
市では、都市計画マスター

プランの一部改訂にあたり、

ご意見をいただくため原案の

縦覧と公聴会を行います。

公聴会で意見を述べること

を希望する方は、公述申出期

間中に「公述申出書」を提出

してください。詳細について

は、お問い合わせください。

※公述申出者がいない場合、

公聴会は開催されません。

■原案の縦覧･公述申出期間

2月5日(金)～19日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

縦覧場所

都市整備課、さしま窓口セ

ンター、市ホームページ

■公聴会

と き 3月2日(火)

午後2時～

ところ ベルフォーレ

2階 視聴覚室

提出先・問合せ

都市整備課

50297-21-2197

1

2月11日(木)･23日(火) 祝日のごみ収集 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

坂東市長選挙
投票日は３月２８日(日)です

坂東市長の任期満了（令和3年4月16日）

にともない、選挙を行います。

告 示 日 3月21日(日)

投 票 日 3月28日(日) 午前7時～午後6時

※投票時間を2時間繰り上げます。

開 票 3月28日(日)

● 開 票 所 総合体育館

● 開票時間 午後7時～

立候補予定者説明会、事前審査及び立候補受付は

次のとおりです。

立候補予定者説明会

と き 2月15日(月) 午後1時30分～

ところ 坂東市役所 3階 大会議室

事前審査

と き 3月12日(金) 午前9時～午後5時

ところ 坂東市役所 3階 3-1会議室

立候補受付

と き 3月21日(日) 午前8時30分～午後5時

ところ 坂東市役所 3階 大会議室

問 合 せ 坂東市選挙管理委員会〈総務課内〉

50297-21-2178



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。

※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

3月1日(月)～7日(日)

午前9時～午後4時30分

抽選日 3月10日(水)

午前9時30分～

引渡し

当選された方には提供決

定通知書(当選はがき)を郵

送します。当選はがき・申

込書控え・印鑑・代金をご

持参のうえ、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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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）

広報紙・市ホームページに
有料広告を掲載しませんか？

「広報紙」「市ホームページ」に掲載する有料広告（令

和3年4月分～令和4年3月分）を募集します。新たな広

告媒体として、ぜひご活用ください。

申込資格

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・

五霞町・八千代町・野田市に住所または事業所があり、

市税等を滞納していない方

※ホームページについては、住所の制限はありません。

掲載内容 販売促進や従業員募集等

※政治・宗教活動、意見広告、公の秩序や善良の風俗

に反するものは掲載できません。

規格･掲載料

広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。

○広報坂東 ＜カラー＞

毎月第3木曜日発行 発行部数15,100部

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円

(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円

○坂東市ホームページ ＜カラー＞

月平均約78,000アクセス(令和2年1～12月)

(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル

データ形式：gifまたはjpgファイル

データサイズ：4KB以内 ⇒ 1か月間5,000円

申込期限 3月5日(金)まで

※掲載スペースに余裕がある場合には、随時申込みを

受け付けます。お気軽にお問い合わせください。

申込・問合せ 秘書広報課

50297-20-8265

※要綱・申込書は、市ホームペー

ジからダウンロードできます。

市外の方は、納税証明書のご提

出をお願いします。

＊ホームページ

｢坂東市広告｣で検索

またはこちらからÌ 広報紙

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！
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新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

新型コロナウイルスワクチン接種の
準備を進めています
新型コロナウイルスワクチン接種とは

新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種
法に基づく臨時接種として、新型コロナウイルス
感染症のまん延を緊急的に予防するために実施さ
れます。

新型コロナウイルスワクチンは、主に発症や
重症化の予防が期待されています。また、多く
の方が接種を受けることで医療従事者の負担が
軽減され、医療制度崩壊を防ぐことができます。

ワクチンの接種順位と想定スケジュール
国は、全国民のワクチン接種を目指しています。ワクチンは徐々に供給されるこ

とになるので、一定の接種順位を決めて進めていく予定です。現時点では、次の順
でワクチン接種を受けていただく予定です。
※時期については現時点での見込みです。今後の状況によっては変わる可能性があ
ることをご了承ください。

