
！

国の特別定額給付金(10万

円)の申請には、期限があ

ります。申請がお済みでな

い方は、お早めに申請され

ますようお願いします。

8月24日(月)まで申請期限

問合せ

特別定額給付金(10万円)

相談室 0297-35-21215

(内線1837･1839)

主たる生計維持者の収入

が、前年より3割以上減少

が見込まれる世帯に属する

65歳以上の方は、介護保険

料が減免になる場合があり

ます。詳細については、7月

中旬に郵送する｢令和2年度

介護保険料決定(納入)通知

書｣に同封する案内または

市ホームページをご覧くだ

さい。

介護福祉課問合せ

0297-21-21935

1

、 。現在の被保険者証の有効期限は 7月31日(金)です

新しい被保険者証は、7月末までに世帯主あてに郵

送します。新しい被保険者証が届きましたら、住所･

氏名･生年月日などの記載内容に誤りがないかご確認

ください。資格がないのに被保険者証が届いたり、資

格があるのに被保険者証が届かない場合は、お問い合

わせください。

医療費が高額になりそうな場合は
国民健康保険「限度額適用認定証」

国民健康保険では、病気や入院で医療費の自己負担

額が高額となった場合、医療機関で「限度額適用認定

証」を提示することで、窓口での負担が法令で定めら

れた限度額までになります。

認定証が必要になる方は、あらかじめ申請をお願い

します。また、現在交付されている認定証の有効期限

、 。 、は 7月31日(金)です 8月以降も認定証が必要な方は

保険年金課またはさしま窓口センターで更新手続きを

お願いします。

手続きに必要なもの

被保険者証 世帯主の認印● ●

来庁者の本人確認ができるもの（免許証等）●

世帯主及び被保険者の個人番号カード・通知カード●

※別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任

状が必要です。

0297-21-2187申請・問合せ 保険年金課 5

掲載されている情報は、6月23日時点のものです。最新情報は市ホームページを

ご覧いただくか、各問い合わせ先にご確認ください。



米の生産調整(転作)の実施

状況を確認するため、現地確

。 、認を行います 現地確認の際

市･農協･茨城県西農業共済組

合の職員がほ場へ立ち入るこ

とがあります。あらかじめご

了承ください。

と き

岩井地域●

7月6日(月)～10日(金)

猿島地域●

7月13日(月)～17日(金)

