
1

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、5月31日(日)の「クリーン坂東」は中止と

。 、 。なりました 皆さんの安心・安全のため ご理解いただきますようお願い申し上げます

◎市では、5月と10月の最終日曜日を環境美化の日と定め 「クリーン坂東」を実施して、

います。次回の「クリーン坂東」は、10月25日(日)を予定しています。

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5

市では、情報メール、防災ラジオ、市ホームページ､ 、 防災速報アプリFacebook Yahoo!

で新型コロナウイルス感染症の関連情報を発信しています。ご活用をお願いします。

①③④･･･秘書広報課 0297-20-8265 ②⑤･･･交通防災課 0297-21-2180問合せ 5 5

市ホームページ①情報メール

パソコンや携帯電話に、

市からの情報をメールで

配信します。

Ì登録はこちらから

③市ホームページ

特設ページ「新型コロナウ

イルス感染症 関連情報」を

掲載しています。

または

②防災ラジオ

災害時の緊急情報などを

配信します。お申込みは、

市役所3階交通防災課また

はさしま窓口センターへ。

Facebook④

、市ホームページと連携して

最新情報を写真付きで

配信します。

または

防災速報アプリ⑤Yahoo!

防災情報に加え、市独自の

緊急情報も配信します。

メール版もあります。

Ì詳細はこちらから坂東市 検索 Facebook坂東市 検索

古河保健所 0280-32-3021新型コロナウイルス感染症電話相談窓口 5

茨城県庁内 029-301-3200 厚生労働省 0120-5656535 5 厚生労働省ホーム
Ìページはこちらから



全国瞬時警報システムと

は、国が発表する地震・武

力攻撃などの緊急情報を、

各市町村の情報伝達手段に

より国民の皆さんへ瞬時に

お伝えするシステムです。

、このシステムを利用して

全国一斉に試験放送・配信

を行います。市では今回、

防災ラジオと情報メールで

お伝えします。実際の災害

とお間違いのないよう、ご

注意ください。

5月20日(水)配信日時

午前11時

交通防災課問合せ

0297-21-21805

坂東市小林孝三郎奨学金

等基金条例に基づき、奨学

生を募集します。

経済的な理由で修学が困

難な方に、奨学金を支給し

ます。給付型のため返済は

、不要です。詳細については

お問い合わせください。

出願資格

①令和2年4月1日の1年以上

前から引き続き坂東市に

住んでいる方の子または

兄弟姉妹であること

②人物、学業とも優秀であ

ること

③健康診断の結果、健康状

態が良好であること

④学費の支払いが困難であ

ること

⑤令和2年度に高校または

大学に在学していること

※諸条件が同一の場合、市

内の高校に在学している

方を優先します。

高校生 1人募集人数

大学生 1人

給付月額

高校生 7,000円

大学生 35,000円

給付期間

令和2年4月から在学する

学校の正規の期間

出願期間

5月7日(木)～7月3日(金)

※出願用紙は学校教育課に

あります。

出願先・問合せ

学校教育課

0297-21-22025

近年、県西地域では水稲

の病害である「イネ縞葉枯

病」の発生が増加していま

す。被害が大きい場合には、

減収が懸念されます。

この病気は、ウイルスを

持っている「ヒメトビウン

カ」という虫が稲を吸うこ

とで感染し、発病します。

感染すると、葉がこより状

に垂れ下がり枯死します。

し ま は が れ び ょ う

育苗箱施薬や薬剤の本田散

布（6月中下旬目安）によ

ってヒメトビウンカを防除

し、稲の病害を防ぎましょ

う。

防除対策の詳細について

は、茨城県農業総合センター

農業研究所ホームページを

ご覧ください。

坂東地域農業改良問合せ

普及センター

0297-34-21345

■水稲箱苗(病害虫)防除用

薬剤購入費補助

1,000円／10a助成金額

※農協等の米穀業者で購入

する場合は業者で一括申

請するので、個人での申

請は不要です。

6月30日(火)まで申請期限

■空中散布用薬剤

購入費補助

300円／10a助成金額

8月31日(月)まで申請期限

申請・問合せ

農業政策課

0297-21-21945

お知らせ版 令和2年5月7日号
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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）

