１６６
顧客名称 ：冨田石材工業株式会社

石材 エリアマップ7図 D‐5

職人が創る永遠の碑

原石から製品まで―
厳選した良質の石材を、匠の技と真心を込めてお届け致します。

全ては品質の為に―
充実の大型設備と、職人の手仕事の融合が、高い品質を実現します。

■桜川市真壁町塙世422
■TEL:0296-55-1205 ■FAX:0296-55-1206
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜・祝日・当社指定日
■E-mail:tmt@coral.ocn.ne.jp あり（25台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０４
コード番号：１１４
顧客名称 ：真壁石燈籠伝統工芸士会

協同組合 エリアマップ4図 D‐2

時代を超えて息づく技と心

真壁石燈籠伝統工芸士会
真壁には、庭に趣きをあたえ、「侘び」と「寂び」を演出する石の作家たちがいま
す。真壁石による燈籠づくりは、江戸時代末期の久保田吉兵衛から始まりました。
墨出しから仕上げまで１８の技法が用いられ、厳しい師弟相伝により守り伝えら
れ、数々の名工がその技と心を受け継ぎ、石を叩き石を刻んできました。伝統工芸
士会は、国指定伝統的工芸品「真壁石燈籠」の技と心を受け継いでいます。

■桜川市真壁町真壁402
■TEL:0296-55-2535 ■FAX:0296-54-1855
■営業時間／8:30～17:15 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.ibarakiken.or.jp/makabe/
■E-mail:makabe@ibarakiken.or.jp あり（15台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３１０
コード番号：１６３
顧客名称 ：池田石材株式会社

石材 エリアマップ8図 A‐5

真壁石と共に60年

池田石材株式会社
茨城産真壁石・墓石・燈籠・庭石
土木建築用石材・採掘加工販売。

■桜川市真壁町長岡364-1
■TEL:0296-55-1561 ■FAX:0296-55-3545
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／隔週土曜、日曜、祝日

あり（7台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０６
コード番号：１０５
顧客名称 ：山六工業株式会社

石材 エリアマップ3図 D‐3

外国・国内産花崗石・加工販売

弊社は、昭和３３年に創業以来、原石から加工販売まで、一貫した生産体制で
皆様の信頼にお応えしています。墓石はもとより門、堀、灯篭など建築石材、
庭園置物のデザインから施工まで 石に関するあらゆるご要望にお応えしてお
ります。今後ともご愛顧の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

■桜川市本木369-1
■TEL:0296-58-5138 ■FAX:0296-58-5527
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.ishi-yamaroku.co.jp
■E-mail:yamato-1438@bridge.ocn.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０９
コード番号：１６４
顧客名称 ：有限会社鈴木商店

石材 エリアマップ7図 E‐5

純国産墓石専門店

純国産墓石専門店です。合掌するにふさわしい、本物の墓石を自社工場で加工
しています。
工場見学大歓迎です。

■桜川市真壁町東矢貝793
■TEL:0296-55-1150 ■FAX:0296-55-0059
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜日
■URL:http://homepage2.nifty.com/kanesho/
■E-mail:m.zukkie@nifty.com あり（30台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０５
コード番号：０９６
顧客名称 ：株式会社柏木石材工業

石材 エリアマップ7図 E‐5

真壁青小目採掘元・加工卸販売

株式会社柏木石材工業
風情豊かな真壁町
歴史ある加波山銘石「真壁石」

■桜川市真壁町東矢貝208-20
■TEL:0296-55-2271
■FAX:0296-55-2372
■営業時間／9:00～17:00
■定休日／日曜、祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３１１
コード番号：０３３
顧客名称 ：有限会社石のイイジマ

石材 エリアマップ7図 D‐2

石のある新しい生活空間を創る

墓石をはじめ、都市のモニュメントやオブジェ、店舗など商業施設、一般住宅
でも、私どもは石が皆様の暮らしや環境を豊かにする力を持っていると信じて
います。石のイイジマは自社工場で製造しています。

■桜川市大国玉3917-1
高森工業団地内

■TEL:0296-58-5363 ■FAX:0296-58-5378
■営業時間／8:30～17:30
■URL:http://ishinoiijima.jp/ ■E-mail:info@ishinoiijima.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：３０７
コード番号：０３４
顧客名称 ：大倉産業株式会社

石材 エリアマップ7図 D‐5

原石から製品・施工まで

大倉産業株式会社
●真壁中目原石採掘・販売
●自社工場にて製造・販売
●国内外製品展示・販売
建築石材にも対応しております。
石のことなら、何でもご相談下さい。

■（本社・工場）桜川市真壁町塙世422-5
■TEL:0296-55-1141 ■FAX:0296-55-1140
■（展示場）桜川市真壁町山尾650
■TEL:0295-54-1911 ■FAX:0296-54-1910
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜、日曜、祝日 あり（50台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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地震
　いざというときの備えが大切です。
　地震はいつ起こるかわかりません。
地震が発生したとき、被害を最小限に
抑えるには、１人ひとりがあわてずに
適切な行動をとることが重要です。い
ざというとき、落ち着いて行動できる
よう、日頃から地震に対する心構えを
身に着け、各家庭において地震への備
えをしておきましょう。

 地震対策

災害に備えて

災
害
に
備
え
て

再確認！　地震発生直後の行動
　地震発生…�自分の身を守り、揺れがおさまったら、火元の

確認と出口の確保。
　１～２分…�家族の安全を確認する。非常用持出品などを用

意し避難の準備をする。
　　　　　　＊�土砂災害の危険がある場合はすぐに避難する。
　３～５分…�余震に注意し、隣近所で

協力しあって初期消火や
救出救護など助け合う。
ラジオなどで正しい情報
の収集を！�

： 地震発生から約2分以内に震度3以上を観測した地点があると、その地点を含む地域名がテレビなどで「地震速報」と
して発表されます。津波が予想されるときは、地震速報に続いて発表します。

：震源位置、規模、震度3以上の地点を発表します。
：震源、規模および各地の震度1以上の震度観測地点を発表します。

まずわが身の安全をはかる
　何よりも大切なのは命。
地震が起きたら、まず第一に身の安
全を確保する。

1

地震に関する情報とは？

すばやく火の始末、あわてず、
さわがず、冷静に

　揺れがおさまったら、調理器具や
暖房器具などの火を確実に消す。

2

脱出口を確保する
　建物内にいるときは、ドアや窓を
閉めたままだと、建物がゆがみ出入
口が開かなくなることがある。

3 火がでたらまず消化を
　「家事だ！」と大声で叫び、隣近
所にも協力を求め、初期消火に努め
る。

4

外に逃げるときはあわてずに
　外に逃げるときは、瓦やガラスな
どの落下物に注意し、落ち着いて行
動する。

5 狭い路地、塀ぎわ、
がけや川べりには近寄らない

　ブロック塀・門柱・自動販売機な
どは倒れやすいので注意する。

6

がけ崩れ、山崩れ、津波に注意
　山間部や海岸地帯で地震を感じた
ら、早めに避難態勢をとる。

7 避難は徒歩で、荷物は最小限に
　避難場所・避難所には、小・中学
校などが指定されている。車を使わ
ずに徒歩で避難する。

8

みんなで協力して応急救護を
　お年寄りや身体の不自由な人、
けが人などに声をかけ、みんなで
助け合う。

9 正しい情報をつかみ、
余震を恐れるな

　うわさやデマにまどわされない。
テレビやラジオで正しい情報を。

10

■地震速報・津波速報

■地震情報
■各地の震度に関する情報

地震から身を守る10か条

生活安全課　☎0296-75-3111問い合わせ先

●�地震対策
●�風水害・土砂災害対策
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○貴�重�品� 現金、預金通帳、印鑑、健康保険証など
○非常食品� 水、乾パン、缶詰、レトルト食品など
○生活用品� �懐中電灯、ラジオ、電池、ろうそく、マッ

チ、軍手、洗面用具、タオル、ティッシュ、
ナイフ、缶切りなど

○衣　　類� 下着類、防寒衣、雨ガッパなど
○医�薬�品� �消毒液、キズ薬、絆創膏、湿布、包帯、ガー

ゼ、脱脂綿、胃腸薬、かぜ薬、常備薬など
○そ�の�他� �ヘルメットなどの安全帽、簡易カイロ、

ビニールシートなど

最低3日分を準備しておきましょう！
○飲�料�水� 飲料水は1人1日3リットルを目安に
○非常食品� �乾パン、缶詰、アルファ米、栄養補助食

品、レトルト食品、インスタント食品、
お菓子、調味料など

○燃　　料� 卓上コンロ、固形燃料、ガスボンベなど
○その他の生活用品
　�生活用水（風呂や洗濯機に備蓄、寝る前はやかんやポッ
トにも水を入れておく。）毛布、寝袋、洗面用具、ポリ
容器、なべ、バケツ、トイレットペーパー、使い捨て
カイロ、ろうそく、さらし、ロープ、バール、スコップ、
ビニールシート、ガムテープ、キッチンラップなど

風水害・土砂災害　備えと対策
　風水害はある程度予測できますが、近年は局地的な大雨な
どにより、全国各地で大規模な土砂災害が発生しています。
気象情報に十分注意し、万全の対策をとるようにしましょう。
　☆何よりも早めの避難が大切です。

＜自主避難＞
　災害発生の恐れがある場合は、避難準備勧告、避難勧告、
避難指示を発表しますが、これらの発表がされなくても、
危険な場所にいる場合や、危険を感じたときは、早めに自
主避難をしてください。
　避難にあたっては、大雨が降っていたり、浸水したりし
ている場合があるので、慎重に行動しましょう。
　自主避難をする場合は、市役所生活安全課（☎0296-75-
3111）に連絡してください。
【自主避難所として開設を予定している場所】
・岩瀬地区＝岩瀬福祉センター
・真壁地区＝真壁福祉センター
・大和地区＝大和中央公民館

土砂災害の前兆現象
がけ崩れ…�がけにひび割れ、がけから水が湧き出る、

木が傾く、倒れる、小石がバラバラ落ちる。
土�石�流…�異常な山鳴り、地鳴り、山の樹木がザワザワ

と騒ぐ、山が裂ける音、腐った水のにおい、
川の水位が急に下がる。川の水が急に濁る。

地すべり…�地面や道路にひび割れ、斜面から水が噴出す
る、川や池が濁る、木の騒ぐ音、裂ける音、
家が傾く。

＊集合場所や避難所は事前に確認しておきましょう。
　市の避難所は、15ページに記載してあります。
＊�土砂災害ハザードマップは、市のホームページで確認で
きます。「土砂災害ハザードマップ」で検索してください。

＊�普段から災害について家族で話し合っておきましょう。

 風水害・土砂災害対策

災
害
に
備
え
て

非常用持ち出し品を準備しておきましょう！ 備 蓄 品

再 確 認

非常時持ち出し品

備 蓄 品災害用伝言ダイヤル「171」
　災害時は、安否確認などの電話が殺到し、電話がつながり
にくくなります。このような状況でも安否確認や避難先の連
絡などを取り合うことができるのが「災害用伝言サービス」
です。
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顧客名称 ：有限会社蛯原工務店

建築・修理・リフォーム エリアマップ5図 E‐4

住まいのことならお気軽にどうぞ

有限会社蛯原工務店
一般建築設計施工
新築・増改築・リフォーム等、住まいに関する事何でもご相談下さい。
■桜川市富岡83
■TEL:0296-75-4418

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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顧客名称 ：有限会社一真堂

和洋菓子店 エリアマップ1図 C‐2

確かな素材を職人の技でつくりあげたこだわりのお菓子

有限会社 一真堂
桜川謡曲もなかをはじめ、季節のお菓子、各種引菓子な
ど取り揃えてご来店をお待ちしています。
■桜川市明日香1-22-1
■TEL:0296-75-2120 ■FAX:0296-75-2259
■営業時間／8:30～19:30 ■定休日／火曜日（祝日の場合は営業）
■URL:http://www.e-monaka.jp ■E-mail:sakura@e-monaka.jp あり（7台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
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FAX
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顧客名称 ：有限会社柳田建工

建築・リフォーム エリアマップ5図 D‐4

暮らしを変えよう

有限会社柳田建工
住まいづくり・リフォームに関するご相談・無料お見積
りなど、お気軽にお問い合わせください。
■桜川市西飯岡1185
■TEL:0296-75-4422
■FAX:0296-75-0599
■URL:http://yanagida-kenkou.jp/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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 119番のかけ方

災害に備えて

火災・救急通報
　119番は、加入電話でも携帯電話でも、局番なしの
「119」でつながります。
　119番から通報するときは、あわてずに落ち着いて係
員からの問いかけに答えるようにしてください。
　携帯電話から119番すると、通報する場所によって、隣
接の消防本部の指令室につながる場合がありますが、場
所が桜川市内であることを伝えると、筑西広域消防本部
の指令室に転送されます。

住宅用火災警報器の設置
　消防法や火災予防条例の改正に
より、すべての住宅に住宅用火災
警報器の設置が義務付けられてい
ます。火災から大切な生命と財産
を守るために、まだ設置されてい
ない方は早めの設置をお願いしま
す。設置場所は原則として寝室
で、寝室が２階の場合は、階段に
も設置が必要です。

救急・火災情報のテレフォンサービス
（筑西広域消防本部）
　休日・夜間時の診療可能な医療機関や火災・救助の
情報は、テレフォンサービスをご利用ください。
☎0296-25-0111

防災行政無線のテレフォンサービス
　防災行政無線で放送した最新の内容を確認できるテ
レフォンサービスです。
☎0296-58-4115
　＊注）放送後24時間を過ぎた内容は確認できません。

119番通報手順

火事もしくは救急を発見したら

■周囲に大きな声で知らせる。　→　安全なところに避難して119番通報。

「119番消防署です。火事ですか？救急ですか？」

火事です。 救急です。

「どこが燃えていますか？」 「場所はどちらですか？」

■発生場所は正確に
　○○市○○町○○番地の××です。
　�（できるだけ番地まで答えてください。アパートやマンショ
ンであれば部屋番号までお願いします。）

■場所を正確に
　�○○市○○町○○番地の××です。
　�（できるだけ番地まで答えてください。アパートやマンショ
ンであれば部屋番号までお願いします。）

「何が燃えていますか？」 「何がありましたか？」

■何が燃えているか具体的に
　�○○が燃えています。（家、工場、倉庫、車、山など）
　�（燃えている状況や逃げ遅れなどの状況について係員が質問
しますのでわかる範囲で答えてください。）

■状況を具体的に
　�急病です。けが人です。事故です。など
　�（意識状態や既往症などについてもわかる範囲で答えてくだ
さい。応急手当が必要な場合は、係員が指示することがあ
りますので従ってください。）

「あなたのお名前と連絡先を教えてください。」

名前は、○○です。連絡先は、○○-○○○○です。

災
害
に
備
え
て

生活安全課　☎0296-75-3111
桜川消防署　☎0296-75-3592

問い合わせ先

●�119番のかけ方
●�避難所一覧
●�備蓄倉庫
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施設名 所在地 電話 地図座標

岩瀬福祉センター 鍬田612 ☎0296-76-2940 1図B-3

岩瀬体育館(ラスカ) 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

総合運動公園 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

岩瀬中央公民館 東桜川1-21-1 ☎0296-75-0344 1図D-3

岩瀬高齢者センター 岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

岩瀬小学校 鍬田553-5 ☎0296-75-2059 1図B-4

坂戸小学校 西飯岡512-4 ☎0296-75-2103 5図E-4

羽黒小学校 友部201 ☎0296-75-2239 2図C-2

猿田小学校 猿田413-1 ☎0296-76-1255 8図C-2

南飯田小学校 南飯田1-1 ☎0296-75-2048 6図B-3

岩瀬西中学校 富岡535 ☎0296-75-2104 5図E-4

岩瀬東中学校 磯部466 ☎0296-75-5119 6図B-4

農村環境改善センター 加茂部1491 ☎0296-75-6555 2図D-3

坂戸幼稚園 西飯岡558-1 ☎0296-75-2149 5図E-4

岩瀬保育所 西桜川2-29 ☎0296-75-2074 1図C-3

岩瀬東部保育所 友部170-2 ☎0296-75-2309 2図C-3

岩瀬北部保育所 南飯田885-1 ☎0296-75-2204 6図B-3

茨城県立岩瀬高等学校 岩瀬1511-1 ☎0296-75-2475 1図D-2

真壁福祉センター 真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2441 4図D-4

真壁伝承館 真壁町真壁198 ☎0296-23-8521 4図C-3

真壁体育館 真壁町古城377 ☎0296-54-0753 4図D-3

 避難所一覧
施設名 所在地 電話 地図座標

真壁小学校 真壁町田25 ☎0296-55-0069 4図C-4

紫尾小学校 真壁町椎尾1687 ☎0296-55-0439 9図B-3

谷貝小学校 真壁町下谷貝
1146-1 ☎0296-54-0671 7図D-5

樺穂小学校 真壁町長岡437 ☎0296-55-0279 8図A-5

桃山中学校 真壁町伊佐々158 ☎0296-55-0157 4図B-5

桜川中学校 真壁町亀熊570 ☎0296-55-0667 7図E-5

大和中央公民館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和体育館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和ふれあいセンター
「シトラス」 羽田989-1 ☎0296-20-6300 3図A-3

雨引小学校 本木1591 ☎0296-58-5019 3図C-3

大国小学校 大国玉597 ☎0296-58-5022 7図D-2

大和中学校 羽田1000 ☎0296-58-5042 3図A-3

やまと保育所 羽田803 ☎0296-58-6060 3図A-3

やまと幼稚園 大国玉13 ☎0296-58-5096 7図D-2

 備蓄倉庫
施設名 所在地 電話 地図座標

桜川市役所岩瀬庁舎 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１５
コード番号：０４７
顧客名称 ：株式会社仲田建設

建築 エリアマップ6図 C‐3

皆さまの住まい造りに奉仕する

・総合建設設計施工（茨城県知事許可一般13237号）
・木造・手造り建築を現代のニーズに生かす。
■桜川市小塩233
■TEL:0296-75-1908 ■FAX:0296-75-1396
■E-mail:nakatakensetsu@deluxe.ocn.ne.jp
＊お見積り無料 お気軽に御相談を 施行例（N邸）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１６
コード番号：０７１
顧客名称 ：有限会社 アクト稲商

製造業 エリアマップ7図 D‐1

ラッキングカバー

有限会社 アクト稲商
保温・保冷用外装材の製造 販売

■桜川市上野原地新田222-12
■TEL:0296-76-2803
■FAX:0296-76-0199
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土曜、日曜、祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１７
コード番号：０７２
顧客名称 ：平出畳店

畳店 エリアマップ1図 B‐4

創業90年の実績 お客様の喜びが私の幸せです

平出 畳店
この畳店に任せておけば大丈夫だ、と言われるような信頼。
丁寧に美しく仕上げ、満足していただきたいと心がけています。
■桜川市岩瀬209-4
■TEL:0296-75-2157
■営業時間／8:00～18:00
■定休日／不定休 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１８
コード番号：０４６
顧客名称 ：酒味処かもん

飲食 エリアマップ1図 B‐2

法事・お祝い・大小宴会承ります

海鮮和食処かもん
おかげさまでランチも大変ご好評をいただいております。
ぜひ、ご賞味ください。（ランチタイム：11：30～14：00）
■桜川市岩瀬910-4
■TEL:0296-76-5777
■営業時間／11:30～14:00、17:00～22:00
■定休日／月曜日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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88
W185mm×H30mm

　

ライフインデックス

■結婚するとき（婚姻届）　40
■国民健康保険　65
■国民年金　　　66

■赤ちゃんが生まれたら
　（出生届）　　　　　　40
■母子健康手帳　　　　49
■各種健康診査　　　　49
■子どもの健康相談　　49
■国民健康保険　　　　65
■子ども医療費の助成　68

■予防接種　　　　　49
■保育園・幼稚園　　50
■学校　　　　　　　53
■小児救急ダイヤル　55
■医療機関情報　　　56
■市立図書館　　　　80

■各種健康診査　54
■保健師、栄養士による
　　　健康相談　54
■医療機関情報　56
■市立図書館　　80

こんなときどうするの? 
そんなときに役立つ

結婚 住まい・生活

■個人の市民税　45
■国民健康保険　65
■国民年金　　　66

成人・就職

引越し

豊かな老後

お悔やみ

子育て・出産

■家族が亡くなったとき
　（死亡届）　　　　　　40
■国民健康保険　　　　65
■国民年金　　　　　　66
■後期高齢者医療制度　67

■市外に引っ越すときは（転出届）　41
■市内で引っ越すときは（転居届）　41
■市立小・中学校転校手続き　53
■国民健康保険　65

■個人の市民税　45
■高齢者の健康・
　　　生活支援　60
■介護保険制度　60
■国民健康保険　65
■国民年金　　　66
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月27日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
087
127
北つくば農業協同組合

FAX 029-231-1507

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月17日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
403
108
大和管工事協同組合

FAX 029-231-1507

お気軽にご相談ください。
桜川市指定

大和管工事協同組合
飯島商店　　　0296－58－5618
㈲猪野設備　　0296－58－5461
成田井戸工業　0296－58－5102
㈲深谷設備　　0296－58－5697
㈲古橋商店　　0296－58－5222
増渕商店　　　0296－58－6294

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月17日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
402
107
桜川市岩瀬上下水道協会

FAX 029-231-1507

桜川市指定
桜川市岩瀬上下水道協会
桜川市岩瀬水道協会会員一覧
㈲雨谷工業

㈲大橋工業

㈲奥村工業

渡辺工業㈱

㈱マルニ工業

伊藤設備工事

㈱信山電機

㈲藤田管工

深谷ポンプ工業

㈱岩瀬双葉

0296ー75ー5501

0296ー75ー0670

0296ー75ー2449

0296ー75ー5421

0296ー75ー1848

0296ー76ー0421

0296ー75ー3427

0296ー75ー0324

0296ー75ー5441

0296ー76ー1561

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年02月19日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
401
106
真壁水道組合

FAX 029-231-1507

真壁水道組合
石川設備　　　　　0296-55-1084　真壁町白井63-2

稲見設備工業　　　0296-55-2199　真壁町田1059-2

㈲稲見工業　　　　0296-54-1004　真壁町田1080-1

猪野設備工業　　　0296-55-3910　真壁町真壁397

郡司設備　　　　　0296-55-2465　真壁町亀熊164-11

㈲たばやし　　　　0296-54-0435　真壁町山尾455

つかはら設備工業　0296-55-4907　真壁町塙世882-3

㈱平井商店　　　　0296-55-0178　真壁町真壁276

㈲マカベ設備　　　0296-55-1026　真壁町真壁306-4

明真設備　　　　　0296-23-8038　真壁町田1164

やぐち設備　　　　0296-55-0828　真壁町下谷貝447-2

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月21日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
405
110
桜川市岩瀬地区金融団

FAX 029-231-1507

ベストパートナーバンク

岩瀬支店  0296－75－3103

岩瀬支店  0296－75－1611

岩瀬支店  0296－75－1101

このまちの夢がきこえる

桜
川
市
岩
瀬
地
区
金
融
団

結城信用金庫

茨城県信用組合
いつも親切　けんしんで安心

岩瀬支店  0296－75－3137

羽黒支店  0296－75－0781

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月21日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
404
109
桜川市真壁地区金融団