農業政策課問合せ

0297-21-21945

毎年6月･7月に実施して

いる猿島地域の使用済農業

用ビニール･ポリエチレン

の収集は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防ぐため

延期します。岩井地域を含

め、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

ほ場に雑草や収穫後の野

菜くずを放置すると、病害

虫が発生しやすい環境とな

ります。早めにすき込むか

持ち出しを行い、病害虫の

発生を抑えましょう。

農業政策課問合せ

0297-21-21945

お知らせ版 令和2年7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）

坂東市会計年度任用職員を募集します

市では、働きたい方に期間や職種を登録していただき、条件に合う方を選考し、会計

年度任用職員として採用します。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

募集職種 介助補助員 学校栄養士 保育教諭 放課後児童支援員

支援を必要と 学校給食の栄 保育業務(幼稚園教諭 放課後児童クラブで子

する児童のサ 養・衛生管理 免許・保育士資格の どもたちの遊びや生活内容･資格 、

ポート 物資の発注 両方をお持ちの方） の指導

月曜～金曜 月曜～金曜

学校の時間に 月曜～金曜 午後1時～6時30分
勤務日時

月曜～金曜

合わせ 午前8時～午後4時 土曜・長期休業期間
午前8時～

1日7時間以内 午前9時～午後5時
午後4時

岩井学校給食 放課後児童クラブ
勤 務 先

センター (各小学校地区7か所)
市内小学校 認定こども園ふたば

時給925円 時給1,038円 時給1,120円 時給925円～984円賃 金

｢会計年度任用職員登録申込書｣、｢市販の履歴書(写真貼付･本人自筆)｣、｢資

格の写し｣を総務課に持参または郵送してください。申込書は総務課、さしま申込方法

窓口センターにあります。市ホームページからもダウンロードできます。

随時受付中 7月22日(水)まで申込期限

岩井学校給食
学校教育課 こども課

問 合 せ センター
0297-21-2202 0297-21-21915 5

50297-36-8888

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

坂東市Wプレミアム商品券
7月7日（火）から販売！

いよいよ販売開始！

使用できる店舗など

Ì詳細はこちらから



まちの中には、さまざま

な種類の「屋外広告物」が

あります。これらの屋外広

告物を表示するときは、市

から許可を受ける必要があ

ります。

まちの良好な景観のため

に、屋外広告物を表示する

ときは申請をお願いしま

す。申請方法については、

お問い合わせください。

屋外広告物とは？

「常時または一定の期間

継続して屋外で公衆に表示

」 。される広告物 のことです

立看板、はり紙、はり札の

ほか、広告板、建物に掲示

されたものなどをいいま

す。

屋外広告物の主な規制

まちの良好な景観の形成

と公衆への危害防止の点か

ら、表示場所や大きさなど

を規制しています。

自己の店舗等から離れた

場所に表示する場合だけで

なく、自己の店舗等に、店

名、取扱商品名などを表示

する場合（自家広告物）に

も、申請が必要になる場合

があります。

屋外広告物の許可期間

種類ごとに許可期間が定

められています。許可期間

の満了後も引き続き表示す

るためには、更新許可の手

続きが必要です。許可期間

が切れた屋外広告物は、違

反広告物として除却命令の

対象になりますのでご注意

ください。

申請・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

市では、ふるさと応援寄附

(ふるさと納税)をされた市外

の方へ、感謝の気持ちと市の

魅力を伝えるためにお礼の品

を贈呈しています。その贈呈

品として、品物やサービスの

提供にご協力いただける市内

事業者を募集しています。

ふるさと応援寄附贈呈品と

して出品することで、発送時

に自社のチラシを同梱するこ

とができるなど、お店や商品

を全国にＰＲする機会にもな

ります。

詳細についてはお問い合わ

せいただくか、市ホームペー

ジをご覧ください。

企画課問合せ

0297-21-21815

｢坂東市公共施設長寿命

化計画(個別施設)(案)｣に

ついて、パブリック･コメ

ント手続きによる意見募集

を実施したところ、ご意見

は寄せられませんでした。

決定した内容については、

次のとおり公表します。

公表期間

7月2日(木)～10月1日(木)

