
国勢調査2020の回答期限

は10月7日(水)です。

国勢調査は、国の最も重

要な統計調査で、日本に住

むすべての方が対象です。

インターネットか紙の調

査票で回答ができますの

で、お済みでない方はお早

めに回答されますようお願

いします。

問合せ
● 国勢調査コールセンター

50570-07-2020
● 企画課

50297-21-2181
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今回の「クリーン坂東」は、新型コロナウイルス感染防止及び社会活動の両立の観点

から、各地区の状況に応じて実施の判断をしていただくことになりました。清掃活動を

行う地区は、安全に十分配慮のうえ参加をお願いします。なお、収集していただいたご

みは、例年どおり市で回収します。

と き 10月25日(日) 午前8時～10時

※雨天延期の場合は、11月1日(日)に実施します。

内 容 道路沿線上等の美化作業

◎開始時間を変更する地区は、午前11時までの終了をお願いします。

問合せ 生活環境課 50297-21-2189

【完全予約制】胃がん検診(バリウム検査)の
申込みを受け付けます

実施日 会場 当日受付時間 申込開始

11月 9日(月)
猿島保健

センター 午前7時～11時 10月12日(月)～

11月24日(火)
岩井保健

1月27日(水) センター
午前7時30分～

12月7日(月)～
11時30分

対象者 40歳以上の方で、令和2年度未受診の方(定員あり)

負担金 1,000円（75歳以上の方は無料）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

胃がんは、自覚症状が少ないがんです。
早期発見のため、定期的に検診を受けましょう。

「いばらきアマビエちゃん」にご登録を 茨城県独自のコロナ接触通知システムです。

県内各施設・店舗をご利用の際はQRコードを読みとり登録し、ご協力をお願いします。

各地区の実施状況については、

10月15日（木）に行政区を通じて

各世帯へ文書を通知します。
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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）

厚生労働省によると、今年のインフルエンザのワクチンは過去5年間で最大量（最

大6,300万人分）が供給される予定ですが、より必要とされている方に確実に届ける

ため、接種時期について皆さんのご協力をお願いします。

ご協力をお願いする時期 接種対象者

次のいずれかの予防接種法に基づく定期接種対象者の方

①満65歳以上の方

②接種当日満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器に

障がいのある方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障がいのある方（内部疾患による身体障害者手帳

1級程度）

上記以外の方
特に、医療従事者・基礎疾患のある方・妊婦・生後6か月～

小学2年生の方は、日本感染症学会の提言で接種が推奨さ

れています。

令和2年10月1日から、他の種類のワクチンを接種する際の接種間隔制限は、注射生ワ

クチンから他の種類の注射生ワクチンを接種する場合のみとなりました。異なるワクチ

ン間での制限は撤廃されます。注射生ワクチンから他の注射生ワクチンを接種する場合

は、中27日（4週間）以上の間隔をあけて接種する必要がありますので、ご注意ください。

10月1日(木)～

10月26日(月)～

注射生ワクチン
● BCG ● 麻しん風しん混合

他の注射生ワクチン

● 水痘（水ぼうそう） ● おたふくかぜ

経口生ワクチン
経口生ワクチン

不活化ワクチン
● ロタウイルス

不活化ワクチン
注射生ワクチン

● Ｂ型肝炎 ● ヒブ ● 小児用肺炎球菌
経口生ワクチン

● 日本脳炎 ● 四種混合
不活化ワクチン

● インフルエンザ ● 子宮頸がん

※同一ワクチンを複数回接種する場合はそれぞれに定められた期間がありますので、ご注意ください。

インフルエンザ予防接種は、重症化を予防し、健康被害を最小限にとどめることができます。
しかし、発病を必ず防ぐわけではなく、また接種時の体調などによって副反応が生じる場合
があります。医師と相談のうえ接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は
医療機関にご相談ください。

制

限

な

し

27日以上あける

手洗いや咳エチケットで感染症予防 感染症の予防には、予防接種だけでなく手洗いも

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。
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市では、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防ぐため、今年

