
混ぜれば「ごみ」 分ければ「資源」

資源ごみの分け方・出し方

家庭から出るごみはきちんと分別し、可燃ごみや不燃ごみを減らしましょう。
…………無色透明で最長辺が80㎝以下のもの■ビニール袋

…決められた収集曜日の午前6時から8時まで■集積所に出す時間
◎学校 ・行政区等の集団回収やスーパー等の店頭回収を利用PTA

し、資源リサイクルにご協力をお願いします。
◎｢ごみの分け方・出し方ポスター｣には外国語版もあります。

カ ン

ビ ン

ペットボトル

紙 類

布 類

※集積所に出された資源ごみの所有権は市に帰属します。抜き取りはおやめください。
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飲料缶・缶詰
中身を空にし
て、水洗いし
てから出して
ください。

中身を使い切り、
屋外で穴をあけて
から飲料缶等とは
別の袋に入れて出
してください。

スプレー缶
汚れているもの、
さびや油が
ついているものは
不燃ごみです。

汚れているもの、
割れているものは
不燃ごみです。

キャップを外し、中身を空にして水洗いして
から出してください。
◎キャップ･･･金属製は不燃ごみ

プラスチック製は可燃ごみへ

色つき､汚れているも
の､油がついているも

。のは可燃ごみです

キャップとラベルを外し、中身を空にして
水洗いしてから出してください。

◎キャップ・ラベル･･･可燃ごみへ

汚れているもの、においの強いもの（ティッシュ・線香・洗剤の箱 、）
ティッシュペーパー、レシート、カーボン紙、写真などは可燃ごみです。

種類毎に分別し､ひもでしばって出してください。メモ用紙など
の細かい紙類は､紙袋に入れ｢雑紙｣と明記して出してください。

濡れているもの、
汚れているもの、
綿入りのものは
可燃ごみです。

無色透明の袋に入れて「布類」と明記して
出してください。雨天時等は濡れてしまわ
ないよう、ご協力をお願いします。

◎雨天時の例：袋の口をしっかりとしばり結び目をビニールテープ

で留める、袋を二重にするなど

新型コロナウイルスの予防には、手洗いが手洗いや咳エチケットで風邪・感染症予防

重要です。咳やくしゃみの際は、マスクの着用やティッシュ等で、口と鼻をおおってください。

市ホームページ

｢ごみの分け方・

出し方｣はこちら

English,Chinese,Korean外国語版①
Portuguese,Thai,Vietnamese外国語版②



さしま窓口センター

平日の来庁が難しい方のた

め、印鑑登録の休日窓口を毎

月第3日曜日に開設していま

す。ぜひご利用ください。

4月19日(日)と き

午前8時30分～正午

市民課ところ 



必要なもの

登録する印鑑

本人確認ができるもの

（運転免許証､マイナンバー

カード､その他官公署発行

の写真付き身分証明書)

300円登録料

※休日窓口での登録は、ご本

人の申請に限ります。

市民課問合せ

0297-21-21865

これまで市で実施していた

24時間電話健康相談サービス

「ばんどうホットライン24」

( 0120-895810)は、3月31日5

でサービスを終了しました。

今後は、茨城救急電話相談

のご利用をお願いします。

■茨城子ども救急電話相談

《対象:１５歳未満》

＃８０００ または5

０３－６６６７－３３７７5

■茨城おとな救急電話相談

＃７１１９ または5

０３－６６６７－３３７７5

急な病気やけがの際、救急

車を呼ぶか、病院に行った方

が良いか、様子を見ても大丈

夫か等のご相談に、看護師が

応じます。

24時間365日相談時間

(年中無休)