FAX 029-231-1507

ベストパートナーバンク

真壁支店  0296－55－1121

真壁支店  0296－55－1155

真壁支店  0296－54－1866

このまちの夢がきこえる

桜
川
市
真
壁
地
区
金
融
団

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年3月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
086
030
桜川市未来クラブ協同組合

FAX 029-231-1507

エリアマップ3図 C－3
年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

初校

2015年01月19日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
088
117
北つくば農協葬祭株式会社

FAX 029-231-1507
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 岩瀬庁舎　　〒309-1292　岩瀬64-2　☎75-3111（代表）

庁舎案内

庁舎、階 課 電話番号

第１庁舎２階
環境対策課 ☎0296-75-3111（代表）
生活安全課 ☎0296-75-3111（代表）
消費生活センター ☎0296-75-6300（直通）

第１庁舎１階

市民課 ☎0296-75-3132（直通）
国保年金課 ☎0296-75-3125（直通）
岩瀬庁舎総合窓口課 ☎0296-75-3124（直通）
土地改良区事務局 ☎0296-75-3111（代表）

●第１庁舎

●第２庁舎

庁舎、階 課 電話番号

第２庁舎３階 議会事務局 ☎0296-75-3111（代表）

第２庁舎１階

社会福祉課 ☎0296-75-3126（直通）
児童福祉課 ☎0296-75-3156（直通）
高齢福祉課 ☎0296-75-3111（代表）
介護保険課 ☎0296-75-3158（直通）
健康推進課 ☎0296-75-3159（直通）

環境対策課

２階

１階

玄関

生活安全課

第２庁舎
１Ｆへ

第２庁舎
２Ｆへ

トイレ

トイレ
消費生
活セン
ター

岩瀬庁舎
総合窓口課

土地改良区事務局
市民課国保年金課

常陽銀行
派出所

３階

２階

全員協議会室

トイレ

議会事務局 議員控室

議場

第３委員会室

トイレ第１委員会室

大会議室

第１庁舎
２Ｆへ

第２委員会室

建設経済常任
委員会室

文教厚生常任
委員会室

総務常任
委員会室

１階

トイレ

第１庁舎
１Ｆへ

社会福祉課児童福祉課健康推進課高齢福祉課介護保険課

内
案
舎
庁

● 岩瀬庁舎
● 大和庁舎
● 真壁庁舎
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 大和庁舎　　〒309-1293　羽田1023　☎58-5111（代表）

階 課 電話番号

３階 産業立地推進課 ☎0296-58-5126（直通）

２階

秘書広報課 ☎0296-58-5111（代表）
企画課 ☎0296-58-5111（代表）
職員課 ☎0296-58-5111（代表）
総務課 ☎0296-58-5111（代表）
財政課 ☎0296-58-5111（代表）

１階

会計課 ☎0296-58-5111（代表）
税務課 ☎0296-58-5602（直通）
収税課 ☎0296-58-5621（直通）
大和庁舎総合窓口課 ☎0296-58-5627（直通）
建設課 ☎0296-58-5111（代表）
都市整備課 ☎0296-58-5111（代表）

階 課 電話番号

２階

学校教育課 ☎0296-55-1198（直通）
教育指導課 ☎0296-55-1111（代表）
水道課 ☎0296-55-3112（直通）
下水道課 ☎0296-55-1111（代表）
人権啓発推進室 ☎0296-55-1111（代表）

１階

農林課 ☎0296-55-1111（代表）
商工観光課 ☎0296-55-1159（直通）
農業委員会事務局 ☎0296-55-1111（代表）
真壁庁舎総合窓口課 ☎0296-55-1154（直通）

２階

１階

３階

玄関

トイレ会議室1

大会議室

会議室2産業立地
推進課

応接室

市長室

課
画
企

課
報
広
書
秘

室
議
会

室
議
会

イ
ト

レ イ
ト

レ

財政課

総務課

職員課

会議室5
室
長
市
副

43

会計課 税務課

総合窓口課

建設課

イ
ト

レ

備
整
市
都

課

収税課

談
相
税
納

室
トイレ

トイレ

ル

トイレ

２階

１階

3190
会議室

真壁庁舎
総合窓口課 農林課商工観光課

玄関

農業委員会
事務局

人権啓発推進室

教育指導課

教育長室学校教育課

水道課

下水道課

玄関ホール

レ
イ
ト

 真壁庁舎　　〒300-4495　真壁町飯塚911　☎55-1111（代表）

内
案
舎
庁

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９０
コード番号：０６４
顧客名称 ： JGMゴルフクラブ笠間コース

ゴルフ エリアマップ8図 C‐1

「ニーズを先取り、感動を共有」

JGMゴルフクラブ笠間コース
鬼才ピートダイ設計の27ホールズ。トップクラスのコースメンテ
ナンスと練習場設備、ボリューム＆美味しいお食事を提供します。
■桜川市高幡426
■TEL:0296-76-2580 ■FAX:0296-76-2582
■営業時間／7:00～18:00 ■定休日／なし
■URL:http://www.jgmkasama.co.jp/ ■E-mail:info@jgmakasama.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９１
コード番号：０２６
顧客名称 ：有限会社坂戸サンオート

自動車 エリアマップ5図 E‐4

お車のご用命は当店へ！

有限会社坂戸サンオート
＊各種新車・中古車販売・修理
＊各種保険取扱代理店
■桜川市西飯岡396
■TEL:0296-76-1148
■FAX:0296-76-0920
■営業時間／8:30～18:00 ■定休日／日曜・祝日・第２土曜 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９２
コード番号：１３６
顧客名称 ：株式会社西岡本店

蔵元 エリアマップ4図 C‐4

創業天明二年 心と技の銘酒 伝来の酒造り「花の井」蔵元

筑波山麓の伏流水と地元の米を使用した手造りのうまくち酒「花の井」。
酒蔵ギャラリーでは見学やお買物ができます。酒蔵見学ツアーは要予約
■桜川市真壁町田6‐1
■TEL:0296-55-1171 ■FAX:0296-54-1310
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／不定休（要問合せ）
■URL:http://www.hananoi.jp ■E-mail:info@hananoi.jp あり（10台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日

年 月 日

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９３
コード番号：１２２
顧客名称 ：ムラカミ書店

書店 エリアマップ4図 C‐3

商品の配送料は無料です！

ムラカミ書店
本の定期購読・事務用品など、近隣地区の方には個別配送致します。
お気軽にご相談ください。
■桜川市真壁町真壁198
■TEL:0296-55-3160
■営業時間／9:00～20:00 ■定休日／不定休

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

大和庁舎
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　戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。戸籍に関する主な届出は、次の表のとお
りです。このほかの届出については、上記にお問い合わせください。
届出の種類 届出人および順 届出の期間 届出の場所 必要なもの

出生届

①父・母

出生の日から14日以内
※出生の日から起算し、期間満了の
14日目が休日のときは、休日の明け
た日が期間満了日

・本籍地
・出生地
・住所地
・�届出人の所在地の
　いずれかの市区町村

●出生証明書
●母子手帳
●印鑑（届出人のもの）

②法定代理人

③同居者

④�出産に立会った
　医師・助産師

⑤その他の立会者

⑥公設所の長

死亡届
（死産届）

①親族

死亡の事実を知った日から７日以内

・死亡者の本籍地
・死亡地
・�届出人の住所地、所在地の
いずれかの市区町村

●死亡診断書または死体検案書
●印鑑（届出人のもの）

②同居者

③家主

④地主

⑤家屋管理人

⑥土地管理人

⑦公設所の長

⑧後見人

⑨保佐人

婚姻届 夫と妻

届出によって効力が生じるので届出
期間はありません。ただし、外国の
方式により婚姻成立した場合は３か
月以内

夫妻の本籍地・住所地・所在
地いずれかの市区町村

●婚姻届書
●�夫または妻が未成年者の場合は父母の同
意書

●�戸籍謄本（本籍が桜川市の場合は不要）
●�本人確認ができる書類（運転免許証、パ
スポートなど）

●印鑑（届出人のもの）

離婚届 夫と妻

届出によって効力が生じるので届出
期間はありません。ただし、裁判（調
停）離婚の場合は成立の日から10日
以内

〃

●離婚届書
●�戸籍謄本（本籍が桜川市の場合は不要）
●�裁判（調停）離婚の場合は、調停調書の
謄本または裁判の謄本と確定証明書

●�本人確認ができる書類（運転免許証、パ
スポートなど）

●印鑑（届出人のもの）

※戸籍の届出については、本人確認ができる書類が必要となります。
※本人確認書類とは、国などの公的機関発行の写真付き身分証明書（運転免許証、パスポート）などのことです。
※スタンプ式の印鑑は使えません。
※届出に関連して国民健康保険や年金などの手続きが必要な場合があります。
※外国人住民に関する届出については市民課へお問い合わせください。�

 戸籍に関する届出 

届出・証明書

届
出
・
証
明
書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

●�戸籍に関する届出
●�住民登録に関する届出
●�印鑑登録
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　転入・転居など住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、市民課または各総合窓口課へ期間内に届出をしてくだ
さい。住民基本台帳カードをお持ちの方は、ご持参ください。

届出の種類 だれが（届出人） いつ（届出の種類） どこで（届出の場所） どのように（必要なものなど）

転入届

本人、世帯主、同一世帯
員のいずれか

転入した日から14日以内 市民課
大和庁舎総合窓口課
真壁庁舎総合窓口課
※�外国人住民に関する
届出は市民課のみ

●前住所の市区町村で発行した転出証明書
●本人確認ができる書類
●在留カード、特別永住者証明書
●印鑑（届出人のもの）

転出届
転出先の住所を決めてから転
出する前

●国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
●本人確認ができる書類
●在留カード、特別永住者証明書
●印鑑（届出人のもの）転居届 転居した日から14日以内

★入国後の新規登録届

本人または世帯主

新たに住所を定めた日から
14日以内

市民課

●在留カード
●パスポート

★�住所を有する外国人
が中長期在留者など
となったとき

中長期在留者などとなった日
から14日以内

●在留カード、特別永住者証明書

★�外国人住民とその外
国人世帯主との続柄
に変更があったとき

本人、世帯主、同一世帯
員のいずれか

変更のあった日から14日以内
●在留カード、特別永住者証明書
●世帯主との続柄を証する書類
　（外国語文は訳文添付）

１　本人または同じ世帯の方以外が届出をするときは、委任状が必要です。
２　�このほか、「世帯主変更」、「世帯合併」、「世帯分離」などの届出があります。住所や世帯に関する届出すべてに、本人確認ができる書類（運転免
許証、パスポートなど）の提示が必要となります。詳しくは、市民課または各総合窓口課にお問い合わせください。

３　�外国人世帯主と外国人世帯員が関係する届出には、世帯主との続柄を証する文書（外国語文書は訳文添付）を添えてください。（不要の場合もあ
ります。）

４　★印を付した届出は外国人住民に関する届出になります。

　印鑑登録は、あなた個人の印鑑を公に立証するための制度です。登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに
必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
届出種類 だれが（届出人） どこで（届出の場所） どのように（必要なものなど）

印鑑登録 本人
市民課
大和庁舎総合窓口課
真壁庁舎総合窓口課

●登録する印鑑
●印鑑登録申請書（各窓口にあります）
●写真付きの本人確認ができる書類
　（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）
●手数料…�初めての登録および印鑑登録証持参の再登録は無料です。印鑑登録証紛

失による再登録の場合は1,000円かかります。
１　印鑑の一辺の長さが８㎜の正方形に収まるものや25㎜の正方形に収まらない場合は、登録できません。
２　15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
３　写真付きの本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）をお持ちでない方は、照会通知によって登録できます。
４　旧印鑑登録証をお持ちの方は、桜川市の登録証に切替えてください。（無料）

 印鑑登録

 住民登録に関する届出（日本人、外国人ともに）

届
出
・
証
明
書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９４
コード番号：１１３
顧客名称 ：加波山神社

神社 エリアマップ8図 A‐5

関東にて東の方位除社

加波山神社本宮
家内・商売・交通・方位・諸祈願、また地鎮祭など出張
祭典受付致します。
■桜川市真壁町長岡809
■TEL:0296-55-1012 ■FAX:0296-55-1012
■URL:http://kabasan-jinja.jp

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０９７
コード番号：０６９
顧客名称 ：妙法寺

寺院 エリアマップ5図 D‐4

天台宗

妙法寺
北関東三十六不動尊霊場
第三十三番札所
■桜川市本郷13
■TEL:0296-75-1802
■FAX:0296-75-1802

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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届出・証明書

届け出る時期 届け出る期間 必要なもの

有効期間の更新期間を迎えたとき 更新期間内
●特別永住者証明書
●写真１枚（※）　●パスポート

特別永住者証明書を紛失したとき 紛失の事実を知った日から14日以内
●写真１枚（※）　●パスポート
●紛失を証する資料

※縦４cm×横３cm、（16歳未満の方は不要）無帽、正面、無背景で３か月以内に撮影した顔写真

 特別永住者証明書に関する届出

届
出
・
証
明
書

●�特別永住者証明書に関する届出
●�各種証明書
●�時間外窓口業務内容

市民課　☎0296-75-3132（直通）問い合わせ先

証明書の種類 手数料 必要なものなど
住民票の写し １通　300円

●本人確認ができる書類（運転免許証・パスポートなど）
●�住民票に関する証明書は、原則として本人および同一世帯の方が請求することがで
きます。

※�身分証明書・独身証明書は本人、または本人からの委任状が必要です。
●戸籍に関する証明書は、原則として本人および直系血族の方が請求することができます。
※�「除籍全部事項証明書」、「除籍個人事項証明書」は原則として直系血族の方だけが
請求することができます。

全部事項証明書(戸籍謄本) １通　450円
個人事項証明書(戸籍抄本) 〃
除籍全部事項証明書(除籍謄本) １通　750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 〃
戸籍の附票の写し １通　300円
身分証明書 〃
印鑑登録証明書 〃 ●印鑑登録証
※�写真付きの本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）がない場合は、各種健康保険被保険者証や各
種年金証書など2点を窓口でご提示ください。
※�戸籍に関する証明書、住民票の写しは郵送による請求もできます。（印鑑登録証明書など一部できないものもあります。）
詳しくは、市民課へお問い合わせください。

 各種証明書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

税務課　☎0296-58-5602（ 直通）問い合わせ先

■税関係証明書などの種類および手数料

区分 証明書などの種類 手数料

税務

課税証明書・非課税証明書 １件　300円
所得証明書 １件　300円
納税証明書 １件　300円
車検用納税証明書（軽自動車税） 無料

土地・家屋評価証明書 ５筆・５棟　
　　���300円

土地・家屋公課証明書 ５筆・５棟　
　　���300円

資産証明書 １件　300円
固定資産現況証明書 １件　300円

区分 証明書などの種類 手数料

税務

家屋所在証明書 １件　300円
固定資産課税台帳閲覧 １件　300円
固定資産課税台帳記載事項証明書 １件　300円
土地・家屋評価額通知書 無料
狩猟者登録税証明書 １件　300円

租税特別措置法 住宅用家屋証明書 １件　1,300円
臨時運行許可 臨時運行許可申請証 1両　750円
集成図 集成図（地籍調査の成果図面など） １件　300円
その他 その他の証明 １件　300円

※本人確認ができる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※代理人が証明書などを請求するときは、委任状が必要となります。（代理人が同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。）
※法人が証明書などを請求するときは、会社の代表印が必要となります。
※相続人が証明書などを請求するときは、相続人であることが確認できる書類（戸籍謄本など）が必要となります。�

■住民票・戸籍関係の証明書
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●延長窓口（大和庁舎） 毎週　木曜日　午後５時15分～午後７時30分　（祝日および12月29日～１月３日を除く。）
●休日窓口（岩瀬庁舎） 毎週　日曜日　午前８時30分～正午　（12月29日～１月３日を除く。）
●取扱事務一覧

取扱事務 問い合わせ先 延長窓口 休日窓口

戸籍関係

戸籍謄・抄本などの交付

市民課

○ ○

身分証明書の交付 ○ ○

独身証明書の交付 ○ ○

住民記録関係

住民票の写しの交付 ○ ○

軽自動車住所証明書の交付 ○ ○

附票の写しの交付 ○ ○

記載事項証明の交付 ○ ○

合併証明書の交付 ○ ○

転入・転出(転出証明書の交付)
× ×

転居・世帯変更届

住民基本台帳カードの申請・交付 × ×

広域交付住民票の写しの交付 × ×

公的個人認証サービス 電子証明書の発行 × ×

印鑑証明関係　

印鑑登録・登録廃止 ○ ○

印鑑証明書の交付�(桜川市のカード持参) ○ ○

� (旧岩瀬町のカード持参) × ○

� (旧大和村のカード持参) ○ ×

� (旧真壁町のカード持参) × ×

税証明関係

納税証明書

税務課

○ ×

市・県民税に係る証明書 ○ ×

固定資産税に係る証明書 ○ ×

車検用納税証明書（軽自動車税） ○ ×

※本人確認ができる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※代理人が証明書などを請求するときは、委任状が必要となります。（代理人が同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。）
※法人が証明書などを請求するときは、会社の代表印および社員証または委任状が必要となります。
※相続人が証明書などを請求するときは、相続人であることを確認できる書類（戸籍謄本など）が必要となります。�
※印鑑に関することは41ページ、住民票・戸籍に関することは42ページもご覧になってください。

 時間外窓口業務内容

届
出
・
証
明
書

市民課　☎0296-75-3132（直通）
税務課　☎0296-58-5602（直通）

問い合わせ先
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内容 場所 時　　間
申請 市民課（岩瀬庁舎） ●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分

交付 市民課（岩瀬庁舎）
●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分
●日曜日　　　午前９時～正午

※日曜日は市役所での収入印紙、茨城県収入証紙販売は行っていません。日曜日の交付を希望される方は事前にご用意ください。

■旅券（パスポート）申請のご案内
　・桜川市で申請・受領できるのは、原則として桜川市内に住民登録（住民票）のある方です。
　・パスポートの受領は、申請日から数えて８日目以降です（土・日曜、祝日、年末年始の閉庁日は日数に含めません）。

■申請に必要な書類

１ 一般旅券発給申請書　1通
●市民課（岩瀬庁舎）、大和総合窓口課、真壁総合窓口課で入手できます。
●未成年（申請時20歳未満）の方は5年用のみの申請となります。

２
戸籍抄本または謄本　1通
（記載内容が最新で、発行の日から
６か月以内のもの）

●戸籍抄本または謄本は、本籍のある市区町村の役所で入手できます。
●�残存有効期間1年未満で新しい旅券に切替えるときは、お持ちの有効な旅券の氏名、本籍
の都道府県名などの記載内容に変更がない方は省略できます。

●�戸籍が同じご家族の方が同時に申請する場合は、申請者全員の記載された戸籍謄本1通の
提出で結構です。

３

写真1枚（６か月以内に撮影）
※規格外・不適切な写真は受付できません
諸外国の出入国審査や機械認証の支障になることから、写真の撮り直しをお願いするとき
がありますのでご了承ください。
（不適切な写真の例）
�顔や頭の輪郭が隠れているもの
�目の輪郭や色が明瞭に確認しにくいもの

（例：カラーコンタクトや色つき眼鏡の着用、前髪が目にかかっているもの、眼鏡のレンズが
反射しているもの、眼鏡のフレームが目にかかっているものなど）
�画質が粗悪なもの、汚れ・キズのあるもの
�眼鏡のフレームが非常に太く、目や顔を覆う面積の大きいもの
�背景に壁の柄や本人の影があるもの
�髪色や着衣の色が背景の色と近く、区別のつきにくいもの

４

申請者本人を確認できる書類
■有効な原本（コピーは不可）
　※代理提出する場合
　　①申請者の本人確認書類（原本）
　　②代理人の本人確認書類（原本）
　※未就学児、児童の場合
　　健康保険証＋母子手帳でも可

（１）１つで本人を確認できるもの（写真付きのもの）
日本国旅券（失効後６か月以内も可）、運転免許証、写真付き住基カードなど
（２）２つ必要とするもの（<２>と<２>では受付できません）
<１>　健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、年金証書（手帳）など
<２>　写真付きのもの　学生証、会社の身分証明書、失効旅券など
<１>と<２>　（例）　健康保険証＋会社の身分証明書（写真付きのもの）
<１>と<１>　（例）　健康保険証＋厚生年金証書（手帳）

５ 前回取得した旅券 ●有効な旅券を紛失している場合は、窓口までお問い合わせください。

■旅券の受領について
　旅券の受領は、年齢には関係なくご本人以外にはお渡しできません。代理での受領はできません。
　受領時には、①申請の際にお渡しした旅券引換書（受理票）、②手数料（収入印紙、茨城県収入証紙）をお持ちください。

 パスポート窓口

届出・証明書

届
出
・
証
明
書

注意

写 　真

1. 申請者本人のみ
2. 6か月以内に撮影したもの
3. 正面、無帽、無背景
4. 縦45mm×横35mm
 （ふちなし、頭は頭頂から
　  顎までが34mm±2mm）
＊貼付した写真は旅券に転写
されます

34±2

4±2

17±2

●�パスポート窓口

市民課　☎0296-75-3132（直通）問い合わせ先
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●税金の種類と問い合わせ先

市
税

市民税
軽自動車税
市たばこ税
固定資産税
国民健康保険税（66ページより記載）

　市税以外の税に関しては、下記の窓口にお問い合わせく
ださい。
　国税：下館税務署　　（☎0296-24-2121）
　県税：筑西県税事務所（☎0296-24-2211）

■個人市民税
●個人市民税が課税される方
　・�１月１日現在、桜川市内に住所があり、前年中（１月

１日から12月31日）に一定以上の所得がある場合に課
税されます。個人市民税には、定額で負担していただ
く均等割と所得に応じて負担していただく所得割があ
ります。

　・�１月１日現在、桜川市に住所はないが、事務所や家屋
敷を市内に所有する方には均等割のみが課税されます。

●個人市民税が非課税となる方
　・生活保護による公的扶助を受けている方
　・�前年の合計所得金額が28万円以下の方（28万円を超え

る方でも扶養親族がいる場合、非課税になることがあ
ります。）

　・�障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計
所得金額が125万円以下の方

■法人市民税
　桜川市内に事務所や事業所を有する法人が対象になりま
す。各々の法人が定める事業年度または計算期間の終了の
日から、２か月以内に申告書の提出と税の納付が義務付け
られています。

■軽自動車税 
　軽自動車税の対象は、原動機付自転車、軽自動車、小型
特殊自動車および二輪の小型自動車です。毎年４月１日現
在の所有者に課税されます。

 税金

市
　
税

市　税
●�税金

税務課　☎0296-58-5602（直通）問い合わせ先

● 平成27年４月１日現在の軽自動車税の税率
　（原動機付自転車、ミニカー、二輪車、小型特殊車両）

車種区分
税率（年額）

平成26年度
まで

平成27年度
以降

原動機付自転車（排気量50cc以下） 1,000円 2,000円

原動機付自転車（50cc超90cc以下） 1,200円 2,000円

原動機付自転車（90cc超125cc以下） 1,600円 2,400円

原動機付自転車　ミニカー　（50cc以下） 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車（250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊　農耕作業用（2輪のもの） 1,600円 2,400円

小型特殊　農耕作業用（4輪1000cc以下） 2,400円 3,000円

小型特殊　農耕作業用（4輪1000cc超） 3,100円 3,900円

小型特殊　特殊作業用（フォークリフトなど） 4,700円 5,900円

ボートトレーラー 2,400円 3,600円

※�平成26年度税制改正により、平成27年度から、原動機付自転
車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率
が引き上げられました。