公表場所

市ホームページ●

市役所1階行政情報コーナー●

さしま窓口センター●

岩井公民館 猿島公民館● ●

神大実分館 岩井図書館● ●

猿島図書館 管財課● ●

管財課問合せ

0297-21-21795

集積所にごみを出す際のご

み袋は、無色透明なビニール

袋で、その最長辺の長さが80

cm以下のものと決まっていま

す。半透明、レジ袋、最長辺

の長さが80cmを超える袋でご

みを出すことはできません。

トラブルの元に

もなりますので、

集積所にごみを

出す際はご注意

ください。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

お知らせ版 令和2年7月2日号

3

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。

パブリック・コメントとは？

市の条例や計画を定める際、事

前に案を公表し、市民の皆さん

から意見を募集するものです。

募集をする際は広報坂東に掲載

しますので、ぜひご意見をお聞

かせください。
問合せ 企画課 0297-21-21815



個人事業税の口座振替納

税は、公共料金と同じよう

に預金口座から自動的に納

税ができ、大変便利です。

お申込みは、8月に送付

される納税通知書同封の申

込用ハガキで簡単にできま

す(ゆうちょ銀行を除く)。

ゆうちょ銀行での口座振替

を希望する方は、お問い合

わせください。

問合せ

筑西県税事務所 総務課

0296-24-91845

｢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。

子どもの成長には、家庭

で暮らす時間や経験が大き

な役割を担っています。し

かし、全国には親と暮らせ

ない子が約4万6,000人いま

す。そんな子どもたちのた

め、あなたも里親になりま

せんか。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

7月10日(金)から、法務

局(本局･支局)で｢自筆証書

遺言書保管制度｣が始まり

ます。

自筆証書遺言書とは？

遺言書の形式の一つで、

自書であれば遺言者本人の

みで作成することができ

る、手軽で自由度の高い遺

言書です。手軽に作成でき

る一方で、そのまま自宅で

保管することが多いことか

ら、紛失や改ざんのおそれ

等の問題があります。

｢自筆証書遺言書保管制度｣

とは？

自筆証書遺言書を法務局

が保管する制度です。遺言

書の紛失・改ざん・隠匿等

を防止し、相続手続きを円

滑にすることができます。

なお、従来どおり自筆証

書遺言書を自ら保管するこ

とや、公証役場で公正証書

遺言を作成することもでき

ます。高齢化の進展ととも

に｢終活｣が浸透するなか、

遺言書の作成・保管につい

ては、それぞれの特徴を踏

まえてご判断ください。

詳細については、水戸地

方法務局ホームページをご

覧いただくか、お問い合わ

せください。

水戸地方法務局問合せ

下妻支局 総務係

0296-43-39355

新型コロナウイルス感染

症の影響をふまえ、令和2

年度労働保険の年度更新の

申告･納付期間を8月31日

(月)まで延長します。電子

申請や郵送の積極的な活用

をお願いします。

また、新型コロナウイル

ス感染症の影響により事業

に係る収入に相当の減少が

あった事業主の方は、申請

により、労働保険料等の納

付を1年間猶予することが

できます。詳細については

お問い合わせください。

申告と納付について

令和2年4月1日から高年

齢労働者に係る保険料免除

がなくなり、すべての雇用

保険被保険者は雇用保険の

納付が必要となりました。

労災保険率・雇用保険率は

令和元年度と同率です。資

本金等1億円を超える特定

の法人事業所は、電子申請

での提出が義務化されま

す。

口座振替をご利用ください

労働保険料の納付には、

口座振替をご利用くださ

い。一度申請手続きを行え

ば翌年度以降も継続して口

座振替による納付ができ、

納付期限も延長されます。

茨城労働局問合せ

労働保険徴収室

029-224-62135

お知らせ版 令和2年7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）

マイナンバーカードを利用することで、各種証お持ちですか？マイナンバーカード

。 、 。明書をコンビニで取得することができます 交付手数料は200円 窓口よりお得です

★右ページへ
続く



放送大学は、テレビ・イ

ンターネットで授業を行う

通信制の大学です。

心理学・福祉・経済・歴

史・文学・情報・自然科学

など、約300の幅広い授業

科目があり、1科目から学

ぶことができます。半年だ

け在学することも可能で

す。働きながら学んで大学

を卒業したい、学びを楽し

みたいなど、さまざまな目

的で幅広い世代の方が学ん

でいます。

詳しい資料を無料で送付

しますので、お気軽にお問

い合わせください。

出願期限

第1回 8月31日(月)まで

第2回 9月15日(火)まで

放送大学問合せ

茨城学習センター

029-228-06835

＊ホームページ

「放送大学」で検索

試験区分

警察官Ａ(男性・女性)

警察官Ｂ(男性・女性)

受験資格

①警察官Ａ（大卒程度）

昭和62年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業し

た方もしくは今年度卒業見

込みの方または人事委員会

がこれと同等と認める方

②警察官Ｂ

昭和62年4月2日～平成15

年4月1日に生まれた方で、

警察官Ａの受験資格（学歴

区分）に該当しない方

9月20日(日)第１次試験

申込方法

インターネット(電子申請)

からお申し込みください。

申込期限

8月20日(木)午後5時まで

境警察署 警務課問合せ

0280-86-01105

受験資格

令和2年4月1日現在、高校

卒業後2年以内の方及び令

和3年3月までに卒業見込み

の方

9月13日(日)第１次試験

第１次試験種目

基礎能力試験、作文試験

第２次試験

10月中旬～下旬

第２次試験種目

人物試験（個別面接）

受付期間

インターネット●

7月7日(火)～16日(木)

郵送●

7月7日(火)～

10日(金)消印有効

※郵送申込みは、ネット申

込みができない場合のみ

ご利用ください。

水戸地方裁判所事務局問合せ

総務課 人事第一係

029-224-84175

＊ホームページ

「裁判所」で検索

①自衛隊一般曹候補生

受験資格

採用予定月の1日現在、18

歳以上33歳未満の方

第１次試験

9月18日(金)～20日(日)の

うち指定する1日

9月10日(木)まで申込期限

②航空学生(海上･航空)

受験資格

令和3年4月1日現在、次の

年齢の方で高校を卒業した方

(見込み含む)

海上●

18歳以上23歳未満の方

航空●

18歳以上21歳未満の方

9月22日(火･祝)第１次試験

9月10日(木)まで申込期限

③自衛官候補生

受験資格

採用予定月の1日現在、18

歳以上33歳未満の方

受付時に通知試験日

◎受付は年間を通じて行って

います。

※各募集の詳細については、

お問い合わせください。

申込・問合せ

自衛隊 筑西地域事務所

0296-22-72395

お知らせ版 令和2年7月2日号

5

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） 《問合せ》市民課 0297-21-21865

★左ページから
続く



市では、真剣に結婚を考

えている方が理想のパート

ナーに出会えるよう、結婚

相談推進員や結婚相談員が

相談・助言・仲介などを無

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、令和元年5月

以前に登録された方は「新

規登録」が必要になりまし

た。引き続き結婚相談を希

望する方は、申込書の提出

をお願いします。

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。

パートナーをお探しの皆

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。

■結婚相談(電話予約制)