無料相談料

※通話料は利用者負担となり

ます。

健康づくり推進課問合せ

0297-35-31215

墓地経営者は、墓地管理者

(墓地の埋葬・改葬などに関

わり管理する方)の住所・氏

名等を墓地所在地の市町村長

に届け出ることが法律で定め

られています。墓地管理者を

変更する際は、変更届の提出

をお願いします。

提出・問合せ

生活環境課

0297-21-21895

土地や家屋を売買、贈与、

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。

税額は、土地または住宅

を取得した場合は課税標準

額(固定資産課税台帳に登

録されている価格または固

定資産評価基準により評価

し決定した価格)に3％、住

宅以外の家屋を取得した場

合は4％をそれぞれ乗じた

額です。ただし、宅地及び

宅地評価土地を令和3年3月

31日までに取得した場合

は、課税標準額が2分の1に

軽減されます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。詳細に

ついてはお問い合わせくだ

さい。

筑西県税事務所問合せ

課税第二課

0296-24-91975

｢里親｣とは、さまざまな

事情で親と暮らせなくなっ

た子どもたちを自分の家庭

に迎え入れて、その暖かい

愛情と家庭環境で育ててい

ただく方のことです。家族

のぬくもりを求めている子

どもたちのために、里親に

なりませんか。

里親登録のための研修会

を、6月に開催予定です。

詳細についてはお問い合わ

せください。

問合せ

つくば香風寮

（県里親制度等普及促進・

リクルート事業受託施設）

029-875-34515

お知らせ版 令和2年4月2日号

2

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

新型コロナウイルスの最新情報は、市ホームページや厚生労働省ホームページをご覧ください。
《新型コロナウイルス感染症電話相談窓口》

5 5 Ì古河保健所 0280-32-3021 厚生労働省 0120-565653 厚生労働省ホームページはこちらから



お知らせ版 令和2年4月2日号

3

■検査項目■対 象 者
身体計測、尿検査、血液検査、次の①②のいずれにも該当する方

、 、 、
【国民健康保険の方】

循環器検査 糖代謝検査 呼吸器系検査

消化器系検査、聴力検査、眼科検査、
①令和2年度中に40歳になる方から受診

脳の検査（併診ドックのみ）
日時点で74歳の方まで

■申込方法
②国民健康保険税に未納がない世帯の方

1.予約
【後期高齢者医療制度の方】

希望する健診機関（下表）に直接予約を
①受診日時点で坂東市の後期高齢者医療制

してください。その際、必ず「坂東市国民
度の資格を有する方

健康保険または後期高齢者医療制度の補助
②後期高齢者医療保険料に未納がない方

を利用すること」を伝えてください。
※人間ドックの検査項目には、特定健康診

2.補助申請
査の項目も含まれているため、国民健康

「被保険者証」と「印鑑」をお持ちのう保険の特定健康診査(市の健診等)と重
え、保険年金課またはさしま窓口センター複して受診することはできません。
までお越しください。※併診ドックは隔年の補助となります。

3.決定通知書の提出・支払

市が交付する「決定通知書」と「被保険
■受診期限 令和3年2月26日(金)まで

」 。
■補助金額 人間ドック 20,000円

者証 を当日健診機関に提出してください

健診機関の窓口で、健診料金から補助金額
併診ドック 30,000円

を引いた額をお支払いください。
※健診機関により自己負担額が異なります。

。※受診後の補助申請はできません保険年金課 0297-21-2187■問 合 せ 5

健 診 機 関 名 電 話 番 号 健 診 機 関 名 電 話 番 号

ホスピタル坂東 0297-44-2000 つくば総合健診センター 029-856-3500

木根淵外科胃腸科病院※ 0297-35-3131 筑波学園病院 029-836-1983

茨城西南医療センター病院 0280-87-6635 つくばトータルヘルス
029-864-3588

総合守谷第一病院 0297-45-9912 プラザ

守谷慶友病院 0297-45-3311 霞ヶ浦成人病研究
029-887-4563

きぬ医師会病院 0297-23-1771 事業団健診センター

取手医師会病院 0297-71-9500 古河赤十字病院 0280-23-7070

JAとりで総合医療センター 0297-74-0622 友愛記念病院 0280-97-3400

筑波大学附属病院 029-853-4205 小張総合病院 04-7124-7427

土浦協同病院 029-830-3711 キッコーマン総合病院 04-7123-5937

木根淵外科胃腸科病院は人間ドックのみ※

人間ドック生活習慣病の早期発見・予防のため、特定健康診査の項目を含んだ

と の補助事業を実施しています。併診ドック(人間ドック＋脳ドック)

商工会では、市内中小企業・小規模事業者の相談に新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

応じます。詳細についてはお問い合わせください。《問合せ》坂東市商工会 0297-35 33175 -



日常生活の中で気づいた

「利根川 「鬼怒川」に関」

する情報を河川管理者にお

知らせいただく、河川愛護

モニターを募集します。

モニター期間

令和2年7月1日～

令和4年6月30日(2年間)