● 平成27年４月１日現在および今後の軽自動車税の税率
　（四輪車などの軽自動車）

軽自動車
 車種区分 

税率（年額）
平成27年

３月31日まで
の登録車 

平成27年
４月１日 以降

の登録車 

登録後13年超 
（経過重課）

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
※�登録後13年まで登録時の税率が適用されます。新規登録から
13年を経過した車両（電気軽自動車などを除く）は、平成28
年度から経過重課の税率が適用されます。

※�軽自動車税の税率についての注意点
　�上記の軽自動車税の税率については、平成27年１月１日現在の
法令に基づく情報を掲載していますが、総務省発表の「平成
27年度税制改正の改正案」において、「二輪車に係る税率の
引上げの１年延期」や、「平成27年度に新規取得した軽四輪
等について燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）」などが
既に示されており、今後改正される可能性がありますのでご注
意ください。
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● 軽自動車などの申告
　軽自動車などを取得、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。

車種 申告先 申告の種類 申告に必要なもの

原動機付自転車
（125㏄以下）

・
小型特殊自動車

大和庁舎　税務課
岩瀬庁舎　総合窓口課
真壁庁舎　総合窓口課

新規登録
・印鑑
・�販売証明書
・本人確認ができる書類

名義変更

・印鑑
・譲渡証明書
・�廃車済証明書
・本人確認ができる書類

廃車

・印鑑
・�標識交付証明書
・�ナンバープレート
・本人確認ができる書類

二輪の軽自動車
（125㏄超～250㏄以下）

・
二輪の小型自動車
（250㏄超）

関東運輸局茨城運輸支局
土浦自動車検査登録事務所
（土浦市卸町2-1-3　☎050-5540-2018）

左記へお問い合わせください。

軽自動車三輪・四輪
（660cc以下）

軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所
（土浦市卸町2-2-8　☎050-3816-3106）

左記へお問い合わせください。

※本人確認のできる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※盗難に遭われた場合は、警察署へ届け出てから一時抹消や廃車の手続きを行ってください。
※廃車時にナンバープレートの返却がない場合は、弁償金300円をご負担いただきます。（盗難届出済の場合は除く）�

●軽自動車税の減免
　身体障がい者など一定の要件を満たす方は、軽自動車税の減免を受けることができます。
　減免の対象となるのは、普通自動車を含め１人につき１台です。

■固定資産税
　固定資産税は、1月1日（賦課期日）現在、市内に土地、
家屋、償却資産（これらを「固定資産」といいます。）を所
有している方が納める税金です。ただし、固定資産の所有
者が死亡している場合は、相続人が納税義務者となります。
　●土地・家屋の評価額の見直し（評価替え）
　�　土地・家屋の評価額は、3年に１度の基準年度に見直し
を行います。これを評価替えといいます。
　�　ただし、地価の下落により、土地の評価額を据え置く
ことが適当でないときは、基準年度以外にも価格の見直
しを行います。

　●償却資産の申告
　�　償却資産とは、個人や法人がその事業のために用いる
ことができる機械・器具・備品などをいいます。償却資
産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月
31日までに申告する義務があります。

　●課税標準額と税額
　�　課税標準額は、原則、固定資産課税台帳に登録された

評価額となります。
　�　ただし、宅地などの土地には特例措置があり、課税標
準額が評価額を下回ることがあります。
　※固定資産税額は、課税標準額×税率（1.4％）です。
　●免税点
　�　固定資産税は、課税標準額の合計が一定の額（免税点）
を下回る場合、課税されません。

資産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円

償却資産 150万円

　●住宅用地の特例
　�　住宅用地（住宅の建っている土地）は、固定資産税の課
税標準の特例により、税負担が軽減されます。土地や家
屋の利用状況に変更があったときは、「住宅用地申告書」
をご提出ください。

市　税

市
　
税

●�税金
●�納税
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●土地や家屋に関する手続き
　土地や家屋の利用状況に変更があった場合、手続きが必要になります。

どんなとき 土地について 登記されている家屋について 登記されていない家屋について

家屋を新築・増築したとき
市役所窓口で「住宅用地申告書」
をご提出ください。

家屋調査が必要です。ご協力をお願
いします。

家屋調査が必要です。ご協力をお
願いします。

家屋を取り壊したとき 法務局で建物滅失の手続きをしてく
ださい。 市役所窓口で手続きが必要です。

必要書類もありますので、税務課
までご連絡ください。所有者の変更があったとき

（相続、売買、贈与など） 法務局で名義変更の手続きをしてください。

※市役所窓口は、税務課（大和庁舎）または総合窓口課（岩瀬・真壁庁舎）になります。
※法務局で手続きを行うと、市役所へ通知がきますので、市役所への連絡や手続きは不要です。
　なお、桜川市を管轄する法務局は、水戸地方法務局筑西出張所（☎0296-22-3495）になります。

●固定資産の所有者が死亡したとき
　�　固定資産の所有者が死亡し、年内に相続登記が完了しない場合には、「相続人代表者指定届」を市役所へ提出いただく必要
があります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。

●縦覧帳簿の閲覧
　土地・家屋の納税者は、毎年4月1日から最初の納期限の日まで、桜川市内の土地・家屋の評価額を記した縦覧帳簿をご覧い
ただけます。 市

　
税

　市税はまちづくりのための大切な財源です、納期限内に納付をお願いします。

■市税などの納期限

納期月
税目

問い合わせ先 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市県民税

収税課

１期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険税
国保年金課

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

介護保険料 介護保険課 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

※納期限日は当該納期月の末日になります。ただし、12月は25日が納期限日になります。
※納期限日が土・日曜、祝日の場合は、その翌平日になります。
※固定資産税の１期は５月になることがあります。
※詳しくは、納税通知書をご確認ください。

 納税
収税課　　　☎0296-58-5621（直通）
国保年金課　☎0296-75-3125（直通）
介護保険課　☎0296-75-3158（直通）

問い合わせ先
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■納付できる場所
　●取扱金融機関
　�　常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、
茨城県信用組合、北つくば農業協同組合、郵便局（ゆう
ちょ銀行）
　●桜川市役所　
　�　岩瀬庁舎（総合窓口課）、真壁庁舎（総合窓口課）、大和
庁舎（収税課）
　●コンビニエンスストア
　�　納税通知書の裏面をご覧ください。
　�　（�１枚の納付額が30万円を超えるもの、バーコード印刷

のないもの、納期限を過ぎたものを除く）
　�　※コンビニエンスストアでの全期前納はできません。

■口座振替による納付
　市税などの納付には、安心で便利な口座振替をお勧めし
ます。
　●申込方法・取扱金融機関
　�　市内の上記取扱金融機関および市役所各庁舎でお申し
込みできます。（通帳とお届け印、納税通知書などをご持
参ください。）
　�　※�上記取扱金融機関以外での口座振替による納付はで

きませんのでご注意ください。
　●振替日
　�　振替日は、各納期限日になりますので、前日までに預
金残高をご確認ください。
　�　口座振替ができなかった場合、再振替はいたしません。
後日郵送される「口座振替不能通知兼納付書」で納付し
てください。

■休日・夜間の窓口業務
　市役所では、大和庁舎（収税課）に休日・夜間の納税窓
口を設け、納税に関する相談や税金の納付を受け付けてい
ます。開設時間は、次のとおりです。
　●夜間窓口…毎週木曜日�午後７時30分まで
　●休日窓口…�毎月の最終日曜日　午前９時から午後４時

まで
　�　※�変更になる場合がありますので、事前に電話などで

ご確認ください。

■全期前納制度
　全期前納制度とは、第1期の納期に全期税額（年税額）を
一括して納付する制度です。
　固定資産税のように全期前納の制度がある場合は、期別
納付用と全期納付用の納付書が送付されます。どちらかに
限定して使用してください。全期用と期別用の納付書を混
同した場合は、重複納付となってしまいますのでご注意く
ださい。

■督促手数料・延滞金
　納期限までに納付していただけない場合、納期限後20日
以内に督促状を送付します。督促状を送付した日の翌日か
ら100円の督促手数料がかかります。
　また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日ま
での期間に応じて延滞金がかかります。

■納税にお困りの場合は
　納期限までに市税などを納付できない場合は、お早めに
ご相談ください。☎0296-58-5621（収税課）
　督促状・催告書などを放置し、納税しないまま未納額が
増えると財産の差押えなど、滞納処分を受けることがあり
ます。税の滞納は本人のみならず、家族や勤務先へ影響す
ることもありますので納税相談に来庁してください。

市
　
税

▶大和庁舎　税務課（代表　☎0296-58-5111／
　　　　　　直通　☎0296-58-5602）

市　税
●�納税
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▶大和庁舎　税務課（代表　☎0296-58-5111／
　　　　　　直通　☎0296-58-5602）

子育て・教育

子
育
て
・
教
育

●�母と子の健康
●�子どもの予防接種

■母子健康手帳の交付
　妊娠がわかったら、健康推進課に届け出てください。母子
健康手帳を交付します。
交付場所：岩瀬庁舎(健康推進課)、大和庁舎(総合窓口課)
　　　　　真壁庁舎(総合窓口課)

■妊婦・乳児一般健康診査
　母子健康手帳と併せて受診票を交付します。妊婦健康診査
（14回）、乳児健康診査（２回）について助成します。
※助成の上限を超えた費用については自己負担となります。

■パパ・ママクラス(要予約)
　初めての出産を迎えるパパ、ママが対象です。妊娠中の
体のことや、体調管理、栄養指導、出産の流れや補助動作・
呼吸法、沐浴実習などを行います。
※初妊婦の方に通知します。

■赤ちゃん訪問
　生後１週間後から４か月までの間に保健師が訪問し、発育
確認と育児相談を行います。妊婦、乳児一般健康診査票綴り
の中にある「出生連絡票」に必要事項を記入し、提出してく
ださい(郵送可)。
※訪問日時は、保健師から連絡します。

 母と子の健康 

■健康相談
　妊娠中の栄養、お子さんの発育、食事（離乳食や幼児食）、
しつけなどについて、電話相談または面談を行います。
※乳幼児の計測・離乳食・栄養相談希望者は、予約が必要です。

■乳幼児健康診査・育児相談
　生後４～７か月児・１歳児・１歳６か月児・２歳児・３歳
児を対象に、医師・歯科医師による診察、保健師・栄養士に
よる育児や栄養に関する指導を行います。日程は、健康カレ
ンダー・ホームページ・広報紙をご覧ください。また、該当
者には個別に通知します。

■離乳食相談(要予約)
　生後５～10か月児とその保護者が対象です。
　管理栄養士による離乳食のすすめ方の講話と、おかゆや季
節のメニューの離乳食を試食します。また、計測や保健師に
よる育児相談を実施します。日程は、健康カレンダー・ホー
ムページ・広報紙をご覧ください。また、該当者には個別に
通知します。

■ことばの相談室
　未就学児とその保護者が対象です。
　お子さんの成長や発達などに不安がある方の相談をお受
けします。

健康推進課　☎0296-75-3159（直通） 問い合わせ先

●予防接種を受ける前に
・�予診票と冊子「予防接種と子どもの健康」が出生後に郵送
されます。

・�転入の方は、他市町村と予診票が異なりますので健康推進
課にお問い合わせください。

・�冊子「予防接種と子どもの健康」や市から配付されるお知
らせなどをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解
し、予診票を記入してください。

・�子どもの定期予防接種は、法で決められた期間であれば県
内の医療機関にて無料で受けられます。

・�必ず事前に予約をしてください。
・�診療日、接種時間などは、各医療機関にお問い合わせくだ
さい。

定期予防接種 任意予防接種
４種混合
３種混合
２種混合　
麻しん風しん（ＭＲ）
麻しん
風しん
不活化ポリオ
日本脳炎
ＢＣＧ
小児用肺炎球菌　
インフルエンザｂ型(Hib)
子宮頸がん予防ワクチン
水痘

小児インフルエンザ　(一部助成)
おたふく　(一部助成)
ロタウイルス
Ｂ型肝炎

（平成26年10月現在）
<注意>予防接種は、法改正などにより接種方法などが変更に
なることがあります。対象者には、随時お知らせします。詳しく
は、ホームページ・健康カレンダーおよび広報紙をご覧ください。�

 子どもの予防接種
健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先
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● 子育て支援

　市立保育所４か所、私立保育園３か所があり、仕事や病
気などで家庭での保育ができない保護者に代わって、就学
前のお子さんをお預かりします。利用者負担金（保育料）
は、保護者の収入の額に応じて決定します。

公立　（保育時間　午前7時30分～午後6時30分）

保育所名 定員
（人） 住　所 受入年齢 地図座標

岩瀬保育所 160 西桜川2-29 7か月から 1図C-3

岩瀬東部保育所 120 友部170-2 7か月から 2図C-3

岩瀬北部保育所 60 南飯田885-1 1歳から 6図B-3

やまと保育所 50 羽田803 1歳から 3図A-3

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
　新制度では、保育所などを利用する際に、利用のための認定（支給認定）を受ける必要があります。支給認定は、
子どもの年齢や保育の必要性に応じて区分され、認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。詳しくは、
児童福祉課にお問い合わせください。

 子育て支援

私立

保育所名 定員
（人）

住　所
保育時間
延長保育

受入年齢 地図座標

真壁保育園 250

真壁町古城45

6か月から 4図D-3
午前７時30分～
午後６時30分

午後６時30分～
午後７時

ひなの里保育園 70

真壁町田87-6

57日から 4図C-4
午前７時～
午後６時

午後６時～
午後7時

児童福祉課　☎0296-75-3156（直通）問い合わせ先

■保育所（園）

■認定こども園

保育所名 定員
（人）

住　所
保育時間
延長保育

受入年齢 地図座標

星の宮幼保園
☎0296-75-1099 310

富谷655

6か月から 6図A-3
午前７時30分～
午後６時30分

午後６時30分～
午後７時
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・対　　象：市内在住の幼児
・�募集要件：�新年度の募集要項を毎年10月の広報紙に掲載

します。
・�願　　書：�毎年11月上旬から各幼稚園、桜川市役所大和

庁舎、岩瀬庁舎、真壁庁舎で配付します。

幼稚園名 住　　所 電話番号 地図座標

坂戸幼稚園 西飯岡558-1 ☎0296-75-2149 5図E-4

やまと幼稚園 大国玉13 ☎0296-58-5096 7図D-2

まかべ幼稚園 真壁町桜井
848 ☎0296-55-3555 9図D-1

■私立幼稚園の入園
※私立幼稚園の入園については、直接お問い合わせください。

幼稚園名 住　　所 電話番号 地図座標

ひなの里幼稚園 真壁町田87-2 ☎0296-23-8601 4図C-4

子
育
て
・
教
育

下記の各幼稚園まで問い合わせ先

幼稚園では“遊び”を大切にした
教育を行っています。

子どもは幼稚園で様々な遊びをとおして、
人とうまくかかわれるようになったり、

言葉が豊かになったり、
自然の美しさや不思議さなどに気づいたり
することができるようになります。

このことは、小学校以降の
学習の基盤となっていきます。

「幼稚園」って
どんなところ？

■市立幼稚園の入園
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１１４
コード番号：１２３
顧客名称 ：真壁保育園

保育園 エリアマップ4図 D‐3

創立昭和7年

いのちの尊さを知り、思いやり深い子を育てる仏教情操教育と「どの子も伸
びる」をモットーに掲げる知・情・体、三位一体の保育を行っています。
■桜川市真壁町古城45
■TEL:0296-55-0295 ■FAX:0296-55-1778
■URL:http://makabehoikuen.net
■E-mail:info@makabehoikuen.net あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１１５
コード番号：０７７
顧客名称 ：ＥＣＣジュニア・ＢＳ 堤上教室

英語塾 エリアマップ5図 D‐4

世界へはばたく力を。世界標準の英語力。

ＥＣＣジュニア・ＢＳ 堤上教室
研究された教材と楽しいレッスンで「聞く・話す・読む・書
く」の4技能を習得し、一生ものの英語力を身につけます。
■桜川市堤上407
■TEL:0296-76-6118
■E-mail:naokof.ecc@gmail.com

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１１７
コード番号：１１２
顧客名称 ：えいごくらぶ

英語塾 エリアマップ1図 C‐2

アルク Kiddy CAT 英語教室 学びが導く新たな世界

えいごくらぶ
＊幼児クラス
＊小学校低学年クラス ＊小学校高学年クラス
■桜川市明日香4-68-1
■TEL:0296-75-5531
■URL:http://www.alc.co.jp/kid/kcschool/
■（代表）水越 麻里子 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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● 子育て支援
● 児童福祉
● 学校教育

児童福祉課　☎0296-75-3156（直通） 問い合わせ先

■学童保育クラブ

　仕事などで保育する方がいない家庭の小学生をお預かり
します。保護者負担金、おやつ代などの費用負担があります。

クラブ名 定員 対象学区など

岩瀬学童クラブ 80 岩瀬小学校

羽黒学童クラブ 40 羽黒小学校

猿田学童クラブ 40 猿田小学校

坂戸学童クラブ 40 坂戸小学校

南飯田学童クラブ 40 南飯田小学校

雨引学童クラブ 40 雨引小学校

大国学童クラブ 40 大国小学校

真壁学童クラブ 40 真壁小学校

樺穂学童クラブ 40 樺穂小学校

紫尾学童クラブ 40 紫尾小学校

谷貝学童クラブ 40 谷貝小学校

どんぐりクラブ（私立） 19 真壁保育園卒園児

■子育て支援センター
　子育て中の家庭を対象に、育児に関する相談や助言、親子
の遊び場や親同士の交流の場を提供します。
問い合わせ先
　子育て支援センター岩瀬　　　　☎0296-75-6144
　子育て支援センター真壁　　　　☎0296-55-5131
　真壁保育園子育て支援センター　☎0296-55-0295

■ファミリーサポートセンター
　育児の援助を受けたい方（おねがい会員）と、援助ができ
る方（まかせて会員）にそれぞれ会員登録をしていただき、
会員相互の援助活動を支援します。

【まかせて会員】心身ともに健康な市内に在住の方
【おねがい会員】 市内に在住、在勤の小学生までのお子さんと

同居している方、および市内に在住の妊産婦
問い合わせ先
　社会福祉協議会　☎0296-76-1357

■児童手当
　中学校修了前の児童を養育している方に、次のとおり支
給します。

対象区分 支給額（月額）
３歳未満 15,000円

３歳から小学生まで
第２子まで 10,000円
第３子以降 15,000円

中学生 10,000円
所得制限限度額以上 5,000円

■児童扶養手当（所得制限あり）
　離婚等により父または母と一緒に生活をしていない18歳
の誕生日以降の最初の３月31日までの児童を監護している
母、父、または養育している方に支給します。

■交通遺児等手当
　交通事故により保護者を失った義務教育終了前の遺児を
養育する父または母、および遺児と生計を共にし養育して
いる方に、遺児１人につき月額２千円を支給します。

 児童福祉

■ひとり親家庭等入学祝金
　ひとり親家庭などで、中学校、高等学校などに入学を予
定している児童を養育している方に、入学（見込）者１人
につき３万円を祝金として支給します。

■ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の親が就労に結びつきやすい資格（国家資
格）を取得するために、2年以上養成機関で修業する場合に
支給します。卒業後には一時金を支給します。

【対象資格】 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学
療法士・作業療法士 ほか

■家庭児童相談室
　児童が心身ともに健やかに育つよう、専門の家庭児童相
談員が様々な相談に応じ、適切な指導、助言を行います。
※相談は無料、秘密は厳守します。
　問い合わせ先　家庭児童相談室（児童福祉課内）
　　　　　　　　☎0296-70-4128

児童福祉課　☎0296-75-3156（直通） 問い合わせ先
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■桜川市立小中学校
・各小中学校の位置は、地図をご覧ください。

小学校 連絡先 地図座標

岩瀬小学校 ☎0296-75-2059 1図B-4

坂戸小学校 ☎0296-75-2103 5図E-4

南飯田小学校 ☎0296-75-2048 6図B-3

羽黒小学校 ☎0296-75-2239 2図C-2

猿田小学校 ☎0296-76-1255 8図C-2

雨引小学校 ☎0296-58-5019 3図C-3

大国小学校 ☎0296-58-5022 7図D-2

真壁小学校 ☎0296-55-0069 4図C-4

紫尾小学校 ☎0296-55-0439 9図B-3

谷貝小学校 ☎0296-55-0671 7図D-5

樺穂小学校 ☎0296-55-0279 8図A-5

中学校 連絡先 地図座標

岩瀬東中学校 ☎0296-75-5119 6図B-4

岩瀬西中学校 ☎0296-75-2104 5図E-4

大和中学校 ☎0296-58-5042 3図A-3

桃山中学校 ☎0296-55-0157 4図B-5

桜川中学校 ☎0296-55-0667 7図E-5
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■小学校へ入学するときは 
・就学時健康診断
　�入学する前年の9月上旬から、日時と会場を指定した通知
書を送付いたします。就学時の健康診断は、お子さんが
小学校に元気に入学し、楽しく勉強できるよう学校保健
安全法に基づいて実施するものです。

・入学通知書
　�入学する年の1月頃に、入学する小学校を指定した通知書
を送付します。通知書が届かない場合、内容に誤りがあっ
た場合には速やかにご連絡ください。

■中学校へ入学するときは
・入学通知書
　�入学する年の1月頃に、入学する中学校を指定した通知書
を送付します。通知書が届かない場合、内容に誤りがあっ
た場合には速やかにご連絡ください。

■就学援助制度
・�市内小中学校の児童生徒をもつ世帯で、経済的理由により
就学させることが困難な保護者に対して、給食費などの一
部を援助する制度です。詳しくは、在学する学校へご相談
ください。

■いじめの相談
・�いじめ、不登校などに関する相談は、桜川市教育支援セン
ター「さくらの広場」へご相談ください。
電話　　☎0296-58-6112
場所　　桜川市羽田1028-1
　　　　大和体力増進センター内
開設　　毎週月曜日～金曜日（祝日は休室）
　　　　午前９時から午後３時まで　　　

 学校教育
学校教育課　☎0296-55-1198（直通）問い合わせ先

■市内の小中学校に転校するときは
　�下表の手続きが必要となります。

在学している学校
①在学証明書
②教科書給与証明書

市役所
（市民課・総合窓口課）

③住民異動届
④入学通知書

転入校には①②④を提出してください。

■適正配置基本計画
・�教育委員会では、平成26年6月に「桜川市立小中学校適正
配置基本計画」を策定しました。詳しくは、桜川市ホーム
ページをご覧ください。
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年03月12日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
118
098
志学塾

FAX 029-231-1507

真壁校
TEL 0296-54-2207

明野校
TEL 0296-52-3799

志学教育センター下館校
TEL 0296-25-0075

下館本校
TEL 0296-22-6073

志学教育センター下妻校
TEL 0296-44-6601

志学教育センター結城校
TEL 0296-32-0884

志学教育センター真岡校
TEL 0285-81-1230

東進衛星予備校　下館駅北校
TEL 0296-48-8501

玉戸校
TEL 0296-28-7669

エリアマップ8図 A－4
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保健・医療

　以下の予防接種は、費用の一部を助成しています。
　予防接種を希望される方は、かかりつけの医師と相談の
うえ接種しましょう。
・風しん予防接種
・高齢者インフルエンザ予防接種
・高齢者肺炎球菌予防接種

