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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
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●�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

子
育
て
・
教
育

■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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