▲分げつ期の病徴 ▲穂の出すくみ

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。



さしま窓口センター

｢クールビズ」推進中！

市では、5月1日から服装の軽

（ ）装化 ノーネクタイ・ノー上着

による省エネルギー運動を推進

しています。皆さんのご理解と

ご協力をお願いします。

新型コロナウイルスの感

染拡大を防ぐため、毎年5月･

6月に実施している使用済

農業用ビニール・ポリエチ

レンの収集を延期します。

延期後の日程は、決定次第

お知らせ版に掲載します。

皆さんの安心・安全のため、

ご理解いただきますようお

願い申し上げます。

農業政策課問合せ

0297-21-21945

「全国農業新聞」は、農

業委員会の全国組織である

全国農業会議所が発行する、

経営とくらしに役立つ農業

総合専門紙です。

最新の農政情報を分かり

やすく解説し、農業経営に

役立つ情報や農業関連イベン

ト、地域の情報などを掲載し

ています。購読を希望される

方は、お申し込みください。

毎週金曜日(郵送)発行日

月700円購読料

申込・問合せ

農業委員会事務局

0297-21-22065

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。

5月17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

マイナンバーカードを利

用することで、各種証明書

をコンビニで取得すること

ができます。

取得できる証明書

住民票の写し

印鑑登録証明書

課税(非課税)証明書

所得証明書

（児童手当用を含む）

市民課問合せ

0297-21-21865

お知らせ版 令和2年5月7日号

3

不正大麻・けしの撲滅にご協力ください

けしには、法律で栽培・所持が禁止されている種類があります。5月～6月に花を咲か

せますので、ご自宅の周りでけし・大麻草を見かけた場合は、ご連絡をお願いします。

古河保健所 衛生課 0280-32-3023連絡先・問合せ 5

（ソムニフェルム種）ケシ （セティゲルム種）アツミゲシ 大麻草

5月23日（土）に予定していた「ばんどうホコテン」と、イベント等中止のお知らせ

「 （ ）」 、 。毎年5月中旬に市内全域で実施している 有害鳥獣捕獲 カラス は 中止となりました



お知らせ版 令和2年5月7日号
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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）

令和２年度 各種相談業務案内(１)

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

市役所２階
毎月第２月曜日

市民相談室 市民協働課
10:00～15:00

0297-21-2183
無料 法律相談に ※祝日の時は翌日 弁護士

5

猿島公民館 ※事前予約が必要
法律相談 関すること 奇数月第４火曜日 市民相談員

会議室
10:00～15:00

※祝日の時は翌日

市民協働課日常生活の

毎週月･火･水･金曜日

0297-21-2183
一般

困りごと

(法律相談日を除く) 市役所２階
市民相談員 5

※電話相談も可能
市民相談 9:00～12:00 市民相談室

13:00～16:00

偶数月第２木曜日 市役所２階

行政に関する 13:00～15:00 市民相談室 行政相談 市民協働課

相談 奇数月第２木曜日 猿島公民館 委員 0297-21-2183
行政相談

5

13:00～15:00 研修室

毎週月・水曜日 結婚相談員 市民協働課
結婚に関する 市役所２階

毎月第３日曜日 結婚相談 0297-21-2183結婚相談
相談 結婚相談室

5

9:00～15:00 推進員 ※事前予約が必要

市民協働課
毎月第２火曜日

女性相談員 0297-21-2183
女性が抱える 10:00～12:00 市役所１階

5

※事前予約が必要

女性相談
悩みの相談 毎月第４火曜日 会議室

13:00～15:00

毎週月～金曜日 市消費生活センター
消費生活に 市役所２階 消費生活

9:00～12:00 0297-36-2035
消費生活

関する相談 消費生活相談室 相談員
5

13:00～16:00 ※電話相談も可能
相談

関東信越税理士会
毎月第３木曜日

税金に関する 市役所２階 古河支部
13:30～16:30 税理士

相談 市民相談室 0280-23-1160
税務相談

(2･3月を除く)
5

※事前予約が必要

いばらき就職支援

就職支援求職者の 中心市街地活性化 センター就職･
毎月第３金曜日

センター職員就職相談 センター 0296-23-3811求人相談
10:00～12:00

5

※事前予約も可能
13:00～15:00

毎月第１金曜日 ①市役所１階会議室

人権に関する 13:30～15:30 ②猿島福祉センター 人権擁護 社会福祉課

相談 (6･12月は特設相談 研修室 委員 0297-21-2190
人権相談

5

のため要問合せ （交互に開催））

各種相談業務案内（１ （２）の相談事業は、祝日・日程上の都合や新型コロナウイルス感染症の）
影響などにより、 があります。事前に確認をお願いします。相談日時が変更となる場合

◎各種相談業務案内（１）の相談日は、広報坂東「暮らしの情報」に毎月掲載しています。



お知らせ版 令和2年5月7日号
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令和２年度 各種相談業務案内(２)

担当課など

〔問合せ〕
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

こども課
児童の養育

毎週月～金曜日 市役所１階

0297-21-2191
児童相談 に関する 家庭相談員

9:00～16:00 こども課 5
悩み事

子どもの こども発達センター こども発達センター
毎週月～金曜日

発達･発育に つくし(乳幼児期対象) 発達指導員 つくし 0280-88-0100
子どもの

10:00～16:00
5

関する相談 にじ(就学期対象) にじ 0297-30-3639
発達相談

5

毎月１回 木曜日 健康づくり推進課（ ）

14:00～16:00 0297-35-3121
こころの こころの病で

精神科医師 5

※事前予約が必要
健康相談 お困りのとき

(実施日は要問合せ)