 成人の予防接種

保
健
・
医
療

●�成人の予防接種　●�休日救急当番医
●�成人の健康　　　●�緊急医療
●�こころの健康

■成人の健康診査
　市民の皆さんの生活習慣病予防・がんの早期発見のため、健康診査やがん検診を実施しています。健診は健康管理の基本で
す。年に１度は健診を受けましょう。日程、個人負担金などの詳細は、健康カレンダー・ホームページ・広報紙に掲載します。

健　診　名 対象年齢 内　容

住民健診

①特定健康診査　注) 40～75歳未満
(国民健康保険加入者) 身体測定(腹囲含む)、血圧測定、尿検査、血液検査

②後期高齢者健診 75歳以上 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査

③若年者健診 30～39歳 身体測定(腹囲含む)、血圧測定、尿検査、血液検査

④肺がん・結核検診 40歳以上
(結核検診は65歳以上) 胸部レントゲン検査

　喀たん検査 50歳以上の該当者

⑤肝炎（Ｂ・Ｃ型）ウイルス検査 40歳に達した方
(未検査者のみ） 血液検査

⑥大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査

⑦前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査

ミニドック
上記①～⑦の項目 上記参照 上記参照

胃がん検診 40歳以上 バリウム造影検査

子宮頸がん検診 20歳以上 子宮頸部細胞診

乳がん検診 30歳以上 超音波検診またはマンモグラフィ

骨粗しょう症検診 40、45、50、55、
60、65、70歳の女性 超音波またはレントゲン検査

注）社会保険被扶養者の方は、健診機関が指定されている場合があります。
� 各医療保険者にご確認のうえ、送付された特定健康診査受診券と健康保険証をお持ちください。

■成人の健康相談・講座
　【総合健康相談】　保健師・管理栄養士が健康診断の結果や健康に関することの相談に応じます。
　【市民健康講座】　�健康への意識を高め、生活習慣病の予防や健康づくりに取り組めるように、病気のことや食事・運動など

に関する講座を開催します。

 成人の健康
健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先

健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先

　予防接種は、法改正などにより接種方法などが変更になる
ことがあります。対象者には、随時お知らせします。詳しく
は、健康カレンダー・ホームページ・広報紙をご覧ください。
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■こころの健康相談
　「よく眠れない」「人の視線が気になる」など、こころの健康で悩んでいる方の相談を、精神科医師・精神保健福祉士・保健
師がお受けします。ご家族・ご近所・職場の方からの相談も受け付けています。日程は、健康カレンダー・ホームページ・広
報紙でお知らせします。
※電話予約が必要です。秘密は厳守します。

 こころの健康

保
健
・
医
療

■休日救急当番医
　・受付日時：日曜・祝日� 午前９時～正午
� 午後１時～午後４時
　・持ち物：健康保険証
　休日（日・祝・年末年始）は、市内の医療機関が当番制で診療を行っています。
　�休日当番医は、ホームページ・健康カレンダー・広報紙でご確認ください。なお、当番医が変更になることがありますので、
電話で確認してから受診してください。

　※�県西総合病院は、休日救急当番医は行いません。（県西総合病院は、緊急の手術や重傷者治療などの二次救急医療を行う医療
機関です。）

 休日救急当番医
健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先

■茨城子ども救急電話相談
　お子さんが急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　すぐ受診させた方が良いのか、様子をみても大丈夫なのか、不安なとき、経験豊富な看護師がアドバイスします。
　・相談日時
　�毎日　午後６時30分～午前０時30分
　�休日　午前９時～午後５時（日曜･祝日･年末年始12月29日から１月３日）

　・電話番号
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、局番なしの「♯8000」
　すべての電話からは、☎029-254-9900
　※相談は無料ですが、通話料は利用者負担となります。

■茨城県救急医療情報コントロールセンター
　☎029-241-4199
　休日・夜間に診てくれる医療機関を知りたいとき
　電話受付時間　年中無休24時間対応　※�歯科の案内は行っていません。

 緊急医療
健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先

健康推進課　☎0296-75-3159（直通）問い合わせ先

sakura_naka_0219.indd   55 2015/02/20   17:20

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１２２
コード番号：０３５
顧客名称 ：土井歯科クリニック

歯科・小児歯科・歯科口腔外科 エリアマップ4図 B‐2

インプラント診療も行っております

土井歯科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －
15:00～19:00 ● ● － ● ● － － －
15:00～17:00 － － － － － ● － －

■桜川市真壁町亀熊1897-1
■TEL:0296-55-5333 ■URL:http://www.doi-shika.biz/
※インプラント 1本約20万円（保険適用外） あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１２５
コード番号：０９９
顧客名称 ：阿部田医院

内科、神経内科、小児科 エリアマップ4図 B‐1

質の高い医療を心掛けます

阿部田医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● － ● ● ● － －

15:00～18:00 ● ● － ● ● ● － －
※土曜日午後の診療は13：30～16：00まで

■桜川市真壁町亀熊123-1
■TEL:0296-55-0305
■URL:http://www.abeta-clinic.com/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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医療機関 住所 電話番号 地図座標

上の原病院 桜川市上野原地新田159-2 ☎0296-75-3128 7図C-1

鏑木クリニック 桜川市加茂部4-1 ☎0296-76-3131 2図D-3

県西総合病院 桜川市鍬田604 ☎0296-75-3171 1図B-3

山王病院 桜川市岩瀬42 ☎0296-75-0600 1図D-3

せいかん荘クリニック 桜川市岩瀬1540 ☎0296-76-1818 1図D-2

袖山医院本院 桜川市西桜川1-43 ☎0296-75-2019 1図C-3

平島医院 桜川市岩瀬198 ☎0296-75-2510 1図C-4

千勝医院 桜川市本木1600 ☎0296-58-5010 3図C-4

延島クリニック 桜川市東飯田658 ☎0296-58-5058 8図A-4

大和クリニック 桜川市大国玉2513-12 ☎0296-58-7788 7図D-3

 病院、診療所
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市内医療機関

市
内
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関
（
病
院
）

●�病院、診療所
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医療機関 住所 電話番号 地図座標

阿部田医院 桜川市真壁町亀熊123-1 ☎0296-55-0305 4図B-1

大塚医院 桜川市真壁町亀熊1900 ☎0296-55-0512 4図B-2

田崎内科医院 桜川市真壁町田268-6 ☎0296-55-2511 4図B-4

つくし野クリニック 桜川市真壁町椎尾2022 ☎0296-20-7755 9図B-3

内科宮本医院 桜川市真壁町古城229-1 ☎0296-55-0101 4図D-4

なかはら整形外科医院 桜川市真壁町飯塚496-1 ☎0296-23-9955 4図B-3

仁保内科医院 桜川市真壁町真壁425 ☎0296-23-8088 4図D-2

根本医院 桜川市真壁町真壁202 ☎0296-55-0027 4図C-3

※医療機関によって診療時間が異なります。確認してから受診してください。

市
内
医
療
機
関
（
病
院
）
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１２６
コード番号：０１３
顧客名称 ：山王病院

医療 エリアマップ1図 D‐3

生活習慣病予防健診実施機関

山王病院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:00～18:00 ● ● ● ● ● ● － －

※歯科：日曜診療 平日19時まで

【診療科目】
内科・整形外科・消化器内科
小児科・耳鼻咽喉科・泌尿器科
歯科・歯科口腔外科

■桜川市岩瀬42番地
■TEL:0296-75-0600 ■FAX:0296-75-0646
■URL:http://www.sannoh-hospital.or.jp あり（150台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１２８
コード番号：０２０
顧客名称 ：医療法人 恒貴会 大和クリニック

内科 エリアマップ7図 D‐3

通院が難しい方の訪問診療をしています

外来診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ▲ ● ● ● － －

※▲水曜日は予防接種のみになります。

【診療科目】
内科・小児科・皮膚科

■桜川市大国玉2513-12
■TEL:0296-58-7788 ■FAX:0296-58-7997
■URL:http://www.kokikai.com あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１２７
コード番号：００２
顧客名称 ：上の原病院

医療 エリアマップ7図 C‐1

医療法人 鴻仁会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:00～18:00 ● ● － ● ● － － －

※各科毎にお問い合わせ下さい。

【診療科目】
内科、外科、胃腸内科、循環器内
科、整形外科、精神科、リハビリ
テーション科

■桜川市上野原地新田159-2
■URL:http://www4.ocn.ne.jp/~uenohara/
■ＴＥＬ：0296-75-3130（外来） あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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施設名 住所 電話番号 地図座標

磯部歯科医院 桜川市友部816-33 ☎0296-75-2451 2図B-2

太田歯科医院 桜川市岩瀬21-2 ☎0296-75-6480 1図C-4

小森歯科医院 桜川市岩瀬240 ☎0296-75-2425 1図C-4

山王病院歯科 桜川市岩瀬42 ☎0296-70-8850 1図D-3

五月女歯科医院 桜川市岩瀬245 ☎0296-75-2450 1図C-4

とびた歯科クリニック 桜川市富士見台2-108 ☎0296-70-4618 1図D-3

仁平歯科医院 桜川市岩瀬119-4 ☎0296-76-1336 1図C-3

ひびの歯科 桜川市南飯田929-3 ☎0296-70-8218 6図B-3

富士見台歯科 桜川市富士見台2-72-1 ☎0296-75-0418 1図D-3

堀歯科クリニック 桜川市明日香1-50 ☎0296-70-8088 1図C-3

目黒歯科医院 桜川市岩瀬143 ☎0296-75-3243 1図C-4

やなぎだ歯科 桜川市西飯岡539-4 ☎0296-76-3700 5図E-4

白土歯科 桜川市青木1433-1 ☎0296-20-6480 7図E-1

ナカタ歯科医院 桜川市本木1969-1 ☎0296-58-5888 3図B-4

わたなべ歯科医院 桜川市大国玉521-1 ☎0296-58-6474 7図D-2

青木歯科診療所 桜川市真壁町古城74 ☎0296-55-0421 4図D-3

吾妻歯科医院 桜川市真壁町飯塚909-2 ☎0296-54-1038 4図B-2

枝歯科医院 桜川市真壁町田306-4 ☎0296-55-0053 4図C-4

えのきど歯科 桜川市真壁町飯塚524-6 ☎0296-55-5454 4図B-3

鬼沢歯科医院 桜川市真壁町真壁348 ☎0296-54-1361 4図C-3

きなみ歯科医院 桜川市真壁町椎尾1619 ☎0296-54-1082 9図B-3

桜井歯科医院 桜川市真壁町真壁381-1 ☎0296-55-0043 4図C-2

中川歯科医院 桜川市真壁町真壁179 ☎0296-55-1131 4図C-3

ふるはし歯科医院 桜川市真壁町上小幡19-1 ☎0296-54-1184 8図A-4

土井歯科クリニック 桜川市真壁町亀熊1897-1 ☎0296-55-5333 4図B-2

※医療機関によって診療時間が異なります。確認してから受診してください。

 歯科

市内医療機関
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●�歯科
●�薬局、薬店
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屋号 住所 電話番号 地図座標

イナミ薬局 桜川市友部1026-1 ☎0296-75-1732 2図C-3

岩瀬プラザ薬局 桜川市鍬田628-5 ☎0296-70-4311 1図B-4

ウエルシア岩瀬御領店 桜川市御領1-23 ☎0296-75-8060 1図C-2

ウエルシア岩瀬富士見台店 桜川市富士見台1-20 ☎0296-70-8028 1図D-3

カワチ薬品岩瀬店 桜川市明日香2-4-3 ☎0296-76-5801 1図C-2

協和調剤薬局岩瀬支局 桜川市鍬田631-3 ☎0296-70-8030 1図B-4

協和調剤薬局上の原支局 桜川市上野原地新田181-3 ☎0296-70-8155 7図C-1

クオールつくばね薬局 桜川市岩瀬42-2 ☎0296-75-6585 1図C-3

つかもと調剤薬局岩瀬店 桜川市岩瀬206-4 ☎0296-70-8122 1図B-4

仁平薬局 桜川市岩瀬119-1 ☎0296-75-2107 1図C-3

ホーム薬局フジイ 桜川市明日香1-54 ☎0296-75-1541 1図C-3

アサヒ調剤薬局ヤマト店 桜川市東飯田597-3 ☎0296-58-4500 8図A-4

ノイエ薬局 桜川市本木1599-7 ☎0296-58-4133 3図C-4

深谷薬局 桜川市本木2109-1 ☎0296-58-7237 3図B-3

アイセイ薬局真壁店 桜川市真壁町亀熊123-4 ☎0296-20-7085 4図B-1

ウエルシア真壁飯塚店 桜川市真壁町飯塚998 ☎0296-23-8628 4図C-3

SFC薬局真壁中央店 桜川市真壁町古城259-3 ☎0296-55-5300 4図D-4

大木薬局 桜川市真壁町田143-4 ☎0296-55-2109 4図C-4

桜井薬局 桜川市真壁町真壁186-1 ☎0296-55-0243 4図C-3

さらさ調剤薬局 桜川市真壁町真壁426-2 ☎0296-54-2121 4図D-2

出川薬局 桜川市真壁町真壁347 ☎0296-55-0175 4図C-3

パワー調剤薬局真壁店 桜川市真壁町飯塚1006-1 ☎0296-23-8787 4図B-3

大和屋薬局 桜川市真壁町飯塚49 ☎0296-55-0136 4図C-2

※店舗によって営業時間が異なりますので、ご確認ください。
　また、薬局機能情報は「茨城県薬務課ホームページ→薬局機能情報→桜川市→薬局名」で、詳しく調べることが出来ます。

 薬局、薬店

市
内
医
療
機
関
（
歯
科
・
薬
局
）
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１３４
コード番号：０４８
顧客名称 ：中川歯科医院

歯科 エリアマップ4図 C‐3

健康とグッドエイジングを目指す

中川歯科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －

14:00～18:30 ● ● ● － ● ● － －

【診療科目】
歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

インプラント（保険適用外診療）
かぶせるものまで含めて1本約30万円
検査にもとづく栄養療法

■桜川市真壁町真壁179
■TEL:0296-55-1131 ■FAX:0296-55-5002
■URL:http://nakagawadc.net/ あり（5台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１３５
コード番号：００８
顧客名称 ：やなぎだ歯科

歯科 エリアマップ5図 E‐4

医療法人社団 健翔会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －

14:30～19:00 ● ● ● － ● － － －

【診療科目】
歯科、小児歯科、矯正歯科

■桜川市西飯岡539-4
■TEL:0296-76-3700 ■FAX:0296-76-3710 ■URL:http://www.yanagida-dc.com
■インプラント（自由診療 1歯20～35万円程度） あり（10台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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福　祉

　介護保険は、40歳以上の方からの保険料と、国、県および市
が負担する公費を財源として、介護が必要となった方を社会全体
で支えあっていく制度です。

■介護保険の内容
　・65 歳以上の方（第１号被保険者）
  　原因を問わず介護や支援が必要になったとき、介護認定を

受ければ、介護サービスを利用することができます。
　・ 40 歳から64 歳までの方（第２号被保険者）
  　介護保険で対象となる16種類の特定疾病により介護や支援

が必要になったとき、介護認定を受ければ、介護サービスを
利用することができます。

　高齢者の方が住み慣れた家庭や地域で、安心してすこやかに暮
らしていくために、健康づくり・生きがいづくりの支援や介護予
防の事業を行っています。

■介護予防・生活支援事業
　・軽度生活支援（ホームヘルパーなどの派遣）事業　
  　65歳以上の在宅の１人暮らしの方へ、日常生活の援助を行

うために、週１時間程度ヘルパーを派遣します。利用時は自
己負担があります。

　・配食サービス事業
  　65歳以上の在宅の１人暮らしの方および高齢者世帯で、調

理が困難な方に対して、食事を提供するとともに安否確認を
行います。利用時は自己負担があります。

　・ふれあい生きいきサロン事業
  　高齢者の閉じこもり防止、介護予防のために、地域の公民

館や集会場を利用し、ボランティア（シルバーリハビリ体操
指導士、看護師）などによる健康体操の指導や健康相談など
を行います。

　・高齢者生きがいと健康づくり推進事業
  　65歳以上の方の生きがいと健康づくりのために、高齢者の

豊かな経験・知識・技能をいかし、趣味講座・教養講座・交
流会などを開催します。

■介護保険被保険者証
　被保険者証は、65 歳以上の方に交付します。
　申請時や介護サービス利用時に必要となりますので、大切に保
管してください。

■介護保険料
　65 歳以上の方の介護保険料の額は、３年ごとに策定する市の
介護保険事業計画で決められます。また、保険料は、毎年４月
１日を賦課期日として、その時点の世帯の状況から算定されます。
　65歳以上の方の保険料の納期（偶数月が納付月になります。
納期限については、47ページの表をご覧ください。）

 介護保険

 高齢者のために

　・ひとり暮らし老人など緊急通報システム設置事業
  　70歳以上の在宅の１人暮らしの方が、急病・事故などの緊

急時に速やかに通報できるよう、緊急通報システムを貸与し
ます。

　※ 緊急ボタンを押すことで、筑西広域市町村圏事務組合消防本
部に通報されます。

　・紙おむつ購入費助成事業
  　要介護認定３以上を受けている高齢者などを自宅で介護

している家族の経済的負担を軽減するために、紙おむつなど
購入費の一部を助成します。

　・介護慰労金支給事業
  　要介護認定３以上を受けている高齢者および同等の要介護

状態にあると認めた高齢者を在宅において基準日（８月１日）
以前１年間継続して介護している家族に、介護慰労金を支給
します。

■地域包括支援センター事業
　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者を介護・福祉・
保健・医療など様々な面から総合的に支援する相談窓口です。社
会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーなどの専門職が、関係機
関と連携し、各種相談、支援を行います。
※ 市では、介護保険の認定申請や各種相談に対応するため、市内

３か所の在宅介護支援センター（民間）に地域包括支援セン
ターの機能の一部を持つ支所（地域包括支援センターブラン
チ）を設置しています。

福

　祉

介護保険課　☎0296-75-3158（直通）問い合わせ先

高齢福祉課　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先

● 介護保険
● 高齢者のために
● 障がい者福祉
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■障がいに関する手帳
　・�身体障害者手帳：身体に障がいのある方が、各種の支援を受
けるために必要な手帳です。

　・�療育手帳：知的障がいがある方が、各種の支援を受けるため
に必要な手帳です。

　・�精神障害者保健福祉手帳：精神障がいがある方が、社会復帰、
社会参加のための支援を受けるために必要な手帳です。

■障がい福祉サービス
　居宅介護、短期入所、施設入所、自立訓練などの障がい福祉サー
ビスを受けることができます。利用時は、一部自己負担があります。

■障がい児福祉サービス
　障がいのある児童は、次のサービスなどを受けることができま
す。利用時は、一部自己負担があります。
　・障がいのある未就学児：児童発達支援など
　・障がいのある就学児：放課後などデイサービス

■補装具
　補聴器や義肢、車いすなどの補装具の購入や修理に関する費用
を支給します。利用時は、一部自己負担があります。

■日常生活用具の給付
　必要に応じて日常生活用具が給付されます。利用時は、一部自
己負担があります。

■日中一時支援
　障がいのある方の日中における活動の場を確保し、その家族の
介護の負担を軽減します。利用時は、一部自己負担があります。

■移動支援
　野外での移動が困難な障がいのある方に、外出のための支援を
行います。利用時は、一部自己負担があります。

■訪問入浴サービス
　在宅で入浴することが困難な身体障がいのある方に、入浴サー
ビスを提供します。利用時は、一部自己負担があります。

■地域活動支援センター事業（Ⅰ型）
　在宅で精神に障がいのある方の日常生活の相談や支援を行います。

■地域活動支援センター事業（Ⅲ型）
　在宅で心身に障がいのある方が、自立と社会生活への適応を
高めることができるよう、作業や生活の訓練などを行います。

■手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣
　聴覚、音声・言語機能に障がいのある方が自分の意思などを
伝達するために、手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。

■自動車運転免許取得費の助成
　一定の要件を満たす障がいのある方が、就労などに伴い運転
免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

■自動車改造費の助成
　重度の障がいのある方が、就労などに伴い自らが所有し運転
する車を改造する場合、費用の一部を助成します。

 障がい者福祉

■紙おむつ購入費の助成
　障害者手帳をお持ちで常時紙おむつを必要とする在宅の方に、
購入費の一部を助成します。

■タクシー利用料金の助成
　重度の障がいのある方が、通院や通所のためにタクシーを利用
する場合、利用料金の一部を助成します。

■各種減免・割引制度
　障がいの部位や程度により、次のような制度があります。
　・NHK放送受信料の減免
　・自動車取得税、自動車税および軽自動車税の減免
　・市税などの障がい者控除
　・鉄道運賃や国内航空運賃の割引
　・有料道路通行料金の割引

■自立支援医療（更生医療）
　18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、人工透析療法、
心臓手術、関節形成術などを指定医療機関で受ける場合に、医療
費の一部を助成します。

■自立支援医療（育成医療）
　肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・
そしゃく機能障害、内臓障害など、身体上の障がいを有する児
童、または、り患している疾患を放置すると将来障害を残すと
認められる児童（いずれも18歳未満）が、指定医療機関で治療
を受ける場合に、医療費の一部を助成します。

■特別障害者手当
　重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を
必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。

■障害児福祉手当
　障がいがあるため、日常生活をするうえで介護を必要とする
在宅の20歳未満の方に支給します。

■在宅障害児福祉手当
　心身に障がいのある在宅の20歳未満の児童の保護者に支給し
ます。（障害児福祉手当との併給はできません。）

■特別児童扶養手当
　精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を自宅で看護
する保護者に支給します。

■難病患者福祉手当
　難病にかかり、一般特定疾患医療受給者証または、特定疾患登録
者証の交付を受けている方に、年額１万円の見舞金を支給します。

■心身障害者共済制度
　心身に障がいのある方を扶養している保護者が毎月掛金を納
め、保護者が亡くなった後に、その方の生活の安定を図るための
制度です。

福
　
祉

社会福祉課　☎0296-75-3126（直通）問い合わせ先
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４０
コード番号：００９
顧客名称 ：上の原学園

福祉 エリアマップ5図 C‐5

ひとりひとりの～確かな歩みを～支えます

社会福祉法人 上の原学園
障害者支援施設 上の原学園成人寮 障害児入所施設 上の原学園
グループホームさくら グループホームこぶし 相談支援事業所大地
■桜川市上野原地新田159-1
■TEL:0296-75-2509 ■FAX:0296-76-2020
■URL:http://www.u-gaku.or.jp/
■E-mail:uenoharagakuen@basil.ocn.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４１
コード番号：０３６
顧客名称 ：訪問看護ステーション愛美園

訪問看護 エリアマップ7図 D‐3

医療法人 恒貴会

あなたのお家で「看護」を提供します
ケアマネージャーが「介護相談」も承ります
■桜川市大国玉2513-12
■TEL:0296-20-6780 ■FAX:0296-20-6781
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.kokikai.com ■E-mail:aibien@kokikai.com あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４２
コード番号：１１５
顧客名称 ：スミハツサービス株式会社

在宅福祉サービス エリアマップ3図 B‐4

介護のことは何でもご相談下さい

スミハツサービス株式会社
デイサービス新規オープン！自宅で生活される方の強い味方です。
［居宅介護支援・ホームヘルパー訪問入浴・介護タクシー・デイサービス］
■桜川市阿部田323
■TEL:0296-20-6330 ■FAX:0296-20-6331
■営業時間／8:30～17:30
■URL:http://www.sumihatu-s.co.jp ■E-mail:akino@sumihatu-s.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４３
コード番号：１１６
顧客名称 ：社会福祉法人筑紫会

