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9月21日(月)〈敬老の日〉･22日(火)〈秋分の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日となって

いる地区に限り、通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 50297-21-2189

市のイベント・事業中止のお知らせ

市では、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、感染拡大を防ぐため、坂東市岩井

将門まつりをはじめとした毎年開催している次のイベント・事業を中止します。開催を

心待ちにしていただいた皆さん、協力団体・関係者の皆さんには大変ご迷惑をおかけしま

すが、皆さんの安全・安心のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

■中止決定イベント・事業

名 称 と き 問合せ

第87回ばんどうホコテン
※順延していた茨城物産展も中止となりました。

9月26日(土)

第47回坂東市岩井将門まつり 11月8日(日)
商工観光課 50297-20-8666

キッズクラブ(七郷･七重･逆井山･沓掛） 通年 生涯学習課 50297-21-2204

対象の方に坂東市地域応援商品券を郵送しました

市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受けている地域経済や住民生活を支援する

ため、次の対象の方1人につき1万円分の地域応

援商品券を贈り、あわせて市内経済の活性化を

図ります。申請は不要です。

9月1日に簡易書留で郵送しましたので、お受

け取りのうえ、ご活用ください。

対象者（基準日：令和2年8月1日） 人 数 問合せ

① 未就学児 2,150人 こども課 50297-21-2191

② 市外に通学する小中学生 146人 学校教育課 50297-21-2202

③ 妊婦の方 180人 健康づくり推進課 50297-35-3121

④
障害者手帳などをお持ちの方で

2,600人 社会福祉課 50297-21-2190手帳の管轄が坂東市の方

⑤ 75歳以上の方 7,500人 介護福祉課 50297-21-2193

▲封筒には｢地域応援商品券 在中｣と書いてあります。
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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）

【完全予約制】コミュニティ健診の申込みを受け付けます

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、コミュニティ健診を完全予約制で実施します。

健診実施日 実施会場 健診当日受付時間 申込開始

10月 5日(月)･6日(火)･7日(水)
総合体育館

午前9時～11時30分 9月1日から受付中

10月 8日(木)･9日(金) 午後1時30分～3時
9月3日から受付中

10月10日(土)★ 猿島公民館 午前7時～11時

10月26日(月)･27日(火) 岩井保健
午前9時～11時30分

センター
午後1時30分～3時 9月30日(水)～

10月28日(水)★･29日(木)★ 午前7時～11時

対 象 者 20歳以上の方（各日定員160人・定員になり次第締切）

健診内容 肺がん・結核検診、特定健診(一般健診)、大腸がん検診、前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診、風しん抗体検査（無料クーポンをお持ちの方対象）

胃がん検診（★マークの日のみ受診可能・40歳以上対象）

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

◆戦没者等のご遺族の皆さんへ◆

【完全予約制】第十一回特別弔慰金 請求手続きのご案内

国では、令和2年4月1日時点で戦没者等の妻や父母など、公務扶助料や遺族年金等を受

ける方がいない場合に、支給順位が高いご遺族お一人に特別弔慰金を支給します。

■支給順位

順位 対象者

1 弔慰金受給権者

2 戦没者等の子

3
戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を共にしていた等で順番が入れ替わります。

4
1～3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥・姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります。

※1 第十回特別弔慰金を受給した方が亡くなっている場合は、他の方に受給権がある場合もあります。

※2 戦没者等の死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内の親族は、対象になりません。

支給内容 額面25万円（5年償還の記名国債）

請求方法 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、事前にお電話で来庁日時を予約の

うえ、ご来庁ください。

持 ち 物 ①請求者の印鑑（国債を郵便局で受け取る際に使用するもの）

②本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
※顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、2点必要です（健康保険証、年金手帳等）。

③戸籍抄本などの証明書手数料（1通450円、または750円）
※個別の状況により、他の証明書等が必要になることがあります。

請求期限 令和5年3月31日(金)まで

請求・問合せ 社会福祉課 50297-21-2190

防災ラジオで災害に備えましょう 9月は台風が発生しやすい時期です。

市では、避難に関する「緊急情報」を防災ラジオや市HP等でお伝えします。

★右ページへ
続く
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■対 象 者 ■接種方法

坂東市に住民登録があり、次の①または② 【 対象者 ① の方
に該当し、接種を希望する方 ▽市内・境町・五霞町・古河市の医療機関や
①接種当日満65歳以上の方 いとう内科胃腸科医院(常総市)で受ける場合
②接種当日満60歳以上65歳未満で、心臓・腎 医療機関へ事前に予約し、健康保険証

臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト などの住所・年齢確認ができるものをお
免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 持ちのうえ、直接医療機関に行って接種
のある方（内部疾患による身体障害者手 を受けてください。
帳1級程度） ▽市内・境町・五霞町・古河市・いとう内科