度に限りインフルエンザ予防接種費用の助成を拡大・拡充します。10月1日から令和3年1月

31日までに受けた予防接種費用の一部助成を行いますので、期間内の接種をお願いします。

■高齢者インフルエンザ予防接種の助成（満65歳以上の方等）

※対象者・助成期間・接種方法・実施医療機関等については、お知らせ版9月3日号に掲

載した内容から変更ありません。

■小児等インフルエンザ予防接種の助成（満1歳～高校3年生の年齢の方）

■対 象 者 ■助成期限 令和3年1月31日(日)まで

坂東市に住民登録があり、満1歳から ■助成額・回数

高校3年生の年齢に相当する方 【満1歳～小学生6年生】

（平成14年4月2日以降に生まれた方） ・助成回数…2回

■接種方法 ・助 成 額…1回目：2,000円

実施医療機関へ事前に予約し、健康保 2回目：1,000円

険証などの住所・年齢の確認ができる 【中学1年生～高校3年生の年齢に相当する方】

ものをお持ちのうえ直接医療機関に行 ・助成回数…1回

って接種を受けてください。予診票は ・助 成 額…2,000円

医療機関にあります。 ※差額は自己負担となります。

実施医療機関 （小児は市内の医療機関に限ります）

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 吉原内科※未就学児は受け付け不可 0297-35-0008

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 いのもと整形外科 0297-47-5200

存身堂医院 0297-35-1011 岩本医院 0297-44-2033

高橋医院 0297-35-1026 倉持医院 0297-30-3100

田所医院 0297-35-9567 緑野クリニック 0297-30-3311

木根淵外科胃腸科病院★ 0297-35-3131 清水丘診療所 0280-88-1014

松原眼科★ 0297-35-0448 － －

★マーク･･･接種日については直接お問い合わせください。

拡大内容

①「高校1～3年生の年齢に相当する方」も助成の対象になりました。

②満1歳～小学6年生の1回目接種分の助成額を、1,000円から2,000円に増額しました。

拡大内容 助成額を2,000円から3,000円に増額しました。

予防接種についてのお問い合わせは 健康づくり推進課 50297-35-3121
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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）

【特定計量器定期検査】はかりの定期検査を行います

取引または証明に使用する「はかり」は、計量法で2年に1回の定期検査が義務づけら

れています。はかりを使用する方は、必ず検査を受けてください。

実施日 会 場 受付時間

10月26日(月)～28日(水)
児童福祉センター倉庫

〈岩井4326-1〉 午前10時30分～正午

10月29日(木)・30日(金)
生子菅地区農業構造改善センター 午後1時～3時

〈生子新田879-1〉

対象となるはかり
● 商品や工場などで取引に使うはかり ● 学校や病院などで健康診断に使うはかり
● 薬局などで薬剤調合用に使うはかり ● 肉やお茶などのはかり売りでつかうはかり など

当日持参するもの 受検通知はがき、はかり(分銅･おもりも必ず持参してください)

手数料 1台520円～3,000円程度

問合せ 商工観光課 50297-20-8666、茨城県計量協会 5029-225-7973

市では、市内の個人事業者や中小企業者などを対象に、新型コロナウイルス感染症

対策に要するフェイスシールドや非接触型体温計購入等の経費の一部を補助します。

対象者 次の①～⑤すべての要件を満たす方

①市内に事業所等を有する個人事業者、小規模事業者及び中小企業者

②坂東市Ｗプレミアム商品券加盟店または小売りを伴わない製造業､卸売業等を行う事業所

③店舗の感染予防対策を実施する事業者

④「いばらきアマビエちゃん」を導入・運用していること

⑤市税等を滞納していない方

対象となる経費

令和2年4月1日～12月28日の間に市内事業者に支払いを行った、感染症対策を行う際

にかかる次の経費

①フェイスシールド、ゴム手袋、マスク、消毒液等の衛生用品や消耗品類の購入費

②非接触型体温計、アクリル板、透明カーテン、電子マネー等の導入にかかる備品購入費

③パーテーション設置、換気設備設置、手洗い場設置等にかかる工事費・委託料

補助金額 補助対象経費の10分の10以内で10,000円まで(消費税を除く・1,000円未満切り捨て)