接種費⽤・回数

接種費用は無料(全額公費)です。

接種回数は２回となる見込みです。

接種は強制ではありません
接種は、しっかり情報提供をおこ

なったうえで、受ける方の同意があ
る場合に限り行います。

想定時期 国が定める接種順位

2月下旬～ ①医療従事者

3月下旬～ ②65歳以上の高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた方）

③基礎疾患のある方

④高齢者施設などの従事者

4月以降 ⑤60歳～64歳の方

⑥上記以外の方

妊婦が優先されるかどうかや、子どもが接種対象となるかどうかなどは、現在も国にお
いて検討されています。

「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、ご登録をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

新型コロナワクチン対策室を設置しました

新型コロナウイルスワクチンの接種は、国が主
導し、県の協力により、市が実施します。

市においても、迅速かつ適切に接種を開始でき
るよう、当面必要となる費用を補正予算に計上し
ました。また、新たに設置した「新型コロナワク
チン対策室」に専属で業務に当たる職員5人を配置
し、各関係機関との調整等、準備を進めています。

接種を受けるまでの流れ

コールセンターも設置予定です
市では、市民の皆さんのお問い合

わせや相談に対応するため、3月中に

コールセンターを設置する予定です。

詳細について

は、決定次第広

報紙や市ホーム

ページ等でお知

らせします。

接種券の準備を進めています
ワクチンの接種には、接種券が必

要です。現在、接種券の印刷・発送
の準備を進めており、発送は次の時
期を予定しています。

発送区分 発送する想定時期

75歳以上の方

65歳以上75歳 3月1日(月)～12日(金)

未満の方

上記以外の方 4月以降

ワクチン接種対象者に、坂東市か
ら「接種券」が郵送されます。

ご自身がワクチンを接種できる時
期を確認し、接種を受けることが
できる医療機関等を選びます。

※こちらの情報は、令和3年1月26
日時点の国が示す資料に基づき
作成しています。詳細について
は、今後、広報紙や市ホームペ
ージ等でお知らせします。

坂東市から郵送された「接種券」
と「本人確認書類（運転免許証等）」
を持参し、医療機関等で接種を受
けます。

新型コロナウイルス感染症に関する相談先 発熱など体調に不安がある方は、

まずはかかりつけ医など、地域の身近な医療機関に電話でご相談ください。

★右ページへ
続く

問合せ 新型コロナワクチン対策室〈健康づくり推進課内〉 50297-35-3121

３つの密を
避けましょう！

密接 密集 密閉 3つの条件がそろう場所は
感染拡⼤のリスクが⾼く
なります。感染拡⼤防⽌
にご協⼒をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

茨城県独自の「緊急事態宣言」を県内全域に発令中（2月7日まで）

市内公共施設等は臨時休館中です
茨城県独自の緊急事態宣言発令にともない、市では、市内公共施設を臨時休館して

います。市内の休館中の施設と再開予定日は次のとおりです。また、今後の市内の感
染拡大状況によっては、休館期間を延長する可能性があります。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。

再開予定日 施設名 問合せ
岩井公民館・
各コミュニティセンター

岩井公民館 50297-35-8800

猿島公民館
50297-44-3154
50280-88-0835

神大実分館 50297-30-1800
市民音楽ホール 50297-36-1100
岩井図書館 50297-36-1300
坂東郷土館ミューズ 50297-44-0055
（猿島図書館・資料館） 50280-88-8700
総合体育館
猿島体育館・武道館 スポーツ振興課〈総合体育館内〉

2月9日(火) 屋外体育施設 50297-35-1711
（球場、テニスコート、運動公園など）

児童福祉センター こども課 50297-21-2191
中央児童公園 都市整備課 50297-21-2197
岩井福祉センター｢夢積館｣ 50297-35-4811

猿島福祉センター｢ほほえみ｣
50297-44-2943
50280-88-1000

中心市街地活性化センター 商工観光課 50297-20-8666
市民研修所 管財課 50297-21-2179
生子菅地区農業構造改善センター 農業政策課 50297-21-2194
さしま健康交流センター｢遊楽里｣ 50297-20-9822
観光交流センター｢秀緑｣