福祉 エリアマップ7図 E‐5

一人一人のニーズに寄り添う、ライフサポート・パートナー

社会福祉法人 筑紫会
【障害者支援施設 真壁授産学園・真壁厚生学園】溶岩窯パン工房Ｍａｋａｐａ
ｎ、グループホーム、入所・通所、生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援 等
■桜川市真壁町亀熊1464-1
■TEL:0296-55-4007 ■FAX:0296-55-4340
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／無（年末年始等除く）
■URL:http://www.tsukushikai.jp ■E-mail:j-makabe.d@tsukushikai.jp あり（30台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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福　祉

介護保険課（岩瀬庁舎）
総合窓口課（大和・真壁庁舎）

の窓口に申請

コンピューターによる判定
（一次判定）

認定・認定通知

訪問調査
（市の調査員が訪問します。）

介護認定審査会
（二次判定）

介護（予防）サービス計画の作成
（ケアプラン）

介護サービスの利用

介護が必要な
人（被保険者）
あるいは家族

 介護サービスを利用するまでの流れ

主治医の

意見書

申請

調査

審査
判定

ケアマネジャーがケアプランを
作成します。

144
W90mm×H30mm

　

福
　
祉

●�介護サービスを利用するまでの流れ
●�高齢者の活動と支援
●�介護保険サービス事業所
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 高齢者の活動と支援

福
　
祉

施設名 住所 電話番号 地図座標
桜川市いこいの家 桜川市羽田1038-25 ☎0296-58-7888 3図A-2
桜川市岩瀬高齢者センター 桜川市岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

 介護保険サービス事業所
■居宅サービス事業所

施設名 住所 電話番号 地図座標
桜川市社協岩瀬 桜川市鍬田612 ☎0296-76-1357 1図B-3
県西総合病院訪問看護ステーション 桜川市鍬田604 ☎0296-75-3171 1図B-3
岩瀬ケアセンターそよ風 桜川市岩瀬30-2 ☎0296-70-8971 1図D-4

ニチイケアセンター岩瀬 桜川市明日香3-48　
ロワールタナカヤビル2F ☎0296-70-8083 1図D-3

Re笑サービス　レストーレ岩瀬 桜川市東桜川3-33 ☎0296-75-8070 1図D-3
さつき荘 桜川市富岡203-1 ☎0296-75-3221 1図A-1
さざんか荘 桜川市亀岡992 ☎0296-76-2021 6図B-4
富谷の家 桜川市富谷1459-1 ☎0296-76-2066 1図B-1
あさひ居宅介護支援事業所 桜川市犬田778-10 ☎0296-75-6106 1図B-5
デイサービスセンターゆずの里 桜川市門毛2297-3 ☎0296-73-5668 6図B-2
デイサービスセンターひばり 桜川市友部951-1 ☎0296-76-5021 2図C-2
ひだまりの家やまと 桜川市大国玉4514-2 ☎0296-20-6511 7図D-3
愛美園 桜川市大国玉2513-12 ☎0296-20-6780 7図D-3
さくらがわ 桜川市東飯田659 ☎0296-20-6071 8図A-4
スミハツサービス株式会社 桜川市阿部田323 ☎0296-20-6330 3図B-4
桜川市社協真壁 桜川市真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2361 4図D-4
マカベシルバートピア 桜川市真壁町東山田1945 ☎0296-54-2800 9図B-2
つくばケアセンター訪問リハビリテーション 桜川市真壁町椎尾1632-1 ☎029-877-1313 9図B-3
サンホーム真壁 桜川市真壁町下谷貝1449-1 ☎0296-54-0203 7図D-5
訪問介護まかべ 桜川市真壁町田1428 ☎0296-55-1029 4図C-5
有限会社大木薬局 桜川市真壁町田143-4 ☎0296-55-2109 4図C-4
筑紫デイサービス 桜川市真壁町羽鳥1157-1 ☎0296-20-7702 9図C-3
筑紫小規模多機能センター 桜川市真壁町羽鳥1157-1 ☎0296-54-1307 9図C-3
株式会社ケア・サポート桜川 桜川市真壁町上小幡1674 ☎0296-55-4705 8図A-4

■介護保険施設
施設名 住所 電話番号 地図座標

特別養護老人ホームさつき荘 桜川市富岡203-1 ☎0296-75-3221 1図A-1
特別養護老人ホームひだまりの家やまと 桜川市大国玉4514-2 ☎0296-20-6511 7図D-3
特別養護老人ホームサンホーム真壁 桜川市真壁町下谷貝1449-1 ☎0296-54-0203 7図D-5
介護老人保健施設さざんか荘 桜川市亀岡992 ☎0296-76-2021 6図B-4
介護老人保健施設さくらがわ 桜川市東飯田659 ☎0296-20-6071 8図A-4
介護老人保健施設マカベシルバートピア 桜川市真壁町東山田1945 ☎0296-54-2800 9図B-2
グループホーム岩瀬ケアセンターそよ風 桜川市岩瀬30-2 ☎0296-70-8971 1図D-4
グループホーム湖畔の家 桜川市上野原地新田112-1 ☎0296-70-8508 5図C-5
グループホーム花水木　岩瀬館 桜川市岩瀬229-1 ☎0296-70-8210 1図C-3
グループホームグッドライフ真壁 桜川市真壁町飯塚1017 ☎0296-54-1661 4図B-3
グループホームシニアライフまかべ 桜川市真壁町桜井1325 ☎0296-54-6619 4図E-2
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４４
コード番号：０６６
顧客名称 ：桜川福祉会 さくらのおか

福祉 エリアマップ6図 C‐3

指定障害福祉サービス事業所

さくらのおか
障害のある人たちが、地域社会の中で自立し生きがいをもって
生活が送れるよう助成・支援する事業に取り組んでおります。
■桜川市亀岡757-1
■TEL:0296-70-8215 ■FAX:0296-70-8216
■営業時間／AM9:00～PM3:00 ■定休日／土・日・祝日
■特殊浴槽あり ■無料送迎あり。 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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 介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）
施設名 住所 電話番号 地図座標

グリーンヴィラ 桜川市真壁町田1428 ☎0296-55-1029 4図C-5

 介護付き有料老人ホーム
施設名 住所 電話番号 地図座標

エルスリー茨城真壁 桜川市真壁町古城53-1 ☎0296-54-5802 4図D-3

 サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
施設名 住所 電話番号 地図座標

筑紫 桜川市真壁町源法寺653-1 ☎0296-55-2109 9図B-2

 障がい者支援施設
サービス種類 施設名 住所 電話番号 地図座標

1 居宅介護 スミハツサービス株式会社 桜川市阿部田323 ☎0296-20-6330 3図B-4重度訪問介護

2

居宅介護
桜川市社協岩瀬指定障害
居宅介護事業所 桜川市鍬田612 ☎0296-76-1357 1図B-3重度訪問介護

地域活動支援センター事業
訪問入浴サービス

3

居宅介護
桜川市社協真壁指定障害
居宅介護事業所 桜川市真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2361 4図D-4重度訪問介護

地域活動支援センター事業
訪問入浴サービス

4
居宅介護

ニチイケアセンター岩瀬 桜川市明日香3-48
ロワールタナカヤビル2F ☎0296-70-8083 1図D-3重度訪問介護

同行援護

5

施設入所支援

紫峰厚生園 桜川市真壁町下谷貝1595-2 ☎0296-55-0928 7図D-5

短期入所
生活介護
グループホーム
日中一時支援
計画相談支援 おおぞら

6
施設入所支援

上の原学園（児童） 桜川市上野原地新田159-1 ☎0296-75-2509 5図C-5短期入所
日中一時支援

7

施設入所支援

上の原学園成人寮 桜川市上野原地新田159-1 ☎0296-75-3894 5図C-5

短期入所
生活介護
日中一時支援
グループホーム
計画相談支援 大地

8

施設入所支援

桃香園 桜川市大国玉2513-10 ☎0296-58-7870 7図D-3
短期入所
生活介護
日中一時支援
計画相談支援

9

施設入所支援

真壁授産学園 桜川市真壁町亀熊1464-1 ☎0296-55-4007 7図E-5

短期入所
生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型
移動支援
日中一時支援
計画相談支援

10

施設入所支援

真壁厚生学園 桜川市真壁町亀熊852 ☎0296-54-2578 7図E-5

短期入所
生活介護
グループホーム
日中一時支援
計画相談支援

11

生活介護

さくらのおか 桜川市亀岡757-1 ☎0296-70-8215 6図C-3就労移行支援
就労継続支援B型
日中一時支援

●�介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）
●�介護付き有料老人ホーム
●�サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
●�障がい者支援施設
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国民健康保険・国民年金

　国民健康保険は、勤務先の健康保険や共済組合などに加入
していない、日本国内に住所のあるすべての方が加入しなけ
ればなりません。（後期高齢者医療制度該当者を除く）
　また、外国人の方でおおむね３か月以上日本国内に滞在す
る方についても国民健康保険の適用対象となります（勤務先
の健康保険や共済組合などに加入している方を除く）。

■各種手続き
　次のようなときは、14日以内に手続きが必要です。

　手続きが必要なとき 手続きに必要なもの

他の市町村から転入したとき 印鑑

勤務先の健康保険をやめたとき
印鑑
健康保険退職・離職証明書

生活保護を受けなくなったとき
印鑑
生活保護廃止証明書

子どもが生まれたとき 印鑑

転出するとき 印鑑・保険証

勤務先の健康保険に入ったとき 印鑑・両方の保険証

生活保護を受けるとき
印鑑・保険証
生活保護開始決定通知書

死亡したとき 印鑑・保険証

住所・世帯主が変わったとき 印鑑・保険証

退職者医療保険制度に該当したとき
または該当しなくなったとき

印鑑・保険証
年金証書

修学のため、子どもが他の市町村に
住所を定めるとき

印鑑・保険証
在学証明書

保険証を紛失したとき 印鑑・身分を証明するもの

 国民健康保険

■国民健康保険で受けられる給付例
種類 給付の内容

療養の給付
　病院などの窓口に保険証を提示すれば、保険診
療分の医療費の一部負担金を支払うだけで、残りは
国民健康保険で負担します。

療養費の支給
　補装具代などの療養費は、いったん全額を支払
い、申請により、後日保険給付分の払い戻しが受
けられます。

出産育児一時金
　国民健康保険の被保険者が出産したときは、一時
金が支給されます。

葬祭費
　国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請
により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

高額療養費

　国民健康保険に加入している方が医療機関でか
かった医療費の自己負担額には、月額で限度額が設
定されており、医療費の自己負担額が高額になって
限度額を超えた場合は、申請して認められると超え
た分が後から支給されます。

高額介護合算
療養費

　医療費が高額になった世帯に、介護保険の利用者
がいて、医療費と介護サービス費の両方の自己負担
額が高額になった場合は、決められた限度額を超え
た分が後から支給される「高額医療・高額介護合算
制度」があり、さらに自己負担が軽減されます。

人間ドックの助成
　国民健康保険に加入している30歳以上で国民健
康保険税を完納し、該当する年度に住民健診・ミニ
ドックを受診していない方に助成します。

■70歳以上の方の医療
　70歳になった翌月（１日生まれの方は生まれた月から）
に、窓口負担割合が記載された国民健康保険高齢受給者証
が交付されます。
　75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けられ
ます。

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金

国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

●�国民健康保険
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 国民健康保険税

国民健康保険・国民年金

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金

■国民健康保険税
　・国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。
　・�国民健康保険は、加入者が納める国保税と国、県、市の補助金などで賄われています。誰もが安心して利用できるよう、
国保税は必ず納めてください。

　・年齢によって国保税は異なります。

納期月に関しては市税（Ｐ47）をご覧ください。

●�国民健康保険税
●�国民年金
●�後期高齢者医療制度

　20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなり
ません。

■国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
区分 加入者 手続き 保険料の納入方法

第1号被
保険者

自営業・農業・
学生・アルバ
イト・無職の
方など

加入者自身が市役
所で行ってくださ
い

加入者自身が納めます

第2号被
保険者

会社員・公務
員など

勤務先の事業所が
行います

勤務先の厚生年金などの
年金制度により厚生年金
保険料（共済組合の掛金）
として給料から納めます

第3号被
保険者

第２号被保険
者に扶養され
ている配偶者

扶養している方の
勤務先の事業所が
行います

扶養している方の加入年
金制度により納めます

■任意加入被保険者（希望すれば加入できる方）
　・60歳以上65歳未満の方
　・海外在住の日本人（20歳以上65歳未満）
　・60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

 国民年金

■主な届け出
　次のようなときは届け出が必要です。手続きによって必
要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合
わせください。
　・会社員や共済組合でなくなったとき
　・共済組合に加入したとき
　・住所や氏名が変わったとき
　・サラリーマンの扶養でなくなったとき
　・年金を受給している人が死亡したとき
　・�年金を受給している人の住所や年金受給金融機関が変
わるとき

　・国民年金を請求するとき

■保険料
　保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっ
ています。
　・平成27年度定額保険料　月額�1万5,590円
　・平成27年度付加保険料　月額�400円
　　　（第1号被保険者の方で、希望される方）
　※�国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納め
られません。

　※�保険料には「免除制度」「学生納付特例制度」があります。
　詳しくは担当課までお問い合わせください。

国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

40歳以上の65歳未満の方

※�40歳になったとき（40歳の誕生日の前日の
属する月）から介護保険分を合わせて納め
ます。

65歳以上の75歳未満の方

※�医療保険分と後期高齢者支援金分を国保税
として納め、介護保険料は別に納めます。

40歳未満の方

介護保険分後期高齢者
支援金分医療保険分

国保税

後期高齢者
支援金分医療保険分 介護保険分

国保税

後期高齢者
支援金分医療保険分

国保税
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■対象となる方
　・75歳以上の方
　・�65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、制度に加入
する方

　※申請により認定を受けると制度に加入できます。
　※�後期高齢者医療制度の加入は、医療福祉費（マル福）

受給資格の認定を受けるために必要となります。

■被保険者証
　・後期高齢者医療制度の保険証は、1人1枚交付されます。
　・保険証は、毎年７月中旬頃に郵送します。

■所得区分
　(1)現役並み所得者
　�　同一世帯の被保険者の所得と収入により判定されます。
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
　�　（ただし、収入が高齢者2人以上の世帯で520万円、1人の
世帯で383万円未満の場合、「一般」になります。（要申請））
　(2)一般
　�　現役並み所得者、低所得Ⅱ、Ⅰ以外の方
　(3)低所得Ⅱ
　�　世帯全員が住民税非課税の方
　(4)低所得Ⅰ
　�　世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定の基準
以下の方

■保険料
　・保険料は、個人ごとに算定されます。
　・�保険料は、年金から天引き（特別徴収）、または納付書

で納めます（普通徴収）
　・�年金天引き、または納付書での納付を口座振替に変更

できます。（申し込みが必要です。）

 後期高齢者医療制度

■医療費が高額になったとき
　同月内の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場
合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給
されます。

自己負担限度額（月額）

負担割合 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

現役並み
所得者 ３割 4万4,400円

8万100円＋
（医療費ー 26万7千円）×1%
※4回目以降4万4,400円

一般
１割

1万2千円 4万4,400円
低所得Ⅱ

8千円
2万4,600円

低所得Ⅰ 1万5千円

■特定疾病
　人工透析が必要な慢性腎不全の方などは、申請により自
己負担限度額が月1万円となります。

■健康診査
　市では疾病の予防や早期発見・早期治療による高齢者の
健康増進を図るため、被保険者を対象として、健康診査を
実施します。

■その他
　・�その他、コルセットなどの治療用装具に要した費用、

高額介護合算療養費、葬祭費などの給付があります。
　・�交通事故などで保険証を使用するときには、ご相談く

ださい。
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国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先
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　医療福祉費支給制度（マル福）は、小児、妊産婦、ひとり親世帯の親子および重度心身障害者の医療費負担を軽減し、安心して
医療を受けられるようにするための制度です。
　桜川市では、必要な医療をより安心して受けられるよう、医療福祉費支給制度（マル福）の茨城県の所得制限を超えている世帯
についても、小児、妊産婦、ひとり親世帯の親子および重度心身障害者の方に市独自の助成を実施しています。
　また、妊産婦の方が産科・婦人科以外の診療科に受診された場合にも助成を行っています。

受給者証の区分
（受給者証の色） 対象者 申請に必要なもの マル福を利用したときの自己負担金

小児
（白地に黄色）

小学校６年生までの小児
（入院・外来）
中学生（入院のみ）

医療福祉の助成を受ける方
の保険証　　
印鑑（スタンプ印不可） 茨城県内の医療機関で受けた保険診療については、次の

自己負担金をお支払いください。
外来：�ひとつの病院につき１日600円まで
　　　�ひと月２回まで負担。同じ病院に３回以上行った場

合、３回目以降について自己負担金はありません。
入院：�ひとつの病院につき１日300円まで
　　　ひと月の上限は10日　3千円
調剤：自己負担金はありません。

妊産婦
（白色）

母子手帳を交付されている
妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

母子・父子
（ピンク色）

母子家庭・父子家庭
（一番下の子が高校３年生の年度
末まで）

戸籍謄本
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

重度
心身障害者
（ピンク色）

身体障害者手帳１・２級および
内部障害３級の方
療育手帳マルA、A判定の方
障害年金１級受給者 障がいを証するもの

（身体障害者手帳、療育手
帳、障害年金証書）
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療および調剤につい
ては、自己負担金はありません。

高齢重度
心身障害者
（ピンク色）

身体障害者手帳１・２級および
内部障害３級の方
療育手帳マルA、A判定の方
障害年金１級受給者
65歳以上75歳未満の方で、後期
高齢者医療保険に加入している
方および75歳以上の方

小児支援
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
０歳から中学３年生まで
（県の所得基準内世帯）
中学生（外来のみ）

医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療については、次の
自己負担金をお支払いください。
外来：�ひとつの病院につき１日600円まで
　　　�ひと月２回まで負担。同じ病院に３回以上行った

場合、３回目以降について自己負担金はありません
入院：�ひとつの病院につき１日300円まで
　　　�ひと月の上限は10日　3,000円
調剤：自己負担金はありません

ひとり親特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
・母子家庭の親子
・父子家庭の親子
（一番下の子が高校３年生の年度
末まで）

戸籍謄本
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

 医療費助成（マル福）

国民健康保険・国民年金
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国保年金課　☎0296-75-3125（直通）問い合わせ先

●�医療費助成（マル福）
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受給者証の区分
（受給者証の色） 対象者 申請に必要なもの マル福を利用したときの自己負担金

障害特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
・�身体障害者手帳１，２級および
内部障害３級の方

・療育手帳マルA、A判定の方
・障害年金１級受給者の方

障がいを証するもの
（身体障害者手帳、療育手
帳、障害年金証書）
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関で受けた保険診療および調剤につい
ては、自己負担金はありません。

妊産婦特例
（黄色）

（県所得基準超過世帯）
母子手帳が交付されている妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の医療機関において受診された際は、医療機関窓
口で保険負担割合を支払い、後日、必要書類を市役所にお
持ちください。
保険診療分について医療福祉の自己負担分を除いて、払い
戻しします。

妊産婦支援
（緑色）

（県の所得基準内世帯）
白色の妊産婦マル福受給者証が
交付されている妊産婦

母子手帳
医療福祉の助成を受ける方
の保険証
印鑑（スタンプ印不可）

茨城県内の産科・婦人科以外を受診された際は、医療機関
窓口で保険負担割合を支払い、後日、必要書類を市役所に
お持ちください。
保険診療分について医療福祉の自己負担分を除いて、払い
戻しします。
産科・婦人科については、白色のマル福受給者証をご使用
ください。

※保険外費用は、全額自己負担です。
※医療福祉費支給制度（マル福）は、県外の医療機関では使用できません。
　県外で受診された場合は、受診医療機関窓口で保険負担割合を支払い、その領収書、印鑑（スタンプ印不可）、振込先を確認できるもの
（預金通帳など）を国保年金課、真壁庁舎総合窓口課、大和総合窓口課のいずれかにお持ちください。
　後日、保険診療分について、医療福祉（マル福）の自己負担金を除き指定口座に振込みます。
※妊産婦特例の方・・�払戻申請に必要な書類は、医療機関などから発行された領収書、マル福受給者証、振込先の確認できるもの、印鑑（ス

タンプ印は不可）となります。
※妊産婦支援の方・・�払戻申請に必要な書類は、医療機関などの証明がされている支給申請書（緑色のA４版）、医療機関などから発行さ

れた領収書、マル福受給者証、振込先の確認できるもの、印鑑（スタンプ印不可）となります。
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156
W90mm×H30mm

　

157
W90mm×H30mm

生活環境

■家庭ごみの収集について
　ごみの減量化および分別収集(リサイクル)について、日頃
からご協力をいただきありがとうございます。

　ごみを出すときは、次のことに注意してください。
　・�ごみは、必ず桜川市指定のごみ専用袋に地区名と氏名を
記入して出してください。

　・�犬、猫、カラスなどによりごみが散乱し、付近の市民に
迷惑がかかりますので、収集日と時間を必ず守ってくだ
さい。

　・�地域の人が、気持ち良く利用できるようご協力ください。
　・�燃えるごみは週２回、燃えないごみ・資源ごみは月１回
収集しています。

　※�ごみの出し方は、毎年度当初に配付する『ごみの分別収
集等のお知らせ』をご覧ください。ごみは家庭などで燃
やさないで、ごみ収集時に出してください。

 ごみ処理

■�資源ごみ（新聞紙・雑誌・ダンボール・びん類・缶類・
ペットボトルなど）

　・毎月１回実施される資源ごみ収集日に出してください。
　・ごみ減量化のためリサイクルにご協力ください。

生
活
環
境

■�燃えないごみ
　・�スプレー缶、使い捨てライターなどは、ガス抜きをし
てください。ガス抜きをしていないスプレー缶(殺虫
剤、化粧品、塗料など)、卓上コンロ用のガスボンベ、
使い捨てライターなどが混入されていると、ごみ収集
車や処理場での火災事故につながる恐れがあります。

　　�必ず大き目の穴をあけて完全にガ
ス抜きをしてから、『桜川市指定も
えないごみ専用袋』に入れて出し
てください。

■�家庭の粗大ごみ
　家庭の粗大ごみは、年２回実施している収集期間中に、
岩瀬じん芥処理場に無料で持ち込むことができます。
　詳細は、実施月初めに『家庭の粗大ごみのお知らせ』を
配付します。

■�事業系のごみ（家庭のごみ・産業廃棄物以外）
　事業系のごみは、有料で、事業系一般廃棄物ごみ処理許
可業者との契約により処分するか、環境センターに直接持
ち込むことができます。家庭のごみには絶対に混入しない
でください。

■�環境センター（筑西広域市町村圏事務組合）
　筑西広域圏内（桜川市・筑西市・結城市）のごみは、環境
センターで処理、リサイクルされています。ごみ収集日以外
の日にごみを出す場合は、有料で環境センターに直接持ち込
むことができます。事前に環境センターにご確認ください。
【環境センター】　☎0296-33-3755
　受　付　平日および毎月第１日曜日
　　　　　午前　８時30分～11時30分
　　　　　午後　１時00分～　４時30分
　料　金　家庭のごみ・・・100円/10kg
　　　　　事業系ごみ・・・200円/10kg
　※産業廃棄物は搬入できません。