申請方法

申請書、領収書、いばらきアマビエちゃん宣誓書の写しを持参または郵送で提出してく

ださい。申請書は商工観光課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

申請期限 12月28日(月)まで

申請・問合せ 商工観光課 50297-20-8666

不法投棄・野焼きは犯罪です 不法投棄や野焼きは、法律で禁止されています。

見つけたら、｢不法投棄110番｣ 50120-536-380（県廃棄物対策課）にご連絡を！

★右ページへ
続く



マイナポイントが

もらえる！※

作ろう！マイナンバーカード

■マイナンバーカードとは？

マイナンバーカードとは、マイナンバー（個人番

号）が記載された顔写真付きのプラスチックカード

です。マイナンバーとは、住民票を有するすべての

住民に付番される12桁の番号のことです。

※紙でできた緑のカードは「通知カード」です。

個人番号は記載してありますが、本人確認書類と

しては使用できません。

■どんなメリットがあるの？

※マイナポイントの取得には、手続きと期限がありますのでご注意ください。

■どうやって申請するの？

■申請後はどうするの？

①市役所から「個人番号カード交付通知書」が届きます。

②交付通知書に記載の必要書類を持参し、市役所1階市民課窓口にお越しください。

マイナンバーカードをお渡しします。

問合せ 市民課 50297-21-2186

身分証明書として

利用できる！

コンビニで各種

証明書を取得できる!

電子申請･契約が

できる！

お知らせ版 令和2年10月1日号
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郵便で申請

①｢通知カード｣に付属している

｢個人番号カード交付申請書｣に

記名・押印等します。

②顔写真を貼付します。

③送付用封筒に入れて

郵送します。

■送付先情報

〒219-8650

日本郵便株式会社

川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター 宛

スマートフォンで申請

スマートフォンのカメラで交付申請書
のＱＲコードを読み取り申請します。

パソコンで申請

申請用ウェブサイトにアクセスして申
請します。

◎証明⽤写真機で申請

証明用写真機でＱＲコード
を読み取り申請します。

休日・夜間に見つけた場合は、境警察署 50280-86-0110にご連絡ください。

《問合せ》生活環境課 50297-21-2189、県廃棄物対策課 5029-301-3033

★左ページから
続く

市役所1階にも

設置しています！



工事金額 助成額

10万円以上 対象工事費の

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

市街化区域2,000㎡以上

または市街化調整区域5,000

㎡以上の土地を取引したと

きは、国土利用計画法に基

づき、土地の利用目的に関

して審査を受ける必要があ

ります。譲受人は、契約締

結日を含めて2週間以内に

届出をお願いします。

制度の詳細・届出様式等

については、市ホームペー

ジをご覧いただくか、お問

い合わせください。

問合せ 企画課

50297-21-2181

市内に住所と事務所があ

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、令和2年11月30日(月)ま

でに支払いが完了する工事の

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

50297-20-8666

機器の点検・補修工事のた

め、休館となります。

休館期間

11月2日(月)～9日(月)

※月曜は定期休館日です。

ところ・問合せ

さしま健康交流センター

遊楽里〈寺久1290〉

50297-20-9822

ゆ ら り

ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

販売対象者

坂東市､古河市､境町､五

霞町にお住まいの18歳以上

の方

車 種

一般自転車、折りたたみ

自転車、子供用自転車など

台 数 70台程度

価 格 1台500～3,000円

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で、

申込書に必要事項を記入の

うえ、お申し込みください。

来館される際は、マスクの

着用など新型コロナウイル

ス感染症拡大防止にご協力

をお願いします。

※1世帯につき1台の申込み

となります。電話、イン

ターネット、代理による

申込みはできません。

申込期間

10月26日(月)～11月1日(日)

午前9時～午後4時30分

抽選日 11月4日(水)

午前9時30分～

※当選された方には通知書

を郵送しますので、引き

取りをお願いします。

ところ・問合せ

さしまクリーンセンター

寺久 リサイクルプラザ

〈寺久1353-1〉

50297-20-9980
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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）