応募資格

利根川、鬼怒川付近にお

住まいの20歳以上の方

支給予定手 当

申込方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、持参･郵送･FAX

のいずれかで提出ください。

応募用紙は利根川上流河川

事務所ホームページからダ

ウンロードできます。

5月11日(月)まで応募期限

申込・問合せ

国土交通省

利根川上流河川事務所

占用調整課

0480-52-39605

お知らせ版 令和2年4月2日号

4

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

1回■対 象 者 ■助成回数

■接種方法接種日時点で坂東市に住民登録があり、

次のすべてに該当し、接種を希望する方 ①事前に実施医療機関に予約。

1歳以上2歳未満の方 ②医療機関に行って接種を受ける。●

(2歳の誕生日前日まで) ※予診票は医療機関にあります。

■接種当日の持ち物● おたふくかぜ予防接種を受けたことが

ない方（初めて受ける方） ①母子健康手帳

おたふくかぜの既往歴がない方 ②対象者の住所･氏名･年齢が分かるもの●

3,000円 （健康保険証など）■助 成 額

※3,000円を超えた場合の差額は自己負担 ③自己負担金

となります。接種費用は医療機関ごとに 健康づくり推進課■問 合 せ

異なります。 0297-35-31215

（市内の協力医療機関に限ります）実施医療機関

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号

安達医院 0297-38-2811 木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131

石塚医院 0297-35-1161 天王前クリニック 0297-38-1711

海老原医院 0297-35-7411 松﨑医院 0297-39-2011

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

存身堂医院 0297-35-1011 倉持医院 0297-30-3100

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

田所医院 0297-35-9567 清水丘診療所 0280-88-1014

市では、令和2年4月1日からおたふくかぜ予防接種（任意）費用の一部助

成を開始しました。

おたふくかぜの流行を防ぐとともに、おたふくかぜのウイルスが感染す

「 」 。ることで起こる難治性の ムンプス難聴 などの合併症の予防に有効です

お子さんの感染予防・重症化防止のため、ぜひご利用ください。

犬を飼っている方は、飼い犬の登録と毎年1回
で の狂犬病予防注射が義務づけられています。

4月～6月は狂犬病予防注射月間

めざせ！ナンバーわん飼い主！
★右ページへ

続く



①自衛隊幹部候補生

（一般・飛行要員）

自衛隊の組織のリーダーと

なる「幹部自衛官」を養成す

る制度です。

応募資格

令和3年4月1日現在、次

のいずれかに該当する方

■大卒程度試験

22歳以上26歳未満の方●

20歳以上22歳未満の大学●

卒業または卒業見込みの方

28歳未満の大学院修士課●

程を修了または修了見込

みの方

■院卒者試験

20歳以上28歳未満の大学

院修士課程を修了または修

了見込みの方

5月9日(土)第１次試験

※飛行要員は5月10日(日)

もあります。

5月1日(金)まで申込期限

②自衛隊一般曹候補生

自衛隊の各部隊の中核と

なる自衛官を養成する制度

です。

応募資格

令和3年4月1日現在、18

歳以上33歳未満の方

5月23日(土)第１次試験

5月15日(金)まで申込期限

※①②の入隊時期は令和3年

3月下旬～4月上旬です。

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

近年、若年層の女性がモ

デル・アイドルのスカウト

や高収入アルバイトへの応

募などをきっかけに、性的

な被害を受ける問題が深刻

化しています。この問題は、

「ＡＶ出演強要問題･『ＪＫ

ビジネス』問題」と呼ばれ

ています。

内閣府男女共同参画局ホー

ムページや政府広報オンラ

イン特集ページでは、被害

にあわないための対策や相

談窓口等を紹介しています。

不安に思ったときは一人で

悩まず、ご相談ください。

プライバシーに配慮し、秘

密は厳守します。

警察相談専用電話

#9110（24時間対応）5

市民協働課問合せ

0297-21-21835

お知らせ版 令和2年4月2日号

5

ご相談ください

法律的な問題で困っていることがありましたら、お気

。 、 。軽にご相談ください 相談は無料で 秘密は厳守します

、 。予約制ですので まずはお電話でお申し込みください

市民協働課 0297-21-2183申込・問合せ 5

市役所2階 猿島公民館

市民相談室 会議室
場 所

午前10時～午後3時時 間

4月 6日(月) －

5月 11日(月) 26日(火)

