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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。
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■�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）
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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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■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
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■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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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
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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
【真壁地区】し尿汲み取り、浄化槽汚泥引き抜き清掃

■TEL:0296-22-5090 ■FAX:0296-24-9159
■フリーダイヤル:0120-553-304
担当業者：（有）マカベクリーン 0296-55-0313

（有）ニヤマクリーンサービス 0296-22-2079

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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■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
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【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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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
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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
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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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