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

結婚相談室ところ

〈市役所2階〉

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

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。

と き

7月11日(土)･25日(土)

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

県内で就農または農業法

人への就業を希望する方を

対象としたセミナー・相談

会です。

きらめき

「農業を始めたいけど、

何から始めたらいいか分か

らない 「農業の会社につ」

いて知りたい」など、興味

のある方はお気軽にご参加

ください。

※セミナーのみ申込みが必

要です(先着30人 。）

7月18日(土)と き

セミナー：正午～午後1時●

相談会 ：午後1時～4時●

ところ

水戸駅ビルエクセル本館

6階 エクセルホール

〈水戸市宮町1-1-1〉

申込・問合せ

公益社団法人

茨城県農林振興公社

029-350-86865

＊ホームページ

「茨城就農コンシェル」

で検索

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 、行政を装）

った詐欺などが発生してい

ます。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。

お知らせ版 令和2年7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）

ご相談ください

市内飲食業のテイクアウト（お持ち帰り）やデリホームページ「 坂東」Take out
（ 。 。バリー 宅配）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



財務省関東財務局水戸財

務事務所では、無料で相談

を受け付けています。

①投資勧誘詐欺相談

０２９－２２１－３１９５5

電話やダイレクトメール

での詐欺的な投資勧誘や架

空請求の被害が急増してい

ます。おかしいな？と思っ

たり、業者にお金を支払う

前に、迷わずご相談くださ

い。

相談日時

午前8時30分～正午●

午後1時～5時●

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

②借金・多重債務相談

０２９－２２１－３１９０5

借金・クレジットカード

ローン・各種ローンなどの

相談に、専門の相談員が応

じます。借金の整理の方法

や家計管理、生活再建の手

助けとなる制度などを必要

に応じてご提案し、生活再

建のためのお手伝いをしま

す。お気軽にご相談くださ

い。

相談日時

午前8時30分～正午●

午後1時～4時30分●

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

財務省関東財務局問合せ

水戸財務事務所

〈水戸市北見町1-4〉

029-221-31905

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。当日直

接会場にお越しください。

7月26日(日)と き

午後1時～4時

岩井公民館ところ

会議室1

市内在住の方対 象

茨城県行政書士会問合せ

県西支部 原

0297-35-04815

【相談電話番号】

０２９ー３０１－１１２４5
い い に ん し ん

妊娠に関するさまざまな

相談に、専門の相談員が無

料で応じます。妊娠中の生

活面での心配ごとや、予期

せぬ妊娠の不安や悩みな

ど、一人で悩まずご相談く

ださい。

相談日時

午前10時～午後6時

〈土曜･日曜･祝日･

8月13日(木)･14日(金)･

年末年始を除く〉

問合せ

公社)茨城県看護協会(

029-221-11245

お知らせ版 令和2年7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
8月 8日(土)

8月12日(水) 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

8月15日(土) (先着順) 1,000円
プを作ります。

8月19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

7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

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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○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！

令和２年 坂東市写真コンクールに
応募してみませんか？

プロ、アマを問わず、どなたでも応募できます。最優秀賞には賞金3万円、優秀賞に

は賞金1万円、特賞には賞金5,000円ほか、入賞、佳作など豪華賞品等が贈られます。

入賞者には直接通知します。表彰式は令和3年3月27日(土)のばんどうホコテン内で実

施予定です。ふるってご応募ください。

応募規定

令和2年1月から12月までの坂東市内の風景(人物・物等も含む ・まつり・イベント● ）

を題材とした作品をご応募ください。

応募点数は1人2点までです。●

※個人が特定できる作品については、被写体の方の許可・同意を得てから応募をお願

いします。

応募サイズ

カラープリントのワイド四切りまたはＡ４サイズ。デジタルカメラで撮影した作品

は、銀塩プリントまたはインクジェットプリント（光沢紙）に出力してください。

応募方法

プリントした写真に応募票を添え、坂東市観光協会に郵送またはご持参ください。

応募票は坂東市観光協会にあります。坂東市観光協会ホームページからもダウンロー

ドできます。

令和3年2月1日(月)まで募集期限

〒306-0692 坂東市岩井4365応募・問合せ

坂東市観光協会〈商工観光課内〉 0297-20-86665

▲昨年度最優秀賞受賞作品

「戦国絵巻」

▲昨年度特別賞受賞作品

「がんばれー いばらき！」

▲昨年度優秀賞受賞作品

「武運長久庖丁儀式」

坂東市観光協会 検索
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