有料広告を掲載しませんか？ ｢広報ばんどう｣（発行部数15,100部）に掲載する

有料広告を募集中です。下面1/2枠は1回10,000円、通し枠は1回20,000円です。

★右ページへ
続く



里親制度を広く知っても

らうため、説明会を開催し

ます。

｢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、温かい愛情

と家庭環境で育てていただ

く方のことです。里親につ

いて知りたい、まず話を聞

いてみたいなど、興味があ

る方はぜひご参加ください。

と き 11月20日(金)

午前10時～正午

ところ

つくば同仁会

子どもセンター

〈つくば市高崎802-1〉

定 員 40名(先着順)

申込期限 11月15日(日)まで

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）

5029-875-3451

ディーゼル自動車に使用

する軽油には、1リットル

あたり32.1円の軽油引取税

が課税され、皆さんの生活

の向上のために使われてい

ます。

軽油に灯油や重油を混ぜ

て不正軽油を製造したり、

販売・使用することは脱税

行為であり、刑事罰の対象

となります。

不正軽油を使用している

疑いのあるトラックやガソ

リンスタンドの情報があり

ましたら、ご一報ください。

問合せ
● 筑西県税事務所

課税第一課軽油引取税担当

50296-24-9192
● 不正軽油110番

50120-241-744

(フリーダイヤル・

24時間受付)

水戸地方法務局（本局）

は、9月23日に新所在地に

移転しました。電話番号は

変更ありません。来庁され

る際は、お間違いのないよ

うご注意ください。

新所在地

〒310-0061

茨城県水戸市北見町1-1

問合せ 水戸地方法務局

5029-227-9911

お知らせ版 令和2年10月1日号
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

11月11日(水)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
11月14日(土)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各10人 各回

11月18日(水)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

11月21日(土)

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 10月15日(木) 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

坂東法務局証明サービス
センターもご利用ください

法務局証明サービスセンター

では、不動産や商業・法人の登

記に関する証明書を取得するこ

とができます。詳細については

市ホームページをご覧いただく

か、お問い合わせください。

と き
● 午前9時～正午
● 午後1時～4時30分

〈土曜・日曜・祝日・年末年始を除く〉

ところ 市役所1階

問合せ 企画課

50297-21-2181

新たな広告媒体としてぜひご活用ください。詳細についてはお問い合わせ

ください。《申込・問合せ》秘書広報課 50297-20-8265

★左ページから
続く 詳細は

こちらからÌ
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掲載されている情報は、9月18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。！

プロコーチから挨拶やマ

ナーの指導を受けながら、

テニスに親しみませんか。

と き

11月5日･12日･19日･26日

の各木曜日〈全4回〉

午後4時～5時

※予備日：12月3日(木)

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

10月12日(月)･13日(火)

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

レッドボールテニスで

は、通常のボールよりもや

わらかく大きな赤いボール

を使用します。初心者のお

子さんでも扱いやすいボー

ルで、テニスに親しみませ

んか。

と き

11月7日･14日･21日･28日

の各土曜日〈全4回〉

午後4時～5時

※予備日：12月5日(土)

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

10月21日(水)･22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

▼第7回坂美展

二年ぶりの開催です。こ

の時代だからこその、会員

個々の思いにあふれた絵画

等の作品を展示します。

と き

10月25日(日)～31日(土)

午前9時～午後5時

※25日は正午から、31日は

午後3時まで〈26日休館〉

後 援 坂東市･教育委員会

主 催 坂美会

問合せ 野口

50297-35-4037

令和2年10月1日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベント

もう購入されましたか？
坂東市Wプレミアム商品券

市内加盟店は471店舗！過去

最多店舗数更新中です。購入申

込はがきと身分証明書をお持ち

のうえ、お買い求めください。

販売場所・日時
● 市内郵便局（全12か所）

午前10時～午後5時

〈郵便局の営業日に限る〉
● 観光交流センター秀緑

午前10時～午後5時

※定休日は月曜日。

月曜が祝日の場合は翌平日。

問合せ 商工観光課

50297-20-8666


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