6月 8日(月) －

7月 13日(月) 28日(火)

8月 11日(火) －

9月 14日(月) 29日(火)相談日

10月 12日(月) －

11月 9日(月) 27日(金)

12月 14日(月) －

1月 12日(火) 26日(火)

2月 8日(月) －

3月 8日(月) 23日(火)

市の狂犬病集合予防注射をご利用ください。詳細については広報坂東3月号をご覧
いただくか、お問い合わせください。《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

★左ページから
続く



■ひきこもり専門相談

ひきこもりでお悩みのご

本人・ご家族のご相談に、

精神科医師がお応えします。

相談料無料・秘密厳守・事

前予約制です。お気軽にお

申し込みください。

4月24日(金)と き

午後1時30分～2時30分

■ひきこもり家族教室

ひきこもり状態の方を家

族に持つ方同士が交流し、

学び合う機会を作ります。

参加費無料です。初めて参

加する方は、事前にお申し

込みください。

4月17日(金)と き

午後2時30分～4時

ところ・問合せ

古河保健所 保健指導課

〈古河市北町6-22〉

0280-32-30685

相続、遺言、農地転用、

空き家・空き地などのご相

談に、行政書士がお応えし

ます。予約不要・相談料無

料・秘密厳守です。直接会

場にお越しください。

とき・ところ

①4月26日(日)

猿島公民館 会議室2･3

②7月26日(日)

岩井公民館 会議室1

③10月25日(日)

猿島公民館 会議室2･3

④令和3年1月31日(日)

岩井公民館 会議室1

※時間はすべて午後1時～4時

です。

問合せ

茨城県行政書士会県西支部

0297-35-04815

お知らせ版 令和2年4月2日号

6

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

夏休み海外研修（小３～高３対象）参加者募集

ひとりで参加する方や、はじめて海外に行く方もたくさんいます。事前研修会では仲間

づくりから丁寧に指導しますので、安心してご参加ください。

(予定)国名 事業名 対象 期間 費用

① オーストラリア 生活文化体験ホームステイ 小3～高3 7月28日～8月 8日 47.8万円

② オーストラリア 学校体験ホームステイ 中2～高3 7月28日～8月15日 57.8万円

③ シンガポール 学校体験ホームステイ 中2～高3 7月29日～8月15日 37.8万円

④ イギリス 英語研修 中2～高3 7月25日～8月12日 59.8万円

⑤ イギリス ジュニア英語研修 小4～中1 7月31日～8月 8日 45.8万円

⑥ サイパン 南の島体験ホームステイ 小3～高3 8月 4日～8月11日 24.6万円～

①～③･･･5月27日(水)まで ④～⑥･･･6月5日(金)まで申込期限

(公財)国際青少年研修協会 03-6417-9721申込･問合せ･資料請求 5

※新型コロナウイルス感染症の流行にともない、感染や現地受け入れ先の状況にあわせて

プログラムの変更、事業の中止などの判断がされる場合があります。最新の情報は、協

会ホームページをご覧ください。

市から助成金が交付されます。助成対象者は、①市に住民登録がある方、②過その他

去に同助成金を受けていない方、③世帯に市税等の滞納が無い方、のすべてに

該当する方です。また、助成金の申請手続きは研修参加前のみとなります。

助成金については、生涯学習課 0297-21-2204 までお問い合わせください。5

、4月6日(月)～15日(水) 春の全国交通安全運動 一人ひとりがルールを守り

交通事故を減らしましょう。 《問合せ》交通防災課 0297-21-21805

番号



〈古河市下大野2528〉
と き

5月7日･14日･21日･28日

の木曜日〈全4回〉

午後4時～5時

ところ

馬立コミュニティセンター

ふれあい館

対象者

市内在住・在学の小学4年生

以下の方

2,500円(初日集金)参加費

10人(先着順)募集人数

持ち物

上履き、運動できる服装、

タオル、飲み物

申込日時

4月13日(月)・14日(火)