50297-35-0002
（屋台棟、工房、ショップは営業中）

2月10日(水) ミュージアムパーク茨城県自然博物館 50297-38-2000

医療崩壊を防ぎ、皆さんの命を守るため、県内全域における不要不急の外出自粛
と飲食店の営業時間の短縮等にご理解とご協力をお願いします。

休館期間等が変更となる場合は、広報紙・市ホームページ・情報メール・防災ラ
ジオ等でお知らせします。施設を利用する前に、ご確認をお願いします。

最新の休館情報は
こちらから

情報メールの登録は
こちらから

防災ラジオは
交通防災課へ 50297-21-2180

かかりつけ医がいない場合には、県相談窓口5029-301-3200または

古河保健所50280-32-3021にお問い合わせください。

★左ページから
続く 詳細はこちらからÌ

入浴施設は
当面の間
休止中です

※掲載している情報は、1月26日時点のものです。
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新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

県内すべての飲⾷店に営業時間短縮要請が出されています
茨城県独自の緊急事態宣言発令にともない、県では、県内すべての飲食店に営業

時間の短縮を要請しています。ご協力いただいた飲食店には協力金が支給されます。
詳細はお問い合わせいただくか、市・県のホームページをご覧ください。

県内全域：1月18日(月)～2月7日(日)
要請期間

坂 東 市：1月 8日(金)～2月7日(日) ※｢感染拡大市町村｣指定のため。

すべての飲食店（酒類を提供していない飲食店を含む）
対象業種

※食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。

午後8時以降午前5時までの間の営業自粛（酒類の提供は午後7時まで）
内 容

※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可能です。

■対象要件
● 茨城県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者であること
● 要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人または

個人事業主であること
● 県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施し、「いばらきア

マビエちゃん」に登録していること

■支 給 額 坂東市内は1店舗当たり最大124万円（31日間の場合）

■申請方法 郵送・電子申請のいずれかで申請してください。

■必要書類
協力金の

● 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)支給
※申請書は商工観光課または坂東市商工会にあります。ホームページからもダウンロード

できます。電子申請の場合は、直接情報を入力していただくため申請書は不要です。

● 協力金の振込先の通帳等の写し
● 食品営業許可証の写し（申請する店舗の分すべて）

● 元々の営業時間が分かる書類及び営業時間を短縮したことが分かる書類
（店舗への貼り紙やホームページの写し等、申請する店舗の分すべて）

● 感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し(申請する店舗の分すべて)

● 本人確認書類の写し（申請者が個人事業主の場合のみ）

■申請期限 3月8日(月)まで

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
申請・

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
問合せ

5029-301-5393〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

使⽤期限は2⽉28⽇（⽇）まで！
Ｗプレミアム商品券
地域応援商品券
まだお使いになっていない商品券がありましたら、期限まで

の使用をお願いします。加盟店は489店舗と過去最大です

（1月20日現在）。店舗一覧は市ホームページをご覧ください。

中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金 市内の中小企業者等を対象に、対策

に要する経費の一部を補助します。《問合せ》商工観光課 50297-20-8666 詳細は
こちらからÌ

次亜塩素酸⽔ 無料配布中
と き 午前10時～午後4時

ところ ● 市役所 正面入口
● さしま窓口センター

◎洗浄済みの密閉容器をお持ちください。

■配布実績(4月26日～12月31日)

配布量合計 23,155 ℓ

来場者合計 18,702人

県ホームページは
こちらからÌ

※掲載している情報は、1月26日時点のものです。



◆最新情報は市ホームページをご覧ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
50297-44-0055
50280-88-8700

Jアラートとは、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、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。

配信日時 2月17日(水)

午前11時

問合せ 交通防災課

50297-21-2180

令和3年度の市内小中学校

体育館･武道館･校庭の利用を

調整する会議を行います。

と き 3月4日(木)

午後7時～

ところ

総合体育館(主競技場)