■接種期間 胃腸科医院以外の県内医療機関で受ける場合

10月1日(木)～令和3年1月31日(日) ｢予診票」等を交付しますので、健康

づくり推進課またはさしま窓口センター
■助 成 額 2,000円（１人１回限り） にお越しください。
※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

【 対象者 ② の方 】
となります。

「インフルエンザ予防接種券」を交付し
※対象者のうち、生活保護世帯の方は自己

ますので、身体障害者手帳をお持ちのうえ
負担が免除になります。｢個人負担免除

健康づくり推進課またはさしま窓口センター
券｣を交付しますので、社会福祉課にお

にお越しください。
越しください。

市内実施医療機関

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 天王前クリニック 0297-38-1711

石塚医院 0297-35-1161 松﨑医院 0297-39-2011

いのもと整形外科 0297-47-5200 松原眼科 0297-35-0448

海老原医院 0297-35-7411 吉原内科 0297-35-0008

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

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 倉持医院 0297-30-3100

木村クリニック 0297-47-5027 清水丘診療所 0280-88-1014

存身堂医院 0297-35-1011 ホスピタル坂東 0297-44-2000

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

田所医院 0297-35-9567 － －

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

10月1日(木)から、高齢者(季節性)インフルエンザの予防接種がはじまり

ます。市では、満65歳以上の方などを対象に接種料金の一部助成を行います。

インフルエンザの感染予防には予防接種が有効です。感染した場合も、症状

が軽くすみます。ワクチンは効果があらわれるまで約2週間かかり

ますので、流行前の予防接種をおすすめします。

防災ラジオの申込みは、印鑑と負担金（1台目は3,000円）をお持ちのうえ交通防災課

またはさしま窓口センターまでお願いします。《問合せ》交通防災課50297-21-2180

★左ページから
続く

】



新町コミュニティセンター

ホロニック(岩井4624-8)

は、エレベーター改修工事

のため次の期間休館となり

ます。大変ご不便をおかけ

しますが、ご理解とご協力

をお願いします。

休館期間

9月16日(水)～26日(土)

問合せ 岩井公民館

50297-35-8800

次の子育て世帯に関する給

付金･手当の申請期限は、9月

30日(水)です。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。

■子育て世帯への臨時特別

給付金(国)

給付額 対象児童一人当たり

10,000円

申請が必要な方

令和2年4月分(3月分を含

む)の児童手当を受給して

いる児童を養育する、市内

に住む公務員の方

■臨時こども手当(市独自)

給付額 対象児童一人当たり

5,000円

申請が必要な方

次のいずれかの児童を養

育する方

①官公庁から児童手当･特例

給付を受給している児童

②令和2年度に高校1～3年

生に該当する年齢の児童

③市内在住で別市町村から

児童手当・特例給付を受

給している児童

■臨時児童扶養手当(市独自)