岩井保健センター

毎週月～金曜日 指導課
児童･生徒の 市役所２階

9:00～16:00 0297-21-2205

こころの
教育等に こころの電話相談室 教育相談員

5
「 」

電話相談
関する相談 50297-35-7777

毎週月～土曜日 法テラス・
法的トラブル 専門の

9:00～21:00 法テラス サポートダイヤル法テラス
での困りごと オペレーター

0570-078374(土曜日は17:00まで) 5

県西地方交通事故交通事故に 毎週月･火･水･金曜日 専門の

相談所関する相談 9:00～16:45 相談員
県西県民センター

0296-24-9112
交通事故 県西地方交通事故

5

※弁護士への相談は
相談 弁護士への 毎月第４水曜日 相談所

弁護士

事前予約が必要交通事故相談 13:00～16:00 〈 〉筑西市二木成615

お子さんが
毎日（年中無休） ｢＃8000｣または 専門の 茨城県医療政策課

子ども

急な病気で
24時間対応 03-6667-3377 029-301-3186

救急電話

心配なとき
「 」5 5オペレーター

相談

大人の方が
毎日（年中無休） ｢＃7119｣または 専門の 茨城県医療政策課

おとな

急な病気で
24時間対応 03-6667-3377 オペレーター 029-301-3186

救急電話

心配なとき
「 」5 5

相談

毎週第１木曜日 日本政策金融 坂東市商工会
事業資金融資

13:00～15:00 坂東市商工会 公庫職員 0297-35-3317金融相談
に関する相談

5

商工会職員 ※事前予約が必要(5月のみ第2木曜日)

一人で悩まず お気軽にご相談ください
各種相談業務は、市ホームページ
でもご案内しています。

Ì｢相談窓口｣ページはこちらから



工事金額 助成額

対象工事費の10万円以上

※100万円未満 10％の額

100万円以上 10万円限度

※1,000円未満切り捨て

花づくり、花壇づくりを

通して美しい景観、良好な

環境づくりを進めている学

校や団体の皆さん、ぜひご

応募ください。

応募対象

①学校の部

市内の学校や幼稚園、保

育園で育成し管理している

花壇で、校庭・校舎周辺を

花で飾り、周辺環境の向上

に努めているもの

②団体・職場の部

市内の各種団体(ＰＴＡ、

母の会、子ども会を含む)、

会社等で育成し管理してい

る花壇で、一般の方が自由

に観賞できる街路・広場等

の共有空間を花で飾り、周

辺環境の向上に努めている

もの

応募期間

5月13日(水)～29日(金)

応募方法

応募用紙に必要事項を記

入のうえ、持参または郵送

でご応募ください。

※応募用紙は、生涯学習課、

岩井公民館、猿島公民館

にあります。市ホームペー

ジからもダウンロードで

きます。

審査方法

6月下旬：写真審査

7月下旬：現地審査

審査結果

8月下旬に代表者の方に通

知します。優秀な花壇は県

主催の｢花と緑の環境美化コ

ンクール｣に推薦します。

応募・問合せ

〒306-0692 坂東市岩井4365

坂東市教育委員会

生涯学習課

0297-21-22045

市内に住所及び事務所があ

る施工業者によって、新築後

1年以上経過している個人住

宅(店舗･車庫等を除く)の改

築･修繕工事を行う場合に、

同一敷地内の住宅について

1回に限り工事資金の一部を

助成します。

申込額が予算の範囲を超え

た場合は、助成を終了する場

合もありますのでご了承くだ

さい。また、制度を利用され

る方は、工事着工前の相談・

申請書類の提出を必ずお願い

します。

※自然災害による修繕工事や

違法建築は対象外です。

申込できる方

次の①～⑤すべてに当ては

まる方

①市内に継続して3年以上住

んでいる方

②対象となる住宅を所有して

いる方

③市税等を滞納していない方

④対象工事について市から同

様の助成を受けていない方

⑤市内の施工業者に工事を依

頼している方

対象工事

令和2年4月1日以降に着手

し、 に令和2年11月30日まで

完了する工事のうち、工事金

額が10万円以上(消費税を除

く)のもの

助成金の額

申込・問合せ

商工観光課

0297-20-86665

自動車税は、毎年4月1日現

在の自動車の所有者の方等に

課税されます。納税通知書が

届きましたら、6月1日(月)ま

でに納付をお願いします。納

付は、金融機関・郵便局・コ

ンビニのほか 「 公金、 Yahoo!