■�市および環境センターで
　収集できないごみ
　・�家電リサイクル法（特定家
庭用機器再商品化法）によ
る次の家電製品

� �ブラウン管テレビ・液晶テレ
ビ・プラズマテレビ・エアコ
ン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯
機・衣類乾燥機

　・�産業廃棄物など

■�し尿汲み取り・浄化槽清掃
　し尿汲み取りおよび浄化槽清掃は、許可業者に依頼して
ください。
　許可業者は、毎年度当初に配付する『ごみの分別収集等
のお知らせ』をご覧ください。

環境対策課　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先

●�ごみ処理
●�ペットの管理
●�消費生活センター
●�防犯
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■ 犬の登録と狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬には、生涯１回の「登録」と毎年１回
の「狂犬病予防接種」が義務付けられています。
　次の場合は、市役所へ届け出てください。
　・住所、飼い主の変更などがあった場合
　※�市外へ異動した場合は、犬の鑑札を持参し、新住所の

役所に届け出てください。
　・犬が死亡した場合

■ 各手数料
　①犬の登録手数料１頭につき　2千円
　②狂犬病予防接種注射済票手数料１頭につき　350円

■ 犬、猫の飼い方のマナー
　・犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。檻また
はつないで飼いましょう。また、猫は室内で飼いましょう。

 ペットの管理

　・�犬を散歩するときは、必ずリードをつけて、フンは必
ず持ち帰りましょう。

　・�犬を10頭以上または猫を10頭以上、もしくは犬と猫を
合計10頭以上飼養する場合は、県に届出が必要です。

　・�野良犬、野良猫を餌付けするのは、近所に迷惑となる
行為ですのでやめましょう。

　・�周囲に迷惑や危害を及ぼさない心配りとしつけをしま
しょう。定期的に散歩などを行い、無駄吠えをなくす
よう心がけましょう。

　・避妊、去勢手術を受けて無計画な繁殖を防ぎましょう。

■  犬や猫に関する苦情、咬傷事故、
　飼い方、しつけ方相談窓口
　茨城県動物指導センター
　☎0296-72-1200（笠間市日沢47番地）

生
活
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環境対策課　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先

　商品の購入契約・サービスの提供契約など、消費者と事
業者間における契約について、取引方法、契約、品質、性能、
安全性その他の点について疑問に感じたり、トラブルが起
こった場合は、１人で悩まずに、お早めに消費生活センター
にご相談ください。
皆さんと一緒に考え、解決のためのお手伝いをします。

 消費生活センター

■ 相談受付
　日時：�月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。）
　　　　午前９時�～�正午、午後１時～４時
　場所：岩瀬庁舎�(第１庁舎２階)
　☎0296-75-6300

桜川市消費生活センター　☎0296-75-6300問い合わせ先

 防犯 

■子どもの安全・安心

子どもたちの防犯チェックリスト

自分でチェックしてみよう！

□　家や外で元気にあいさつしている。
□　�出かける時は、だれとどこで何をして何時に帰る

のかを家の人に伝えている。
□　防犯ブザーなどの防犯グッズを持っている。
□　いざという時に逃げ込む場所を決めている。
□　家では１人にならないようにしている。

イカのおすしを覚えよう！

子どもを誘拐から守る合言葉です。

� � いかない� 知らない人にはついていかない。
� のらない� 車に乗らない。
� 大声を出す�「助けて」と大声を出す。
� すぐ逃げる� 安全な場所へ逃げる。
� しらせる� 近くの人や警察に知らせる。

生活安全課　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年01月23日
桜川市くらしのガイド
8GH200H0A
156
039
（有）岩瀬衛生社

FAX 029-231-1507

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１５７
コード番号：０７８
顧客名称 ：（有）足立商会

リサイクル エリアマップ2図 E‐3

環境に優しい、循環型社会をめざす

有限会社足立商会
＊産業廃棄物 中間処理施設
＊産業廃棄物 収集運搬業 ＊再生砕石の販売
■桜川市加茂部408
■TEL:0296-75-1506
■FAX:0296-75-5962

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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生活環境

■こんなときには、早めに届け出てください。
　・新しく水道を使うとき
　・転出などで水道の使用を止めるとき
　・使用者や所有者の名義が変わるとき
　上記の届出は、水道課（真壁庁舎）、岩瀬、大和の各総合
窓口課で受け付けます。

■水道料金
区　　　　分 料 金（税抜）

基本料金(月額)
(�0㎥～ 10㎥�)

口径13�mm
2,200円

口径20�mm
口径25�mm 3,343円
口径30�mm 4,153円
口径40�mm 5,858円
口径50�mm 9,658円

超過料金
(1㎥につき)

11㎥～ 20㎥ 260円
21㎥～ 30㎥ 270円
31㎥～ 50㎥ 300円
51㎥�～ 320円

※�上記の金額に消費税相当額が加算されます（１円未満の端数切捨て）。

■水漏れの早期発見と確認
　前回と比べて、水道使用量が増えたときは、地中や床下
などの見えないところで漏水していることがあります。
　・水漏れは、次の手順で調べることができます。
　　①家中の水栓を閉める。
　　②メーターのパイロットを見る。（右図参照）
　　�　この時、パイロットが少しでも回っていたら、どこ
かで水が漏れている証拠です。すぐに指定工事店に依
頼して修理してください。

 上水道 

　・�漏水発見が困難な場所を修理したときは、水道料金が減
免になることがありますので、申請書をご提出ください。

■加入時の費用
給水管の口径 加入金（税抜）

13�mm 12万円
20�mm 15万円
25�mm 22万円
30�mm 35万円
40�mm 60万円
50�mm 115万円

※�上記の金額に消費税相当額が加算されます（１円未満の端数切捨て）。
※�別途、材料、工事、竣工検査手数料として3千円が必要になりま
す。また、県道から給水管を取り出す場合は、道路占用申請手数
料として2千円が追加されます。

注）�給水工事は、桜川市に登録された指定工事店のみ工事を行う
ことができます。工事の見積りなどは指定工事店へご相談く
ださい。（指定工事店は、73ページ一覧表を参照ください。）
なお、申込みなどは、指定工事店が代行することができます。

　����その他、ご不明なことは、水道課までお問い合わせください。

パイロット
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水道課　☎0296-55-3112（直通）問い合わせ先

■公共下水道
　市では、清潔で快適な生活環境を築き、自然環境を保全
するために、近隣市と連携協力し広域的に下水道の整備を
進めています。

■受益者負担金
　公共下水道の整備には、多額の費用がかかります。また、
公共下水道を利用できる方は、整備された地域の方に限ら
れますので、公共下水道を利用する方から建設工事費の一
部受益者負担金を負担いただいています。

 公共下水道

受益者負担金の額は、次のとおりです。
地区名 基本額 面積割
岩瀬地区 25万円 1㎡当たり150円
真壁地区 10万円 1㎡当たり360円
大和地区 20万円 1㎡当たり320円

■宅地内排水設備工事の発注・申込み
　宅地内の排水設備工事は、受益者ご自身で発注してください。
※�工事は、必ず市が指定する工事店（市排水設備指定工事店）
にお申し込みください。（73、74ページを参照ください。）

下水道課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

●�上水道
●�公共下水道

sakura_naka_0219.indd   72 2015/02/20   17:20

73

■公共下水道の使用料金
　公共下水道の使用料金は、表1のとおりです。なお、排出汚
水量の認定については、表２のとおりです。

表１　下水道料金（月額・税抜）
排出汚水量 基本料金

10㎥まで 1,800円
11㎥～100㎥まで １㎥につき180円
101㎥超え １㎥につき190円

�

表２　排出汚水量の認定方法
種別 算出方法

水道水のみ 上水道の使用水量にて算出

井戸水などのみ 1か月当たり基準水量1人７㎥と
して、世帯員数で乗じて計算

水道水と井戸水などの併用
上記の水道水のみおよび井戸水
などのみの算出方法により算出
し多い方の水量を適用

※�井戸水などのみまたは併用の場合は、居住人口により排出汚水
量が変更になることがあります。

　・納期限は原則、偶数月の25日まで
　・�納付方法に納付書で納める現金払いと、金融機関で自動引き
落としとする口座振替で納付してください。

桜川市指定給水装置工事事業者および排水設備指定工事店一覧表（市内）
事務所名 住所 電話番号 給水 排水

㈲雨谷工業 桜川市入野6-5 ☎0296-75-5501 ● ●

飯島商店 桜川市金敷309-2 ☎0296-58-5618 ● ●

飯田ポンプ店 桜川市真壁町東山田387 ☎0296-55-4019 ●

石川設備 桜川市真壁町白井63-2 ☎0296-55-1084 ● ●

市村建設㈱ 桜川市真壁町下谷貝465 ☎0296-55-2615 ●

伊藤設備工事 桜川市岩瀬1346-2 ☎0296-76-0421 ● ●

㈲稲見工業 桜川市真壁町田1080-1 ☎0296-54-1004 ● ●

稲見設備工業 桜川市真壁町田1059-2 ☎0296-55-2199 ● ●

㈲猪野設備 桜川市大国玉2116-1 ☎0296-58-5461 ● ●

猪野設備工業 桜川市真壁町桜井249-1 ☎0296-55-3910 ● ●

㈱岩瀬双葉 桜川市中泉332-1 ☎0296-76-1561 ● ●

上野商店 桜川市真壁町桜井743 ☎0296-55-3355 ●

㈲臼井もき商店 桜川市真壁町亀熊1946 ☎0296-55-1264 ●

江尻　祐一 桜川市友部899-1 ☎0296-75-2438 ●

江尻住設 桜川市友部282-4 ☎0296-76-6038 ●

枝総合設備 桜川市岩瀬199-3 ☎0296-75-2128 ●

大木住宅設備 桜川市岩瀬342 ☎0296-75-2717 ● ●

大木屋本店 桜川市真壁町真壁249 ☎0296-55-0318 ● ●

大塚設備 桜川市西小塙695-1 ☎0296-76-1276 ●

㈲大橋工業 桜川市平沢1228 ☎0296-75-0670 ● ●

㈲奥村工業 桜川市友部219-1 ☎0296-75-2449 ● ●

小幡タイル店 桜川市御領3丁目70 ☎0296-75-4438 ● ●

キサイ設備店 桜川市鍬田626-22 ☎0296-76-0646 ●

㈱北畠農機商会 桜川市上城247-3 ☎0296-75-2401 ●

倉原さく泉工業 桜川市富岡65 ☎0296-76-0169 ● ●

郡司　一男 桜川市真壁町亀熊164-11 ☎0296-55-2465 ● ●
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生活環境

事務所名 住所 電話番号 給水 排水

酒寄空調サービス 桜川市真壁町酒寄1310 ☎0296-54-0112 ● ●

佐藤設備工業 桜川市御領２丁目18 ☎0296-76-1158 ● ●

㈲島田造園土木 桜川市真壁町東矢貝864 ☎0296-55-3340 ● ●

㈱新栄建設 桜川市西小塙1042 ☎0296-76-1238 ●

㈱信山電機 桜川市長方299 ☎0296-75-3427 ● ●

㈲鈴木屋 桜川市東飯田555 ☎0296-58-5020 ●

㈲田中設備工業 桜川市鍬田572 ☎0296-76-1882 ● ●

㈱田口建設 桜川市阿部田475-3 ☎0296-58-5405 ● ●

㈱田野倉設備工業 桜川市長方300 ☎0296-76-1564 ● ●

㈲たばやし 桜川市真壁町山尾455 ☎0296-54-0435 ● ●

玉造建設㈱ 桜川市松田499 ☎0296-54-0435 ●

塚田造園建設㈱ 桜川市真壁町源法寺704 ☎0296-55-1587 ●

つかはら設備工業 桜川市真壁町塙世882-3 ☎0295-55-4907 ● ●

成田井戸工業 桜川市本木999 ☎0296-58-5102 ● ●

白田工建㈱ 桜川市真壁町東矢貝683 ☎0296-54-1121 ●

㈲飛沢建築設備 桜川市金敷380 ☎0296-58-4666 ●

㈱平井商店 桜川市真壁町真壁276 ☎0296-55-0178 ● ●

㈱平田建設 桜川市猿田608 ☎0296-75-3060 ●

㈲廣瀬建設 桜川市真壁町椎尾1627-6 ☎0296-55-2627 ● ●

㈱広田建材店 桜川市明日香4丁目40 ☎0296-75-2612 ● ●

㈲深谷設備 桜川市本木785-1 ☎0295-58-5697 ● ●

深谷ポンプ工業 桜川市友部1324 ☎0296-75-5441 ● ●

福田電器商会 桜川市友部885-32 ☎0296-75-4861 ● ●

㈲藤田管工 桜川市御領3丁目25-2 ☎0296-75-0324 ● ●

㈲古橋商店 桜川市本木1605-12 ☎0296-58-5222 ● ●

㈲マカベ設備 桜川市真壁町真壁306-4 ☎0296-55-1026 ● ●

増渕商店 桜川市高久768-5 ☎0296-58-6294 ● ●

㈱マルニ工業 桜川市本郷970 ☎0296-75-1848 ● ●

明真設備 桜川市真壁町田1164 ☎0296-23-8038 ● ●

やぐち設備 桜川市真壁町下谷貝447-2 ☎0296-55-0828 ● ●

大和土建㈱ 桜川市大国玉743 ☎0296-58-5847 ● ●

大和村管工事協同組合 桜川市大国玉2116-1 ☎0296-58-7776 ●

渡辺工業㈱ 桜川市友部999 ☎0296-75-5421 ● ●
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●�市設置型浄化槽事業と
市街地浄化槽事業

●�農業集落排水
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■市設置型浄化槽設置事業
　市が浄化槽の設置・維持管理を行います。
　対象は、公共下水道計画区域および農業集落排水事業区域
を除く地域です。
　また、単独浄化槽から市設置型浄化槽に転換した場合に、
単独浄化槽の撤去費用として、９万円を限度に補助します。

■市設置型浄化槽の使用料金
基本料金（月額・税抜） 人数割（月額・税抜）

2,500円 1人500円

・納期限は原則、偶数月の25日まで
・�納付方法に納付書で納める現金払いと、金融機関で自動引
き落としとする口座振替で納付してください。
※�就学、就職、入院入所などで、長期間、不在となる場合に
は、減免の制度もございますので、お問い合わせください。

事業概要 対象区域 負担金
（個人負担）維持管理

使用料の
有無

市設置型浄化
槽整備事業

公共下水道計画区域及び
農業集落排水事業区域を
除く市全域

5人槽　
15万円

7人槽　
20万円

10人槽　
25万円

市管理 有

市街地浄化槽
設置事業 公共下水道計画区域内 個人

管理 無

 市設置型浄化槽事業と市街地浄化槽事業

■市街地浄化槽設置事業
　公共下水道計画区域において、自己用住宅の新築や建替え
をする方を対象に、下水道を整備するまでの暫定措置として
市が浄化槽を設置します。公共下水道整備後には、速やかに
この浄化槽を撤去し、公共下水道に接続切替をしていただき
ます。浄化槽の撤去費用および公共下水道への切替費用は
個人負担となります。対象区域については、担当課にお問い
合わせください。

■農業集落排水
　市では、し尿・生活雑排水などの川や湖の汚れの要因であ
る汚水を処理し、自然環境を保全するために、一部地域にお
いて農業集落排水が整備されております。

■農業集落排水に加入・使用するには
　①公共マスがお住まいの敷地内にある方
　�　加入負担金は不要ですので、宅地内排水設備工事の発
注、申込みを行ってください。

　②公共マスがお住まいの敷地内にない方
　�　公共マスの設置申請と併せて、以下の加入負担金をお支
払いただき、公共マス（個人負担）を設置し、宅地内排水
設備工事を発注、申込みを行ってください。

地区名 加入負担金
南飯田地区 27万3,000円
長方地区 33万6,000円
富谷地区 19万9,500円
源法寺地区 50万円
谷貝南地区 60万円
谷貝北地区 67万円
高久地区 60万円

大国西部地区 60万円

■宅地内排水設備工事の発注、申込み
　宅地内の排水設備工事は、使用者ご自身が発注してくだ
さい。
※�工事は、必ず市が指定する工事店（市排水設備指定工事店）
にお申込みください。（73、74ページを参照ください。）

■農業集落排水の使用料金
　施設使用料は、基本料金と世帯人数割の合計額です。
・納期限は原則、偶数月の25日まで
・�納付方法に納付書で納める現金払いと、金融機関で自動引
き落としとする口座振替で納付してください。
※�就学、就職、入院入所などで、長期間、不在となる場合に
は、減免の制度もございますので、お問い合わせください。

地　　区 基本料（月額・税抜） 人数割（月額・税抜）
岩瀬地区 3,000円 1人500円
真壁地区 2,381円 1人524円
大和地区 2,453円 1人539円

 農業集落排水
下水道課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

下水道課　☎0296-55-5111（代表）問い合わせ先

sakura_naka_0219.indd   75 2015/02/20   17:20

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１７３
コード番号：１１９
顧客名称 ：筑西環境整備協同組合

一般廃棄物処理 エリアマップ4図 B‐5

真壁地区

筑西環境整備協同組合
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■建築物を建築しようとするときの許可
　市内で建築物の建築などを行うとき、また、それに伴う開
発行為※を行うときは、原則として都市計画法に基づく許可が
必要です。ほかにも許可申請が必要な場合もありますので、
建築の計画があるときには建築士や担当課へご相談ください。

■建築確認申請
　市内で建築物の建築などを行うときには、工事の前にその
建築計画が建築基準法などに適合しているかの確認（建築確
認）を受けなければなりません。倉庫や車庫など簡単な建築
物であっても、原則として建築確認が必要です。

 建築物

174
W90mm×H30mm

　

175
W90mm×H30mm
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都市整備課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先

　市営住宅は、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で供給
する住宅です。
　市営住宅に入居するには、次のすべての条件を満たしてい
る必要があります。
　・同居または同居しようとする親族がいること。
　・収入基準に当てはまること。
　・現在住宅に困っていること。
　・地方税などを滞納していないこと。
　・暴力団員でないこと。
　入居を希望する場合は、都市整備課までお問い合わせくだ
さい。

名　称 所在地 間取 建築年 地図座標
○ますみ住宅 友部1445 3DK S63～H3 2図B-3
○犬田住宅 犬田775-2 3DK H5～H7 1図B-5
○御領北住宅 岩瀬911-1 2K S51～S52 1図B-2
○寺前第２住宅 西小塙815 3K S53～S54 2図C-2

名　称 所在地 間取 建築年 地図座標
○鍬田住宅 鍬田522-1 3DK S57～S58 1図A-4
○金井住宅 友部356 3DK S60 2図C-2
○東十枚住宅 岩瀬1564 3DK H10 1図C-2
○御領西住宅 岩瀬745-1 タイプ別※ H16,�H19 1図B-2
○細芝第１住宅 真壁町細芝285-1 3K S51 9図A-1
○細芝第２住宅 真壁町細芝36 3K S52 9図B-1
○酒寄住宅 真壁町酒寄78-1 3K S57～S58 9図A-4
●桃山住宅 真壁町羽鳥52 − S39 4図B-5
●番匠住宅 岩瀬1536 − S46 1図D-2
●寺前第１住宅 西小塙817-4 − S47 2図C-2
●白井住宅 真壁町白井514 − S47 8図A-5
●谷貝住宅 真壁町下谷貝438-2 − S48 9図A-1
●桜ヶ丘住宅 南飯田8-1 − S50 6図B-3
●の市営住宅については、入居の募集を行っていません。
※�御領西住宅の間取は、単身1DK、老人2DK、一般2LDKがあ
ります。

 市営住宅
都市整備課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先

●�建築物
●�市営住宅
●�市営駐車場

●�道路
●�桜川市デマンド型乗合タクシー
（通称：デマンドタクシー）

※開発行為とは？
　主として建築物の建築などを目的として行う土地の区画
形質の変更をいいます。
　区画の変更……道路・水路による区画を変更すること
　形の変更………�2m以上の切土、1m以上の盛土をす

ること
　質の変更………宅地以外のものを宅地にすること
　建築行為を伴わない駐車場や資材置場の造成行為など
は、開発行為に該当しません。

　また、幅員が4ｍに満たない道路に接している敷地で建築
する場合には、敷地後退（セットバック）が必要な場合があ
ります。セットバックせずに塀などを建築した場合、撤去を
命じられることもありますので、必ず事前に担当課へご確認
ください。

■都市計画図
市の都市計画図を販売しています。
縮　尺 地区 区分 価　格 販売窓口

1/25,000 全域 色図 1,000円
大和庁舎
都市整備課
岩瀬庁舎
総合窓口課
真壁庁舎
総合窓口課

白図 500円

1/10,000 大和 白図 500円岩瀬

1/2,500
大和

白図 500円岩瀬
真壁

■屋外広告物
　屋外に貼り紙や貼り札、広告塔、立て看板などの広告を掲
示するときは、茨城県屋外広告物条例に基づく事前の許可が
必要な場合があります。詳しくは担当課へご相談ください。

生活環境

sakura_naka_0219.indd   76 2015/02/20   17:20

77

生
活
環
境

【有料駐車場】
　・岩瀬駅前駐車場（1図C-4）
　・大和駅前駐車場（7図D-1）

使用料 期　間
4,000円 定期使用１か月
3,000円 定期使用（その月の使用日数が連続して20日間以内）
1,500円 定期使用（その月の使用日数が連続して10日間以内）
300円 一時使用（１日１回につき）
3,000円 一時使用（回数券11回分）

※定期使用のご利用には申請が必要です。

　・真壁高上町駐車場（4図C-2）
種類 使用料 定期（１か月）

大型バス １日　500円 ―
マイクロバス １日　300円 ―
普通車 １日　200円 2,000円
二輪車 １日　100円 ―
※�定期使用およびバス使用の申込みは、都市整備課までお問い合
わせください。

【�無料の駐車場および駐輪場�】
　・上野沼駐車場　� ・羽黒駅自転車置場
　・岩瀬駅自転車置場� ・大和駅自転車置場

 市営駐車場
都市整備課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先

　道路の管理、改良、舗装、維持および道路災害、河川災害
の復旧事業などは建設課が行っています。
■道路の占用
　道路に埋設物を設置または道路敷を使用する（埋め立てを
含む）ときには、次の申請が必要な場合がありますので、担
当課にお問い合わせください。
　・�道路占用許可申請、道路工事施工承認申請、法定外公

共物使用等許可申請
　※�申請時は、申請書および添付書類（位置図、平面図、

横断図、縦断図、公図写、誓約書など）を各２部提出
ください。

■道路の境界
　市道および認定外道路に隣接する民有地を実測するときや
道路の境界線に工作物（ブロック塀など）を設置するときに
は、境界確認申請が必要です。
※�対象となる境界杭は、立会い前に、仮杭などで復元し、市
および関係者がわかる状態にしてください。
■国道・県道に関する問い合わせ先
　　　（国道）常陸河川国道事務所岩瀬国道出張所
　　　　　　　　　　　　　　☎0296-75-2476
　　　（県道）茨城県筑西土木事務所
　　　　　　　　　　　　　　☎0296-24-9276

 道路
建設課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先

■デマンドタクシーとは
　予約に合わせて運行する乗合方式のタクシーです。市内で
あれば、どこへでも行くことができます。
　●利用できる方
　　桜川市に住民登録をしている方
　●事前登録
　　利用するには事前登録（無料）が必要です。
　　市役所または商工会にお申し込みください。
　●運行エリア・運行日時
運行エリア 市内全域　および　筑波山口バスターミナル