対象団体

成人を含む10人以上で構成

され、スポーツ傷害保険に加

入しているスポーツ･レクリ

エーション団体

参加方法

登録申請書に必要事項を記

入のうえ、当日持参してくだ

さい。登録申請書は総合体育

館と猿島体育館にあります。

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

自動車税は県の重要な財

源となっています。転居な

どで茨城県に転入された方

は、住民登録とあわせて、

自動車の県内ナンバー（水

戸・土浦・つくば）への変

更をお願いします。
● 登録に関する問合せ

土浦自動車検査登録事務所

5050-5540-2018

自動車税に関する問合せ

筑西県税事務所収税第一課

50296-24-9190
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さしまクリーンセンター寺久では、令和3年度に開催するリサイクル教室（長期教室）の

参加者を募集します。1年を通して開催される長期教室では、数点の作品を作ることができ

ます。この機会にぜひお申し込みください。（短期教室の募集は、3月4日号から掲載します｡）

教室名 開催日 時 間 定員 材料代 持ち物

裂き織り 毎月第1･第3金曜日 午前10時～正午 6人 2,500円 ハンカチ2･3枚

竹工画 毎月第1･第3火曜日 午前9時30分～正午 10人 2,500円
小刀､前掛け､

木バサミ

毎月第1･第3月曜日 午前9時30分～正午 10人 2,000円 木工用ボンド､

クラフト 毎月第3木曜日 午前9時30分～11時30分 10人 1,000円 鉛筆､メジャー､

毎月第2･第4金曜日 午前9時30分～正午 10人 2,000円 洗濯バサミ

参加資格 坂東市・古河市・境町・五霞町に在住・在勤の方

申込方法 はがきに教室名･住所･氏名･電話番号を記入のうえご郵送ください。応募多数

の場合は抽選となります。当選された方にのみ、封書でお知らせします。

申込期限 3月15日(月)まで〈必着〉

ところ・申込・問合せ 〒306-0656 坂東市寺久1353-1

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ

50297-20-9980

●

クラフト教室では、再生クラフト紙を
編み込み、カゴやバッグを作ります▼
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経営全般のお悩みや、給

付金・補助金等の相談に、

「茨城県よろず支援拠点」

の相談員がお応えします。

相談料は無料です。当日は

商工会職員が同席し、サポ

ートしますので、お気軽に

お申し込みください。

■よろず支援拠点とは

中小企業庁が各都道府県

に設置している、無料の経

営相談所です。中小企業や

小規模事業者が持つ経営課

題の解決に向け、専門的な

提案を行います。

と き

2月16日(火)･3月16日(火)

①午後1時～2時

②午後2時～3時

③午後3時～4時

ところ 坂東市商工会

定 員

各時間につき1組(先着順)

申込み・問合せ

商工観光課

50297-20-8666

と き 3月15日(月)

ところ

大利根カントリークラブ

参加資格

市内在住の方4人1組で編

成されたチーム

参加費 1チーム2,000円

※別途プレー料金1人14,000

円は当日精算となります。

（昼食代とキャディフィを

含む）

募集組数

50チーム(先着順)

申込方法

申込書に参加費を添えて、

総合体育館でお申し込みく

ださい。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。

申込期間

2月19日(金)～26日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前9時～午後5時〉

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

と き 3月28日(日)～

ところ 岩井球場ほか

参加資格

茨城県内在住・在勤の方

で、スポーツ傷害保険に加

入していること

参加費 1チーム15,000円

内訳：参加費10,000円＋

登録費 5,000円

申込方法

申込書に必要事項を記入

のうえ、総合体育館でお申

し込みください。申込書は

総合体育館にあります。

申込期間

2月5日(金)～3月5日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前9時～午後5時〉

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

令和3年2月4日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベントご相談ください

掲載している講座やイベント

等は、新型コロナウイルス感

染症対策を行ったうえで開催

しています。参加する皆さん

も、感染拡大防止にご協力を

お願いします。

また、感染拡大の状況によっ

ては中止になる場合がありま

すのでご了承ください。

掲載されている情報は、1月26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。
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