払い」のサイトからクレジッ

トカード納付(6月1日まで)も

できます。

なお、心身に障がいのある

方で、一定の要件を満たす場

合には、申請により自動車税

が減免されます。受付期間は

6月1日(月)までです。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

収税第一課

0296-24-91905

お知らせ版 令和2年5月7日号
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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）

市内飲食業のテイクアウトや飲食業を応援！ホームページ「 坂東」を開設Take out
配達の情報を掲載しています。掲載を希望する店舗はお問い合わせください。

★右ページへ
続く



実施日 時 間

5月20日(水) 午後2時～

6月 5日(金) 午後1時30分～

6月17日(水) 午後2時～

7月 3日(金) 午後3時～

7月15日(水) 午後2時～

8月 7日(金) 午後1時30分～

8月19日(水) 午後2時～

こころの病について相談

したい、対人関係で悩んで

いるなど、お気軽にご相談

ください。精神保健福祉士

や専門相談員が相談に応じ

ます。プライバシーの保護、

秘密は厳守しますので、ご

安心ください。

5月23日(土)と き

午後2時～4時

※相談時間は1人あたり30分

前後です。

無料相談料

申込方法

予約制ですので、相談日

前日の午前10時までにお申

し込みください。

ところ・申込・問合せ

地域活動支援センター煌

〈沓掛411-1〉

0297-30-30715

きらめき

こころの健康やお悩みに

関する相談に、精神科医師

がお応えします。プライバ

シーの保護、秘密は厳守し

ますので、ご安心ください。

※相談時間は1人あたり30分

前後です。

各日3人定 員

無料相談料

申込方法

予約制ですので、事前に

お申し込みください。

ところ・申込・問合せ

古河保健所 保健指導課

〈古河市北町6-22〉

0280-32-30685

市では、結婚の相談・助

言・紹介などを無料で行って

います。相談には登録が必要

です。また、登録申請の改正

にともない、平成31年4月以

前に登録された方は「新規登

録」が必要になりました。

なお、以前の申込書の返却

をご希望の場合は、9月30日

(水)までにご連絡ください。

返却申出がない場合は、市で

責任を持って破棄します。

皆さんの相談・登録をお待

ちしています。

申込方法

申込書に必要事項を記入の

うえ、提出してください。

※申込書は市民協働課にあり

ます。市ホームページから

もダウンロードできます。

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835

＊ホームページ

｢坂東市 結婚相談｣で検索

お知らせ版 令和2年5月7日号
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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
6月10日(水)

6月13日(土) 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

6月17日(水) (先着順) 1,000円
プを作ります。

6月20日(土)

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

5月15日(金) 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

ご相談ください

テイクアウト情報はSNSでハッシュタグ「#テイクアウト坂東」をつけて

投稿し、共有しましょう。 《問合せ》商工観光課 0297-20-86665

★左ページから
続く
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新型コロナウイルスを口

実にしたメールやSMS（シ

ョートメール 、怪しい投）

資の勧誘、行政を装った詐

欺などが発生しています。

怪しい・おかしいと思う

ものには、反応しないよう

にしましょう。

少しでもおかしいと感じ

たり、トラブルにあった場

合は、消費生活センターに

ご相談ください。

問合せ

坂東市消費生活センター

0297-36-20355

※消費者ホットライン 1885

でも消費生活センターに

つながります。

男子･女子･ミックス混合

ダブルスによるリーグ戦の

ほか、アトラクションも行

います。

6月7日(日)と き

午前9時30分～

岩井テニスコートところ

参加資格

近隣市町村のテニス愛好

者で、高校生以上の初心者・

初級者程度の方

参加費

1組 2,500円(振込払い)

24組(先着順)募集組数

5月20日(水)申込日時

※午後8時～9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

と き

6月6日･20日･27日､7月4日

の土曜日〈計4回〉

午前8時30分～10時

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

2,500円(初日集金)参加費

20人(先着順)募集人数

持ち物

テニスシューズ、ラケッ

ト、運動できる服装、タオ

ル、飲み物、帽子

※ラケットのない方はご相

談ください。

5月23日(土)申込日時

※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

石塚 090-4939-55155

鶴、風船まり、かきつば

た、柿などの｢吊るし飾り｣

を作りませんか。

作成した吊るし飾りは、

毎年2月･3月に開催する｢坂

東ひな飾り展｣や市内商店

街などで展示します。

と き

6月5日(金)～

毎月第1・3金曜日

午前9時30分～11時30分

岩井公民館ところ

2階会議室

持ち物

裁縫道具、筆記用具

申込・問合せ

坂東ひな飾りプロジェクト

田村 090-4733-34395

令和2年5月7日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベント

！
掲載されているイベント等は、4月22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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