運行日 月曜日～金曜日

運休日
土・日曜、祝日
年末年始（12／29～1／3）
お盆（8／13～8／16）

運行
時刻表

午前便 8時 9時 10時 11時 12時
午後便 1時 2時 3時 4時 ―

●利用料金（片道）
乗車区間

利用者
市内全域 ⇔ 市内全域 岩瀬・大和地区

⇔ 筑波山口真壁地区 ⇔ 筑波山口
大人 300円 600円
中学生 200円 400円

3歳～小学生 100円 200円
※�お支払いは利用券のみです。市役所・商工会・タクシー車内で
ご購入ください。

 桜川市デマンド型乗合タクシー（通称：デマンドタクシー）
企画課　　　　☎0296-58-5111（代表）
桜川市商工会　☎0296-76-1800
　大和事務所　☎0296-58-5069
　真壁事務所　☎0296-55-4111

問い合わせ先
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１７４
コード番号：０７３
顧客名称 ：Body Shop Iwabuchi

鈑金 エリアマップ8図 A‐5

まかせて安心のプロショップ

Body Shop Iwabuchi
キズ・ヘコミ・車検
新車・中古車販売・ロードサービス
■桜川市真壁町長岡143-3
■TEL:0296-54-1946 ■FAX:0296-54-1947
■営業時間／9:00～17:30
■定休日／日曜、祝日 あり（10台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１７５
コード番号：０４４
顧客名称 ：大泉砕石株式会社

砕石 エリアマップ5図 D‐1

砕石業を通じて社会貢献する

大泉砕石株式会社
社会のインフラを支え、環境を守ります。

■桜川市大泉877
■TEL:0296-75-3131 ■FAX:0296-76-1128
■URL:http://www.oizumisaiseki.jp/
■E-mail:oizumisaiseki@leaf.ocn.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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■選挙権
　満20歳になると選挙権を持つことになります。現在、住
んでいる住所で投票するためには、転入届をした日から引
き続き３か月以上市内に住んでいて、選挙人名簿に登録さ
れていることが必要です。

■被選挙権
　国会議員や地方公共団体の長や議員などの選挙の候補者
になれる資格で、次のとおり要件が必要となります。
　・衆議院議員、市町村長／25歳以上の日本国民
　・参議院議員、都道府県知事／30歳以上の日本国民
　・ 都道府県議会議員、市町村議会議員／25歳以上の日本

国民で引き続き３か月以上同一市町村に住所のある方

■選挙人名簿
　選挙人名簿は、住民基本台帳を基にして作られます。住
民登録を忘れると投票できないこともあります。転入、転
出、転居などをするときは、必ず住民登録の手続きをして
ください。年４回の定時登録（3月、6月、9月、12月）に
登録されます。また、選挙のあるときは別に基準日を定め
て登録されます。

■選挙人名簿の縦覧
　定時登録の場合は、選挙人が確認できるよう登録月の3日か
ら７日までの間、また、選挙時登録の場合は、選挙管理委員会
が定める期間に縦覧ができます。

■投票の種類と方法
　・ 期日前投票／仕事、冠婚葬祭、出産、レジャーなど何ら
かの理由で投票日に投票できない方は、告示（公示）の
日の翌日から投票日の前日までに期日前投票ができます。

　・ 不在者投票／選挙人名簿登録地以外の市町村や指定病
院、指定老人ホームなどにおいては、不在者投票ができ
ます。

　・ 代理投票／身体の故障などにより、自ら投票用紙に候補
者の氏名を書くことができない場合は、係に申出ていた
だければ代理投票ができます。

　・ 郵便投票／身体に重度の障がいがあり、身体障害者手帳
や戦傷病者手帳をお持ちで一定の要件に当てはまる方、
介護保険の要介護認定区分が５で郵便投票証明書の交付
を受けている方は、郵便による投票ができます。

 選挙
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●�選挙
●�議会
●�広報・広聴

総務課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先

　議会は、市民に選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算
や条例など、市政の基本方針を決定する重要な役割を担って
います。

■議員定数と任期
　●定数� 18名
　●任期� 4年（平成26年9月24日～平成30年９月23日）

■定例会と臨時会
　議会は、年４回（３月、６月、９月、12月）定期的に開
かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

■本会議と委員会
　●本会議
　�　議員全員が議場に集まって会議を行うのが「本会議」
です。議会の最終的な意思決定は、本会議で行われます。
　●委員会
　�　委員会には、議会運営委員会、常任委員会、特別委員
会があります。

　�　議会運営委員会は、議会が円滑に運営されるように話し
合いを行います。常任委員会は、市の仕事を大きく３つに
分け、関係する議案や請願、陳情などを審査します。その
他特定の案件を集中的に審議するために、議決によって特
別委員会を置くことができます。
　・議会運営委員会　　　８名　・総務常任委員会　　６名
　・文教厚生常任委員会　６名　・建設経済常任委員会６名
　・議会広報特別委員会　６名（年４回議会広報紙の発行）

■市議会の傍聴
　本会議は一般に公開されています。傍聴席は50席です。
議会では、市民の生活に直結した案件が審議されます。市
政を身近に知るためにも、ぜひ傍聴にお越しください。
　傍聴をされるときは、市役所岩瀬庁舎�第２庁舎３階の傍
聴席入口の受付簿に住所、氏名、年齢を記入し、傍聴券を
取ってから入場してください。

■会議録
　会議録は、定例会や臨時会が終わって約３か月後にホー
ムページでご覧になれます。

 議会
議会事務局　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先
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■請願・陳情
　市民が市政などについて、議会に意見や要望を提出する方
法のことです。
　
　●請願・陳情の提出の仕方
　�　請願書（陳情書）には、願いの趣旨、請願者（陳情者）
の住所、氏名（法人の場合には、その名称および代表者
の氏名）を記載し、請願者が押印をし提出年月日を記入
のうえ、議長あてに提出してください。

　�　なお、請願書には、１人以上の紹介議員の署名または
記名押印が必要になります。

〇請願・陳情の書式例
� 表紙� 本文

〇〇〇に関する請願（陳情）書

　　　紹介議員

　　　　　氏名　　　　　　　㊞

　　　　　氏名　　　　　　　㊞

　　　　　氏名　　　　　　　㊞

※陳情に紹介議員はいりません。

〇〇〇に関する請願（陳情）

請願（陳情）事項の本文

　　年　月　日

　　　　　提出者(代表)

　　　　　住所

　　　　　氏名　　　　　　　㊞

　　　　　電話

桜川市議会議長

　　〇〇〇〇　様
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■「広報さくらがわ」
　市の施策や市民生活情報、イベント情報などをわかりやす
く正確にお伝えします。
　●発行日／毎月１日・15日に発行
　●配付方法／�各世帯へ自治会を通じて配付しています。ま

た、市ホームページでもご覧いただけます。
　※各庁舎にも置いてあります。

■市民の日
　市では、市民の皆様のご意見などを市政に反映するために、
毎月1回「市民の日」を開催しています。話題はなんでも結構
です。市長とお話ししてみませんか。日時・会場は、「広報さ
くらがわ」または「おしらせ版」をご覧ください。

■ホームページ
　●http://www.city.sakuragawa.lg.jp

■Facebook
　●https://�www.facebook.com/sakuragawa.city

■Twitter
　●https://twitter.com/sakuragawa_city

■YouTube
　●�https://www.youtube.com/channel/
　　UCfl5gjC-RUx6qRmⅠioAigzg/

■有料広告募集
　市では、市民の皆様の生活に密着した情報を提供するた
めに、「広報さくらがわ」・「公式ホームページ」に有料広告
を掲載しています。特に「広報さくらがわ」は、市内の全
世帯と公共施設に配付されますので、大きなPR効果が期待
できます。詳しくは、秘書広報課にお問い合わせください。

 広報・広聴
秘書広報課　☎0296-58-5111（代表）問い合わせ先
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■文化財の保存・活用
　市内に残る数多くの貴重な文化遺産（城跡や古い建物、仏
像など）を調査、保存して未来に伝えるとともに、適切な活
用により市民生活の文化的向上を図る事業を行っています。
　●歴史資料館（真壁伝承館内）
　�　歴史資料館には、郷土の資料を収集・保管し、皆さんが
郷土の歴史を学習するときに利用できる歴史民俗資料展示
室があります。
　�　１階には桜川市の歴史を学習できる展示室を設けるとと
もに、企画展を実施することにより多くの人たちに活用し
ていただけます。また、２階は歴史資料を保管・整理する
施設となっています。

　●旧真壁郵便局
　�　昭和２年に建築された旧真壁郵便局は、地域のランド
マークとして親しまれてきました。現在は公開施設として
自由に見学できるほか、展示や会議にも使用できます。

■埋蔵文化財
　土木工事や住宅建築などの開発行為を行う場合は、その土
地に埋蔵文化財（遺跡）が所在しているかどうかの確認が必
要になりますので、お問い合わせください。

 文化

文
化
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生涯学習課（真壁伝承館内）　☎0296-23-8521（直通）問い合わせ先

真壁伝承館

■公民館講座
　真壁伝承館、公民館・分館施設など市内９つの施設を、生
涯学習の拠点として提供しています。また、様々な講座を開
催していますので、お気軽にご参加ください。
　●休館日　　�月曜（休日の場合は翌日も休館）、祝日、�

年末年始（12月29日から１月３日まで）
　●開館時間　午前９時～午後10時
　●利用者　　市内居住者および在勤者
　●利用申請　1週間前まで

■図書館・図書室
　市内には、次の図書館・図書室があり、図書を読んだり、
借りることができます。

・真壁図書館（真壁伝承館内）� ☎0296-23-8525
　●休館日　　�真壁伝承館の休館日・図書整理日
　●開館時間　平日：午前10時～午後６時
　　　　　　　土日：午前９時～午後５時
　●利用者　　�誰でも利用できます。ただし、貸出は、市内

在住、在勤の方に限ります。

・岩瀬中央公民館図書室� ☎0296-75-0344
・大和中央公民館図書室� ☎0296-58-7117
　●休館日　　�公民館の休館日
　●開館時間　午前９時～午後５時

 生涯学習
生涯学習課（真壁伝承館内）　☎0296-23-8521問い合わせ先

■公民館など施設一覧
施設名 住所 電話番号 地図座標

真壁伝承館 真壁町真壁198 ☎0296-23-8521 4図C-3

岩瀬中央公民館 東桜川1-21-1 ☎0296-75-0344 1図D-3

農村環境改善センター 加茂部1491 ☎0296-75-0344（市岩瀬中央公民館） 2図D-3

大和中央公民館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和ふれあいセンター（シトラス） 羽田989-1 ☎0296-20-6300 3図A-3

公民館紫尾分館 真壁町椎尾3950 ☎0296-23-8521（市生涯学習課） 9図B-3

公民館谷貝分館 真壁町下谷貝1139 ☎0296-23-8521（市生涯学習課） 7図D-5

公民館樺穂分館 真壁町長岡621 ☎0296-23-8521（市生涯学習課） 8図A-5

原方集会所 真壁町原方1245-2 ☎0296-23-8521（市生涯学習課） 7図E-5

●�文化
●�生涯学習
●�スポーツ
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■貸出施設
施設名 競技種目

岩瀬運動場 ソフトボール、グランドゴルフ
など

岩瀬桜川運動公園 野球、テニスなど

総合運動公園
（岩瀬体育館「ラスカ」）

野球、ソフトボール、テニス、
サッカー、バスケット、バレー
など

温水プール「サンパル」 水泳

真壁運動場 ソフトボール、サッカーなど

真壁体育館 バスケット、バレーなど

社会体育研修センター 会議、研修など

大和スポーツ公園 サッカー、ゲートボールなど

大和運動場 野球、ソフトボールなど

大和体育館 バスケット、バレーなど

※�料金などにつきましては施設ごとに異なりますので、ス
ポーツ振興課までお問い合わせください。

■総合型地域スポーツクラブ「桜川スマイルクラブ」
　健康な体づくりのため、「いつでも　だれでも　楽しく」
を合言葉に老若男女問わず、多くの方がさわやかな汗を流し
ています。

◆主な実施種目

硬式テニス 第1・3火曜日

ジュニア硬式テニス 第2・4火曜日

ソフトテニス 第1・3日曜日

バドミントン 第2・4日曜日

スポーツ吹矢 第1・3・4水曜日

エクササイズダンス 第1・3土曜日

アイアンガーヨガ 第２・４土曜日

太極拳 第１・２・４火曜日

バランスボールと健康体操 第２・４土曜日

健康体操とリンパマッサージ 第１・３木曜日

ビームライフル 第１・３土曜日

水泳・アクアビクス 前期４・５・６月　日曜日
後期９・10・11月　日曜日

◆入会金・年会費
　※別途、スポーツ保険への加入が必要です。

会費種別 入会金 年会費

家族会員※注 １人１千円 ５千円

16歳以上 １千円 ３千円

小中学生 １千円 ２千円

小学生未満 無料 無料

スポーツ保険
・一般1,850円　・65歳以上１千円　・幼児小中学生800円
※注：�家族会員は、入会時に１人当たり1千円の入会金が必

要です。年会費は、人数に関係なく5千円です。

◆問い合わせ先
　事務局　☎090-6793-2016
　支援窓口（スポーツ振興課）　☎0296-75-6600

 スポーツ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

総合運動公園

スポーツ振興課（岩瀬体育館内）　☎0296-75-6600（直通）問い合わせ先
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産　業

■森林の所有に関する届出
　売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した方
は、面積に関わらず市に届出をしなければなりません。ただ
し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出して
いる方は対象外です。

■地域森林計画対象民有林の伐採
　自分の所有する山林であっても、地域森林計画の対象と
なっている土地の立木を伐採する場合は、事前に届出が必要
になります。詳しくは、農林課にお問い合わせください。

■イノシシ対策
　イノシシ被害を防止するため、対策のための補助金を次の
とおり交付します。
　・�トタン柵設置補助（購入費の
1/2以内、限度額２万円）

　・�電気柵設置補助（購入費の1/2
以内、限度額３万円）

　・�わな猟免許取得補助（定額
１万4,500円、猟友会への新規
加入が条件となります）

 農林業

産
　
業

農林課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

■直売所一覧
施設名 住所 電話番号 営業時間 地図座標

JA北つくば岩瀬農産物直売所（百将屋） 桜川市富岡750 ☎0296-54-4841 午前９時～午後６時�※ 1図A-2

ほほえみ市 桜川市明日香2-31 ☎0296-76-0132 土曜日のみ
午前11時～午後２時 1図C-3

いきいきファームやまと 桜川市大国玉633 ☎0296-58-5343 日曜日定休　
午前９時～午後６時 7図D-2

真壁さわやか直売所 桜川市真壁町山尾734-4 ☎0296-55-3845 お盆・年末年始休
午前９時30分～午後６時 4図D-4

直売所　さくら 桜川市大泉331-1 ☎090-5330-4158 無休
午前９時～午後４時 5図E-3

桜川市真壁特産品直売所 桜川市真壁町椎尾2797-1 ☎0296-54-2887 土・日・祝日のみ
午前９時～午後４時 9図B-4

協和施設園芸協同組合（KEK）岩瀬売店 桜川市下泉34-7 ☎0296-76-0744 お盆・年末年始休
午前９時～午後５時�※ 5図D-5

メルカード岩瀬 桜川市上野原地新田308-3 ☎0296-75-5995
木曜日定休
午前10時～午後３時
午後５時～午後９時

7図C-1

農産物直売所長方屋 桜川市長方979-9 ☎0296-73-5831 年末年始休
午前８時30分～午後６時 5図D-5

直売所　おおぞら 桜川市真壁町飯塚1021 ☎0296-54-2500 無休　
午前９時～午後７時 4図B-3

JA北つくば岩瀬女性部直売 桜川市加茂部
（JA北つくば子育て支援センター前） ☎0296-75-1907 土曜日のみ　

午前８時～午前10時 2図D-4

農産物直売所ことぶき 桜川市青木880-1 ☎0296-58-6487 木～土曜日営業
午前８時30分～午後１時 7図E-1

※季節により異なりますので、お問い合わせください。

 直売所
農林課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

●�農林業
●�直売所
●�農地
●�中小企業融資制度

sakura_naka_0219.indd   82 2015/02/20   17:20

83

■農地の売買と転用
　農地を農地として売買、贈与あるいは、貸借する場合は、
農業委員会の許可が必要です。相続等により農地の権利を
取得した方は、農業委員会に届け出てください。
　また、農地を住宅、工場、山林、資材置場など農地以外
に転用するときは、農地法の許可（市街化区域にあっては
届出）が必要です。なお、農地の埋め立て等による改良行
為を行うときは、農業委員会との協議が必要です。
　農地法の許可に関する受付期間は、毎月6日から10日（10
日が土、日、祝日の場合は、翌週の開庁日)です。
※届出については、随時受け付けています。

 農地

■農地などの相談
　農地の贈与や相続について納税猶予制度があります。ま
た、農地制度などについてもお気軽にご相談ください。

■農業者年金
　農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者
がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金
（基礎年金）に上乗せした公的な年金制度です。
　国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事す
る20歳以上60歳未満の方ならどなたでも加入できます。ま
た、毎月の保険料は、２万円から６万７千円までの間で自
由に決めることができます。詳しくは、農業委員会事務局
までお問い合わせください。

産
　
業

農業委員会事務局　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先

■中小企業事業資金融資あっせん制度
　・�市内の中小企業者を対象に、事業資金の融資とこれに

関する保証をあっせんします。
　・�対象者は、桜川市において１年以上住居または事務所

を有し、市税や水道料金などを完納している方です。
受付窓口
　桜川市商工会
　本所（岩瀬）� ☎0296-76-1800
　大和事務所� ☎0296-58-5069
　真壁事務所� ☎0296-55-4111
融資区分 資金の種類 融資期間 融資上限額 備��考

自治金融
設備資金

７年 １千万円
設備・運転併せ
て１千万円運転資金

振興金融
設備資金

７年 ２千万円
担保あり
設備・運転併せ
て２千万円運転資金

■保証料助成・利子補給制度
　・自治金融、振興金融、小規模事業者経営改善資金融資
� �（マルケイ融資）を利用した中小企業者に対し、保証料の
助成と利子補給を行います。

　・�対象者は、基準日（毎年３月31日）に市税や水道料金
などを完納している方です。

　※ただし、助成は予算の範囲内となります。

融資区分
利子補給 保証料補助

助成額※ 助成期間 助成額※ 助成期間

振興金融 ― ―
融資額１千万
円に対する保
証料

全期

自治金融 ― ― 全額 全期

小規模事業者
経営改善資金融資
（マルケイ融資）

0.5％
以内 1年 ― ―

 中小企業融資制度
商工観光課　☎0296-55-1111（代表）問い合わせ先
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印
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年 月 日
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案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１８８
コード番号：０３１
顧客名称 ：全日本青果流通システム株式会社

八百屋 エリアマップ7図 E‐5

採れたて新鮮野菜を全国へ宅配

新鮮野菜や果物色々100円！お得な業販品やギフトも充実！
午後3時までのご注文で翌日にお届けできます。
■桜川市真壁町亀熊1305-1 ■ 0120-011-808
■営業時間／9:00～18:00
■定休日／（お盆や正月など、時期を除き年間無休）
■URL:http://www.100yen-yaoya.com ※当店の価格はすべて税込価格となります。 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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修正提出日
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校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１８９
コード番号：１２５
顧客名称 ：農林新都市開発株式会社

林業 エリアマップ4図 D‐2

日本の森林は私たちの大切な資源です

農林新都市開発株式会社
木の伐採、伐根、造成工事。

■桜川市真壁町桜井386‐1
■TEL:0296-54-5986 ■FAX:0296-54-5987
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日

あり（10台）
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※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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市役所

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市役所大和庁舎 羽田1023 ☎0296-58-5111 3図A-3

桜川市役所岩瀬庁舎 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3

桜川市役所真壁庁舎 真壁町飯塚911 ☎0296-55-1111 4図B-2

福祉・健康

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市福祉事務所 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3

桜川市岩瀬福祉センター 鍬田612 ☎0296-76-2940 1図B-3

岩瀬中央児童館 岩瀬353 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 1図C-3

桜川市岩瀬高齢者センター 岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

桜川市真壁福祉センター 真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2441 4図D-4

飯塚児童館 真壁町飯塚1 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 4図C-3

上小幡児童館 真壁町上小幡1156 ☎0296-75-3156
（市児童福祉課） 8図A-4

桜川市いこいの家 羽田1038-25 ☎0296-58-7888 3図A-2

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-58-5111 3図A-3

保育所・幼稚園

施設名 住所 電話番号 地図座標

市立岩瀬保育所 西桜川2-29 ☎0296-75-2074 1図C-3

市立岩瀬東部保育所 友部170-2 ☎0296-75-2309 2図C-3

市立岩瀬北部保育所 南飯田885-1 ☎0296-75-2204 6図B-3

市立やまと保育所 羽田803 ☎0296-58-6060 3図A-3

市立坂戸幼稚園 西飯岡558-1 ☎0296-75-2149 5図E-4

市立やまと幼稚園 大国玉13 ☎0296-58-5096 7図D-2

市立まかべ幼稚園 真壁町桜井848 ☎0296-55-3555 4図E-3

学校教育施設

施設名 住所 電話番号 地図座標

市立岩瀬小学校 鍬田553-5 ☎0296-75-2059 1図B-4

市立坂戸小学校 西飯岡512-4 ☎0296-75-2103 5図E-4

市立南飯田小学校 南飯田1-1 ☎0296-75-2048 6図B-3

市立羽黒小学校 友部201 ☎0296-75-2239 2図C-2

市立猿田小学校 猿田413-1 ☎0296-76-1255 8図C-2

市立雨引小学校 本木1591 ☎0296-58-5019 3図C-3

市立大国小学校 大国玉597 ☎0296-58-5022 7図D-2

市立真壁小学校 真壁町田25 ☎0296-55-0069 4図C-4

市立紫尾小学校 真壁町椎尾1687 ☎0296-55-0439 9図B-3

市立谷貝小学校 真壁町下谷貝1146-1 ☎0296-55-0671 7図D-5

市立樺穂小学校 真壁町長岡437 ☎0296-55-0279 8図A-5

市立岩瀬東中学校 磯部466 ☎0296-75-5119 6図B-4

市立岩瀬西中学校 富岡535 ☎0296-75-2104 5図E-4

市立大和中学校 羽田1000 ☎0296-58-5042 3図A-3

市立桃山中学校 真壁町伊佐々 158 ☎0296-55-0157 4図B-5

市立桜川中学校 真壁町亀熊570 ☎0296-55-0667 7図E-5

県立岩瀬高等学校 岩瀬1511-1 ☎0296-75-2475 1図D-2

県立真壁高等学校 真壁町飯塚210 ☎0296-55-3715 4図C-2

岩瀬日本大学高等学校 友部1739 ☎0296-75-2242 2図C-4

桜川市教育支援センター
（さくらの広場） 羽田1028-1 ☎0296-58-6112 3図A-3

桜川市学校給食
センター 羽田1008 ☎0296-58-8310 3図A-3

桜川市南学校給食
センター 真壁町亀熊786-1 ☎0296-55-0668 7図E-5

公民館・集会施設

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市岩瀬中央公民館 東桜川1-21-1 ☎0296-75-0344 1図D-3