給付額 対象児童一人当たり

5,000円

申請が必要な方

昨年度の｢現況届｣が未提出

で、令和2年4月分の児童扶養

手当が支給該当となる方

申請・問合せ

こども課

50297-21-2191

健康保険で新しく入れ歯

を作る場合は、前回作製し

てから6か月以上経過して

いないと、作ることができ

ません。この決まりは、入

れ歯を紛失した場合等にも

当てはまりますのでご注意

ください。

なお、6か月以内でも新

しく作ることが認められる

場合があります。また、入

れ歯の修理や調整は、6か月

以内でも保険診療が可能で

す。保険が適用されるか分

からない場合は、歯科医院

や保険年金課にお問い合わ

せください。

■6か月以内だと保険が適

用されない場合
● 入れ歯を紛失した場合
● 前回作製した医院とは別

の医院で新しく作製する

場合
● 入れ歯の形や材質を変え

て新しく作製する場合

■6か月以内に新しく作る

ことが認められる場合
● 遠隔地へ転居したため通

院が出来なくなった場合
● 急性の歯の病気によって

抜歯を行い、それまでの

入れ歯が使えなくなった

場合

問合せ 保険年金課

50297-21-2187

農業委員会では、農地の

集積・集約化を進めるため

に、現在の農地の耕作状況

や今後の利用について調査

を行っています。市内に農

地を所有する全世帯を対象

に､令和3年3月まで順次実

施しています。

調査票が届きましたら、

ご記入のうえご回答くださ

い。調査へのご協力をお願

いします。

問合せ 農業委員会事務局

50297-21-2206

お知らせ版 令和2年9月3日号

4

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

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）

飼い主は、正しいしつけと健康管理を行い、
で 最後まで責任を持って動物を飼いましょう。

9月は茨城県動物愛護月間

めざせ！ナンバーわん飼い主！
★右ページへ

続く

お知らせ版7月16日号に掲載
した「ひとり親世帯臨時特別
給付金（国）」とは異なりま
すのでご注意ください。



■マイナポイントとは

マイナポイントは、キャ

ッシュレス決済サービスで

買い物やチャージをすると、

金額の25％が最大5,000円

分までポイントとして還元

される国の制度です。

9月1日から、ポイントの

還元が始まりました。マイ

ナポイントを利用するには、

手続きが必要になります。

■予約・申込み窓口

市では、マイナポイント

の手続きをお手伝いする窓

口を設置しています。この

機会にぜひご利用ください。

と き

12月28日(月)までの

月～金曜･日曜

午前8時30分～午後5時

〈第3日曜･祝日を除く〉

ところ 市役所1階

必要なもの
● マイナンバーカード
● 数字4桁の暗証番号

（マイナンバーカードの申

請・受取時に設定）
● キャッシュレス決済サー

ビス（ICカード･クレジ

ットカード･アプリ等）

※サービスによっては事前

登録の手続きが必要な場

合があります。手続きが

完了した状態でお越しく

ださい。

問合せ 総務課

50297-21-2214

予約･申込みの窓口を設置中
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市内公共交通機関の
新型コロナウイルス感染拡大防止対策

市内を運行する公共交通は、利用者の皆さんに安心

してご乗車いただけるよう、新型コロナウイルスの感

染拡大防止対策に取り組んでいます。ご利用される皆

さんも、感染拡大防止へのご協力をお願いします。

守谷駅直行バス「直行坂東号」

市では、守谷駅とのアクセス利便性向上のため、

平日の朝・夜に「直行坂東号」を運行しています。

■運行ダイヤと運賃（現金・交通系ＩＣカード）

守谷駅西口行き 現金(IC)

岩井バスターミナル 6:45
740円

本町 6:47
（734円）

岩井局前 6:48

原口 6:50

辺田香取神社前 6:51 630円

辺田三差路 6:53 （629円）

神田山 6:56

守谷駅西口 7:30

岩井バスターミナル行き 現金(IC)

守谷駅西口(3番のりば) 19:00 20:45

神田山 19:34 21:19

辺田三差路 19:37 21:22 630円

辺田香取神社前 19:39 21:24 （629円）

原口 19:40 21:25

岩井局前 19:42 21:27
740円

本町 19:43 21:28
（734円）

岩井バスターミナル 19:45 21:30

運行日 月曜日～金曜日

（土曜･日曜･祝日･年末年始･

お盆期間は運休）

問合せ 企画課 50297-21-2181

市内公共交通時刻表

公共交通機関の取組 利用者へのお願い

マスクの着用 換気 清掃･消毒

マスクの
着用

会話は
できるだけ

控える

間隔を空けて
乗車する

×

坂東号や
路線バスの
時刻表は
ごちらから

降
車
の
み

乗
車
の
み

動物を捨てることは犯罪です。不幸な命を作らない、産ませないため、不妊・
去勢手術を受けさせましょう。《問合せ》生活環境課 50297-21-2189

★左ページから
続く



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。

問合せ 筑西県税事務所

課税第二課

50296-24-9197

令和3年度子どもゆめ基

金助成金募集の説明会を開

催します。

■子どもゆめ基金とは？

国と民間が協力して子ど

助成活動募集説明会

もの体験・読書活動などを

応援し、子どもの健全育成

の手助けをする基金です。

活動に必要な経費に対して

の資金(助成金)を援助しま

す。

と き 9月22日(火･祝)

午後1時～3時

ところ

結城市立公民館

〈結城市結城1446-10〉

対 象

青少年教育に関する活動

を行う団体

参加費 無料

募集人数 30人(先着順)

申込方法

国立那須甲子青少年自然

の家ホームページからお申

し込みください。

申込期限 9月17日(木)まで

問合せ 国立那須甲子

青少年自然の家

50248-36-2331

「いばらき県西若者サポー

トステーション（県西サポ

ステ）」による、働きたい

けれど自信がない方、お子

さんの就職に悩んでいる方

の相談会です。

県西サポステでは、課題

克服のための面接練習等も

行っています。お気軽にご

相談ください。

と き

10月14日･11月18日･

12月 9日･ 1月13日･

2月10日･ 3月10日

の各水曜日 午後2時～4時

ところ 中心市街地

活性化センター

対象者

15歳～49歳の方、その保

護者や関係者の方など

参加費 無料

申込方法

相談会前日の午後4時ま

でにお電話でお申し込みく

ださい。

申込・問合せ

厚生労働省認定事業

いばらき県西若者

サポートステーション

50296-54-6012

県内で警察官を装ったニ

セ電話詐欺が多発していま

す。警察官が捜査と称して

暗証番号を聞いたり、キャ

ッシュカードを預かること

は絶対にありません。不審

な電話がかかってきた際は

すぐにご相談ください。

相談・問合せ
● 境警察署

50280-86-0110
● 坂東市消費生活センター

50297-36-2035

お知らせ版 令和2年9月3日号
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

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

◆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
50297-44-0055
50280-88-8700