※各日、午後7時～8時の間に

お申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

由岐 080-5193-42015

5月8日～毎週金曜日と き

〈計10回〉

午後7時30分～9時

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の小

学4年生以上の方

高校生以上 3,000円参加費

小・中学生 1,500円

※スポーツ傷害保険に加入し

ます。

20人(先着順)募集人数

申込期間

4月13日(月)～17日(金)

午後6時30分～9時

申込・問合せ

坂東市ソフトテニス連盟

野本 090-1467-47035

と き

5月30日(土)､6月27日(土)､

7月25日(土)､8月29日(土)､

9月12日(土)･20日(日)､

11月14日(土)･21日(土)､

12月 5日(土)､1月30日(土)､

2月13日(土)､3月20日(土)

◎各日とも午前10時～正午

〈全12回・雨天中止〉

古河市中央運動公園ところ

対象者

坂東市､古河市､下妻市､常

総市､八千代町､五霞町､境町

に在住の小学生

無料参加費

小学1･2年生 30人募集人数

小学3･4年生 15人

小学5･6年生 15人

申込方法

4月25日(土)午後2時から、

古河はなもも体育館(古河市

中央運動公園内)で保護者の

方がお申し込みください(代

理は不可)｡午後1時30分～2時

に整理券を配布します。受付

開始時間に定員を超えている

場合は抽選となります。

申込・問合せ

古河市スポーツ振興課

0280-92-05555

お知らせ版 令和2年4月2日号

7

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

ガスバーナーでガラス
5月 9日(土)

5月13日( ) 各14人 各回
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ

水

土 (先着順) 1,000円5月16日( )
プを作ります。

5月20日(水)

坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方参加資格

4月15日(水) 午前9時から、お電話でお申し込みください。申込方法

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 0297-20-9980ところ･申込･問合せ 5

講座やイベント

！
掲載されているイベント等は、3月24日時点の情報です。最新情報または各施設開館状況

、 、 。等については 市ホームページをご覧いただくか 各担当課にお問い合わせください
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5月25日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

猿島カントリー倶楽部

対象者

市内在住・在勤の方

2,000円参加費

※プレー費9,500円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算（昼食代・パーティー

代を含む 。）

170人(先着順)募集人数

申込方法

、4月26日(日)午前9時から

申込書に参加費を添えて猿

島公民館ロビーでお申し込

みください(1人につき4人分

まで可)。申込書は猿島公民

館・総合体育館・市内ゴル

フ練習場にあります。

※電話での申込みはできま

せん。キャンセルの場合、

参加費の返金はいたしま

せん。

◎組合せは主催者が行いま

すので、後日組合せ表を

代表者の方に郵送します。

市体育協会主 催

スポーツ振興課問合せ

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

■勅使河原和風会いけ花展
て し が は ら

テーマは｢和｣。春の息吹に

包まれ、心が和む季節に個性

豊かな作品をご覧ください。

と き

4月19日(日)～25日(土)

午前9時～午後5時

※19日は午後1時から、25日

は午後4時まで〈20日休館〉

勅使河原和風会主 催

木村問合せ

0297-34-27635

延期した菊作り講習会を、

次の日程で開催します。基

礎から菊作りを学ぶことが

できる講習会です。熟練者

が苗作りから丁寧に指導し

ますので、初めての方も大

歓迎です。お気軽にお申し

込みください。

4月23日(木)と き

午前10時～正午

市役所3階ところ

大会議室

200円(資料代)参加費

筆記用具持ち物

4月13日(月)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市菊花会事務局

〈商工観光課内〉

0297-20-86665

「森からの手紙3月号」で

お知らせしたファミリーコ

ンサートは、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、

開催日・チケット発売日を

延期します。市民の皆さん

には大変ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解いただきま

すようお願いします。

イベント名

ファミリーコンサート

第5弾 こどもオペラ

ヘンゼルとグレーテル

と き

変更前：6月 6日(土)

変更後：9月12日(土)

チケット発売日

変更前：4月12日(日)

変更後：7月 4日(土)

ところ・問合せ

市民音楽ホール

0297-36-11005

令和2年4月2日発行 ■坂東市秘書広報課■

◆企画展開催中！ぜひご来場ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
0297-44-00555
0280-88-87005
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