桜川市農村環境改善
センター 加茂部1491 ☎0296-75-0344

（市岩瀬中央公民館）2図D-3

桜川市真壁伝承館 真壁町真壁198 ☎0296-23-8521 4図C-3

桜川市真壁コミュニティ
センター 真壁町酒寄1665 ☎0296-55-1111

（市農林課） 9図B-5

桜川市公民館紫尾分館 真壁町椎尾3950 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 9図B-3

桜川市公民館谷貝分館 真壁町下谷貝1139 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 7図D-5

桜川市公民館樺穂分館 真壁町長岡621 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 8図A-5

桜川市原方集会所 真壁町原方1245-2 ☎0296-23-8521
（市生涯学習課） 7図E-5

桜川市真壁農村高齢者
センター 真壁町東山田2266 ☎0296-55-1111

（市農林課） 9図B-2

桜川市大和中央公民館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

施
設
ガ
イ
ド

　

施設ガイド
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観光・文化

施設名 住所 電話番号 地図座標

上野沼やすらぎの里
キャンプ場 上野原地新田48 ☎0296-76-0952 5図C-5

桜川市筑波高原
キャンプ場

真壁町羽鳥土俵場
国有林 ☎0296-54-0403 9図C-4

みかげスポーツ公園 真壁町桜井1073 ☎0296-55-1159
（市商工観光課） 9図D-1

桜川市大和ふれあい
センター
（愛称シトラス）

羽田989-1 ☎0296-20-6300 3図A-3

スポーツ

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川市総合運動公園 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

桜川市岩瀬運動場 青柳283 ☎0296-75-6600
（市岩瀬体育館） 1図D-4

桜川市岩瀬桜川運動公園 磯部437 ☎0296-75-6600
（市岩瀬体育館） 6図B-4

桜川市真壁運動場 真壁町源方寺43-1 ☎0296-54-0406 9図B-1

桜川市大和運動場 羽田1000 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-2

桜川市大和スポーツ公園 高久2131-134 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 7図D-4

桜川市岩瀬体育館
（愛称：ラスカ） 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

桜川市真壁体育館 真壁町古城377 ☎0296-54-0753 4図D-3

桜川市大和体育館 羽田1028-1 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-3

桜川市岩瀬温水プール
（愛称：サンパル） 岩瀬2685-14 ☎0296-75-4488 1図E-3

桜川市真壁農業者
トレーニングセンター 真壁町古城377 ☎0296-54-0753

（市真壁体育館） 4図D-3

桜川市社会体育研修
センター 真壁町古城377 ☎0296-54-0753

（市真壁体育館） 4図D-3

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-54-0753
（市真壁体育館） 3図A-3

警察

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川警察署 真壁町塙世188-1 ☎0296-55-0110 4図A-2

椎尾駐在所 真壁町椎尾1793-132 ☎0296-55-1567 9図B-3

雨引駐在所 大曽根561-1 ☎0296-58-5074 3図C-4

岩瀬地区交番 鍬田553-34 ☎0296-76-0110 1図B-4

羽黒駐在所 加茂部1226-2 ☎0296-75-5356 2図D-4

小塩駐在所 小塩213-1 ☎0296-75-1997 6図C-3

南飯田駐在所 南飯田935-6 ☎0296-75-0859 6図B-3

消防署

施設名 住所 電話番号 地図座標

桜川消防署 西桜川2-29 ☎0296-75-3592 1図C-3

桜川消防署真壁分署 真壁町山尾793 ☎0296-55-2403 4図D-4

桜川消防署大和分署 羽田1000 ☎0296-58-6851 3図A-3

駅

施設名 住所 電話番号 地図座標

JR岩瀬駅 犬田1365
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

1図C-4

JR羽黒駅 友部1553
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

2図C-3

JR大和駅 �高森926
☎050-2016-1600
（JR東日本お問い
合わせセンター）

7図D-1

郵便局

施設名 住所 電話番号 地図座標

岩瀬郵便局 岩瀬71-1 ☎0296-75-3600 1図C-3

東那珂郵便局 西小塙426-1 ☎0296-75-5139 2図C-2

北那珂郵便局 南飯田1085-4 ☎0296-75-3163 6図B-3

真壁郵便局 真壁町飯塚1001-2 ☎0296-55-0010 4図B-3

紫尾郵便局 真壁町椎尾1261-1 ☎0296-55-2237 9図B-3

真壁長岡郵便局 真壁町長岡554-10 ☎0296-55-2238 8図A-5

雨引郵便局 本木445-2 ☎0296-58-5001 3図C-3

大国郵便局 大国玉601 ☎0296-58-5021 7図D-2

その他

施設名 住所 電話番号 地図座標

筑北環境衛生組合 長方1245 ☎0296-75-2533 5図E-5

県西総合病院 鍬田604 ☎0296-75-3171 1図B-3

筑西地域職業訓練センター 下泉625-1 ☎0296-75-1254 5図C-5

桜川シルバー人材センター 真壁町下谷貝435 ☎0296-55-0201 9図A-1

�
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AED（自動体外式除細動器）設置施設
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９５
コード番号：０３８
顧客名称 ：公益社団法人 桜川市シルバー人材セ

ンター

シルバー人材センター エリアマップ9図 A‐1

多様な人材の宝庫！

公益社団法人 桜川市シルバー人材センター
植木剪定、除草作業、障子・襖の張替え
その他、お仕事のご相談承ります。
■桜川市真壁町下谷貝435
■TEL:0296-55-0201 ■FAX:0296-54-2488
■営業時間／8:15～17:15 ■定休日／土、日、祝日
■E-mail:sakuragawa@sjc.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２００
コード番号：０６５
顧客名称 ：飯田建設（株）

建設業 エリアマップ5図 E‐4

住みよい環境・地域づくりに貢献する

飯田建設株式会社
・総合建設業
・土木・建築・舗装

※どんな事でも御相談頂ければ、責任を持ってお手伝いさせて頂きます。

■桜川市富岡105
■TEL:0296-75-3591 ■FAX:0296-75-3580
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜・祝日

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０２
コード番号：０５１
顧客名称 ：有限会社蛯原工務店

建築・修理・リフォーム エリアマップ5図 E‐4

住まいの事ならお気軽にどうぞ

有限会社蛯原工務店
一般建築設計施工
新築・増改築・リフォーム等、住まいに関する事何でもご相談下さい。
地域密着型工務店ですので家を造り終った後のアフターケアーも万全です。
是非ご用命下さい。

■桜川市富岡83
■TEL:0296-75-4418

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９８
コード番号：０１１
顧客名称 ：和久井彌瓦店

瓦店 エリアマップ6図 A‐3

瓦・屋根工事

和久井彌瓦店
屋根のトラブルお任せ下さい！
・雨もり修理・新築・ふきかえ・その他屋根工事全般
点検・見積り無料 お電話一本で即対応します。
代表 和久井 健

■桜川市中里438-6
■TEL:0296-75-3884
■FAX:0296-75-3884

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９６
コード番号：１２９
顧客名称 ：（株）仁平工務店

建設 エリアマップ1図 C‐2

地元に貢献できる企業を目指します

株式会社仁平工務店
・特定建設業 （平成26年度土木部長賞受賞）
・土木建築、設計施工一式請負
・舗装工事全般
代表取締役 仁平 一俊

■桜川市岩瀬1340
■TEL:0296-75-2638
■FAX:0296-75-2513
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜・祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０１
コード番号：０７０
顧客名称 ：（株）にのみや工務店

建築・修理・リフォーム エリアマップ1図 B‐2

ＦＰの家で安心安全な家造りを！

（株）にのみや工務店
にのみや工務店の住宅は、なぜ高性能を目指すのか？それは室内の「カビ、ダ
ニ、結露、化学物質」をゼロにしたいからです。また弊社の住宅は全棟が長期
優良住宅又は、認定低炭素住宅を取得しており、私どもは性能と安心安全な家
造りを目指します。

■桜川市御領2-4
■TEL:0296-75-0369 ■FAX:0296-75-1470
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／水曜日、祝日
■URL:http://www.ninomiya-e.co.jp
■E-mail:formmail@ninomiya-e.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０３
コード番号：０７９
顧客名称 ：足立建設（株）

建設 エリアマップ2図 E‐3

環境に優しい会社を目指しています

足立建設株式会社
■解体工事（木造・コンクリート造・鉄骨造）■建物改修
※土木及び建築工事の請負 ※産業廃棄物の収集運搬

建設業許可 茨城県知事（般）第13876号
（特）土木工事一式、建築工事一式、とび・土工・コンクリート

■桜川市加茂部408 （桜川営業所）
■TEL:0296-75-0900
■FAX:0296-75-5962
【本社】水戸市東野町167-5
TEL：029-247-1084 FAX：029-247-1076 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９９
コード番号：０５５
顧客名称 ：合資会社和久井瓦店

瓦店 エリアマップ6図 A‐3

新築もリフォームも、屋根のご相談は

合資会社和久井瓦店
（一社）全日本瓦工事業連盟・茨城県瓦工事業組合加盟店。全瓦連瓦屋根診断
技士による安心点検・御見積、一級かわらぶき技能士による安心施工。安心な
屋根を御提供するために尽力いたします。工事の大小にかかわらず、雨漏り点
検のみでもお気軽にご連絡ください。

■桜川市中里470
■TEL:0296-75-3300
■FAX:0296-75-3365

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１９７
コード番号：０４１
顧客名称 ：有限会社塩田新聞店

新聞店 エリアマップ2図 A‐2

地域の皆様のお役に立ちたいと考えています

・読売新聞 ・産経新聞
・スポーツニッポン ・毎日新聞
・茨城新聞 ・報知新聞 ・朝日新聞
・サンケイスポーツ ・日本経済新聞

■桜川市上城275-4
■TEL:0296-70-8807
■FAX:0296-70-8810
■営業時間／8:00～16:00
■定休日／日曜、祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

ダイ　　　カ ン

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年3月4日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０５
コード番号：０８０
顧客名称 ：株式会社 野村石材店

石材 古河市

寛大な真心サービスで対応致します

墓石、墓所それに伴う付属品など。
墓所改修工事、追加戒名彫り、他、各種石材加工販売

■古河市磯部756-1
■TEL:0280-33-7752 ■FAX:0280-92-8597
■営業時間／9:00～17:30
■定休日／木曜日
■E-mail:daikan@sb4.so-net.ne.jp あり（10台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０４
コード番号：１２６
顧客名称 ：村井醸造株式会社

蔵元 エリアマップ4図 C‐3

蔵の街 真壁の地酒

村井醸造株式会社
毎日食べても飽きないお米の美味しさを生かしたお酒、それが「公明」です。

■桜川市真壁町真壁72
■TEL:0296-55-0005
■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／不定休
１２月初旬から２月中旬頃まで、蔵の作業場見学ができます。
お気軽にお問い合わせください！ あり（4台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２１０
コード番号：０８７
顧客名称 ：有限会社 石崎石材工業

石材 エリアマップ6図 C‐4

石のことなら何でもおまかせ下さい

有限会社
石崎石材工業
墓石の立て直し、補修、戒名彫刻など、どのようなことでも お気軽にお電話
下さい。

■桜川市坂本256
■TEL:0120-76-1482
■FAX:0296-75-6070

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０９
コード番号：１０４
顧客名称 ：羽黒石材商工業組合

協同組合 エリアマップ2図 C‐3

石ともに生きる

羽黒石材商工業協同組合
羽黒青糠目石、稲田石、坂戸石、やさとみかげ（茨城中目石）を産出し、古く
から採掘や加工などの高度な技術が蓄積され、伝統の技が生きた品質の高い石
材製品を送り出しています。記念碑、モニュメント、墓石、ガーデニング、建
築材、土木用材などあらゆる分野のご用命にお答え致します。
石のことなら当組合へ！

■桜川市友部1637
■TEL:0296-75-5458 ■FAX:0296-75-5313
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.ibarakiken.or.jp/haguro/
■E-mail:haguro@ibarakiken.or.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２０８
コード番号：０５８
顧客名称 ：株式会社酒井商会

自動車販売 エリアマップ1図 B‐5

環境にやさしい自動車解体屋さん

株式会社 酒井商会
中古車販売・自動車中古部品販売
トラック・重機・フォークリフト・車両等買取
産業廃棄物収集運搬業（茨城県・栃木県）
自動車リサイクル業（引取・フロン類回収・解体）

■本社 桜川市犬田1018
第一工場 桜川市犬田1014-1 第二工場 桜川市中里303-2

■TEL:0296-76-0664 ■FAX:0296-76-2003
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜・祝日

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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真壁医師会桜川支部長　延島　茂人

地域医療の充実にむけて
　真壁医師会は、茨城県西部地域に位置する「筑西市」「下妻市」「桜川市」「八千代町」の三市一町の広域に渡る
県西医療圏をカバーする県下トップクラスの大世帯の組織となっております。
　当医師会は、医道の高揚、医学並びに医療の普及発達と公衆衛生の向上を図り、公共の福祉を増進することを
目的に、主な事業としては、准看護学院の運営並びに訪問看護ステーション及び指定居宅介護支援事業、県西地
域産業保健センターの運営等を行っております。
　行政とも緻密な連携・協力を図りつつ救急医療、老人保健、母子保健、学校保健、予防接種、各種検診、健康
教育、介護認定等多岐にわたり地域医療推進に積極的に取り組んでおります。
　私ども真壁医師会は、皆様の立場にたった最善の医療を提供すべく医療の学術専門団体として会員相互の連携
の下に、皆さまが健康で安心した生活ができるよう、これからの社会保障制度の充実に向け、邁進してまいりたい
と思っております。

一般社団法人　真壁医師会　桜川支部

ご挨拶

　

暮らしサービス

真壁医師会　准看護学院

教育理念
　本学院は、生徒が准看護師として看護を実践できる職業人を育成することを目的
としている。
　看護の対象が人間であることの認識の上に立って原理に基づいた看護技術の習得
また、健康障害とその看護法についての知識をもって医師・歯科医師または看護師
の指示のもとに応用・実践できることである。
　当学院での２年間で涵養し、基礎的看護能力をつけることで、将来総合保健医療
における准看護師の役割を理解し、他の医療チームメンバーと協力して働くことが
できることを期待している。

所在地

真壁医師会
〒308-0841　茨城県筑西市二木成827-1
☎0296-24-8788　FAX 0296-24-1570

真壁医師会　准看護学院
〒308-0841　茨城県筑西市仁木成827-1
☎0296-22-7702
学院長　久野宗寛

＜ACCESS＞
下館駅南口より徒歩15分
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医療機関名 所在地 電話番号

真
壁
地
区

阿部田医院 真壁町亀熊123-1 ☎0296-55-0305
大塚医院 真壁町亀熊1900 ☎0296-55-0512
田崎内科医院 真壁町田268-6 ☎0296-55-2511
つくし野クリニック 真壁町椎尾2022 ☎0296-20-7755
内科宮本医院 真壁町古城229-1 ☎0296-55-0101
なかはら整形外科医院 真壁町飯塚496-1 ☎0296-23-9955
仁保内科医院 真壁町真壁425 ☎0296-23-8088
根本医院 真壁町真壁202 ☎0296-55-0027
マカベシルバートピア 真壁町東山田1945 ☎0296-54-2800

医療機関名 所在地 電話番号
大
和
地
区

千勝医院 本木1600 ☎0296-58-5010
延島クリニック 東飯田658 ☎0296-58-5058
大和クリニック 大国玉2513-12 ☎0296-58-7788

岩
瀬
地
区

上の原病院 上野原地新田159-2 ☎0296-75-3128
～3130

鏑木クリニック 加茂部4-1 ☎0296-76-3131
県西総合病院 鍬田604 ☎0296-75-3171
山王病院 岩瀬42 ☎0296-75-0600
せいかん荘クリニック 岩瀬1540 ☎0296-76-1818
袖山医院本院 西桜川1-43 ☎0296-75-2019
平島医院 岩瀬198 ☎0296-75-2510

真壁医師会 桜川支部
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２２
コード番号：００４
顧客名称 ：せいかん荘クリニック

医療 エリアマップ1図 D‐2

予約診療を行っています

せいかん荘クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～13:00 ● ● － ● － ● － －

※但し急患は時間外でも診察可能です。

【診療科目】
内科・循環器内科

［院長］
袖山 昌子

■桜川市岩瀬1540
■TEL:0296-76-1818
関連施設 特別養護老人ホーム県西せいかん荘 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２４
コード番号：１２８
顧客名称 ：延島クリニック

医療 エリアマップ8図 A‐4

医療法人 同愛会

延島クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －

【診療科目】
内科・外科・消化器内科
循環器内科・呼吸器内科
耳鼻咽喉科・肛門外科

■桜川市東飯田658
■TEL:0296-58-5058 ■FAX:0296-58-7422
■併設:介護老人保健施設さくらがわ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２５
コード番号：０４２
顧客名称 ：平島医院

医療 エリアマップ1図 C‐4

禁煙治療・特定健診・往診随時承ります

平島医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～13:00 ● ● ● ● ● ● － －

16:00～18:30 ● ● ● ● ● － － －

※往診時間：15：00～16：00

【診療科目】
内科・循環器内科・小児科

■桜川市岩瀬198
■TEL:0296-75-2510
■FAX:0296-76-2444 あり（5台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２０
コード番号：０９５
顧客名称 ：田崎内科医院

内科 エリアマップ4図 B‐4

医療法人次恵会

田崎内科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ▲ ● ▲ － －

14:00～17:00 ● ● ● － ● － － －

※木・土曜午前のみ 、臨時休診あり

【診療科目】
内科・小児科・消化器内科

■桜川市真壁町田268-6 ■TEL:0296-55-2511
診療時間は検査、診療内容により異なる場合がございます。
事前に医院へご確認ください。 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２３
コード番号：０７６
顧客名称 ：袖山医院本院

内科・循環器内科 エリアマップ1図 C‐3

在宅医療も行っています

袖山医院本院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～13:00 ● ● ● ● ● － ● －

16:00～18:00 ● ● ● ● ● － － －

※往診14時～16時 日曜は12時まで

【診療科目】
内科・循環器内科・小児科・皮膚科

■桜川市西桜川1-43
■TEL:0296-75-2019

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：２２１
コード番号：０２７
顧客名称 ：上の原病院

医療 エリアマップ7図 C‐1

医療法人 鴻仁会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:00～18:00 ● ● － ● ● － － －

※各科毎にお問い合わせ下さい。

【診療科目】
内科、外科、胃腸内科、循環器内
科、整形外科、精神科、リハビリ
テーション科

■桜川市上野原地新田159-2
■URL:http://www4.ocn.ne.jp/~uenohara/
■ＴＥＬ：0296-75-3130（外来） あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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暮らしサービス

406
W185mm×H70mm

会長：藤井 宗一

　筑西薬剤師会は、桜川市・筑西市・結城市の薬剤師で構成され、各地区行政及び各医療機関と連携し、医薬分
業・在宅医療・薬物乱用防止など、地域の皆様の健康増進と公衆衛生の向上を目指して活動しています。国は地
域密着の健康情報拠点として、健康相談・一般用医薬品や健康食品等の適正使用・糖や脂質の簡易検査などによ
り、セルフメディケーション推進のための薬局/薬剤師の活用促進に力を入れています。自宅等での療養見守りに
重点を置いた在宅医療では、現場での薬の効果や副作用のチェック、飲み方・残薬の指導相談など、医師や医療・
介護の方達との連携により、より安心安全な医療が求められています。
　また学校においては、学校薬剤師として水質・空気・照度等公衆衛生の検査・指導など、子供達の健康・生活
環境を守るためのお手伝いをしています。自治体や老人クラブ、市民団体などが主催する健康教室などでは、薬
剤師を講師として無料で委託派遣するベストライフ事業も行っています。

筑西薬剤師会　　桜川支部

桜川市のみなさまへ

かかりつけ薬局の勧め
　皆様にとって一番身近な医療提供施設である薬
局は、健康管理に関することやお薬、サプリメン
ト、在宅医療、在宅介護など気軽に相談できる場
所でありたいと、日々研鑽しています。そんなな
かで、あなたに相性の良い薬局を「かかりつけ薬
局」としていただけたら、より便利にお役に立て
ることでしょう。また、休日夜間対応として、近
隣の薬局が輪番で緊急携帯電話の対応を行ってい
ます。基本的には、かかりつけ薬局にかけていた
だきたいのですが、都合で通じない場合は以下の
番号で、輪番の当番薬局が対応します。

　緊急の処方箋、薬や副作用相談など営業時間外い
つでも対応できるように勤めています。
休日夜間緊急連絡電話：☎090-6150-2079
※�休日夜間輪番制に参加していない薬局もあります
ので、個別の備考でご確認ください。

お薬手帳の勧め（緊急時のお守り）
　同じ成分の薬の重複や、一緒に服用してはいけ
ない薬をチェックする目的で使用される「お薬手
帳」は、緊急時に自分を守ってくれる大事な情報
手帳なんです。東日本大震災でも多いに役立ちま
した。かかりつけ薬局や医院が営業できない時や、
事故で口がきけなかったり飲んでいる薬が分から
なくなっても、この手帳を提示すれば自分の薬歴
がすべて分かるようになっています。家の引き出
しに大事にしまっておいたりしないで、いつも保
険証と一緒に身につけておきましょう。処方箋の
薬はもちろん、お医者さんで出された
薬、薬局で買った一般薬やサプリメン
ト、また、副作用なども気がついたこ
とを忘れずに、すべて1冊に書き残し
ておき、いつも持ち歩くことが大事
です。
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災害時は携帯電話もパソコンも使えないかもしれません。大切なことをこのカードに書いておきましょう。
自分が被害にあって意識のない時に救助者へ大切な情報を伝えることができます。

桜川市　くらしのガイドブック
平成 27年 3月発行

発行：桜川市・株式会社ゼンリン つくば営業所

お問い合わせ先
桜川市役所 〒309-1293　桜川市羽田1023番地 TEL 0296-58-5111（代表）
㈱ゼンリン つくば営業所 〒305-0821　つくば市春日2-14-14 TEL 029-855-5717

無断で複写・転載することはご遠慮ください。
著作権者に無断で本誌の全部または一部を複製
及び転載することは、著作権法により禁止されて
います。
©City of SAKURAGAWA
©2015 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分1地方図、2万5千分1地形図及び電子地形図25000を使用した。（承認番号平26情使、
第244－A61号）」
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。（承認番号平26情使、第242－A28号）」
「この地図は、桜川市長の承認を得て同市発行の都市計画図1/2,500および1/10,000一式（市内全図）、桜川市道路台帳附図1/1,000（旧大和村全地図）を使用して調製
したものです。（承認番号）桜都第49号」

○行政の業務に関するお問い合わせは、桜川市役所・各担当課までお問い合わせください。
　※掲載内容は、平成27年２月１日現在のものです。発行後、掲載情報に変更がある場合もありますのでご了承ください。
○広告内容及び地図内容については、㈱ゼンリンまでお問い合わせください。

お 断 り

本文中の地図は弊社2013年12月発行の桜川市住宅地
図データをもとに作成しております。作成には細心の注
意をはらい編集作業を行っておりますが、データ量は
膨大であり日々変化する現状と地図面とが一致しない
場合があります。また、目標名称などは見やすさを優先
し正式名称などを一部割愛して表現をしております。
申し訳ございませんが何卒ご了承くださいます様
よろしくお願い申し上げます。
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白田工建株式会社
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