！

ビザ、仕事、結婚、税金、

保険、その他生活全般につ

いて、弁護士が電話やビデ

オ通話で相談に応じます。

通訳付きで話すこともでき

ます。相談無料・秘密厳守

です。

と き

10月4日(日)･11日(日)

午前10時～午後3時

（受付は午後2時30分まで）

相談方法

相談日に、次のいずれか

の方法でご連絡ください。

①電話(5029-244-3811)

②ビデオ通話(LINE･Skype･

Messenger）

※ビデオ通話の場合は、事

前に名前･言語･使用する

通話ツールをメールでご

連絡ください。

対応言語
● 日本語 ● 英語
● 中国語 ● タイ語
● 韓国語 ● スペイン語

休日無料弁護士相談

● タガログ語
● ポルトガル語
● インドネシア語
● ベトナム語

問合せ

(公財)茨城県国際交流協会

外国人相談センター

5029-244-3811

iia_consul@ia-ibaraki.

or.jp

60歳以上の方を対象とした

ゴルフ大会です。新型コロナ

ウイルス感染症対策として、

規模を縮小して開催します。

と き 10月19日(月)

〈雨天決行〉

ところ 坂東ゴルフクラブ

参加資格

市内在住で60歳以上の方

参加費 2,000円

※参加費とは別に、プレー

費8,890円は当日ゴルフ

場フロントでお支払いく

ださい（昼食代・ソフト

ドリンク代を含む）。

募集人数 140人(先着順)

申込方法

9月27日(日)午前9時から、

申込書に参加費を添えて総

合体育館玄関前でお申し込

みください（1人につき4人

分まで可）。申込書は総合体

育館・猿島公民館・市内ゴ

ルフ練習場にあります。

※電話でのお申し込みはで

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、

後日組合せ表を郵送しま

す。

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

お知らせ版 令和2年9月3日号

7

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

10月10日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
10月14日(水)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各10人 各回

10月17日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

10月21日(水)

参加資格 坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方

申込方法 9月15日(火) 午前9時から、お電話でお申し込みください。

ところ･申込･問合せ さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 50297-20-9980

講座やイベント

Free Legal Consultation
for Foreigners
On Telephone and
Video Call Scan QR

掲載されている情報は、8月25日時点のものです。イベントの開催状況等最新情報は

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。
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プロコーチを迎えて、テ

ニスレッスンを行います。

と き

10月1日･8日･15日･22日

の各木曜日〈計4回〉

午前9時～10時30分

※予備日：10月29日(木)

11月 5日(木)

ところ 岩井テニスコート

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、20歳以上

の方

参加費 2,500円(初日集金)

募集人数 10人(先着順)

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。

申込方法

9月14日(月)の午後8時～

9時の間にお電話でお申し

込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

石塚 5090-4939-5515

通常のボールよりもやわ

らかく大きいレッドボール

を使用し、プロコーチから

テニスのルールを学びませ

んか。

と き

10月4日･11日･18日･25日

の各日曜日〈全4回〉

午後1時～2時

※予備日：11月1日(日)

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

参加費 2,500円(初日集金)

募集人数 10人(先着順)

持ち物

上履き、運動できる服装、

タオル、飲み物

申込方法

9月16日(水)･17日(木)の

午後8時～9時の間にお電話

でお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

由岐 5080-5193-4201

11月13日(金)～15日(日)

に岩井公民館で開催する

「坂東市作品展」の出品作

品を募集します。

絵画、書道、写真、手工

芸など、あなたのご自慢の

作品を出品してみませんか。

お気軽にお申し込みくださ

い。

申込資格

市内在住・在勤・在学の

方及び市内で活動している

団体またはその会員

申込方法

申込書に必要事項を記入

し、生涯学習課または猿島

公民館・岩井公民館窓口で

お申し込みください。開催

要項と申込書は、生涯学習

課または各公民館にありま

す。市ホームページからも

ダウンロードできます。

出品料 無料

申込期間

9月4日(金)～10月16日(金)

問合せ 生涯学習課

50297-21-2204

令和2年9月3日発行 ■坂東市秘書広報課■

好評発売中！

Ｗプレミアム商品券
地 域 応 援 商 品 券

市内加盟店は459店舗です｡
(8月25日時点)
お得に地元を
応援！詳細は
こちらから
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