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新型コロナウイルスワクチンの
接種が開始されます

茨城県の依頼に基づき、クラスター対

策のため高齢者施設の入所者･従事者から

優先的に接種を行います。入所者には施

設から接種についてのご案内があります。

■高齢者向けワクチンについて

坂東市には、高齢者向けワクチンが4月

19日の週に配送されます。

現時点では、ワクチンの供給量に限り

があります。そのため、高齢者向け接種

体制が整っている市町村の中から、県の

選定指標で評価した上位11市町村（坂東

市を含む）に先行で分配されることとな

りました。

4月10日(土)まで「茨城県まん延防止警戒期間」 入学式後の会食や歓送迎会等の会食は

「いつも近くにいる4人まで」、お花見の宴会（屋外での会食・飲酒）の自粛等をお願いします。

⾼齢者施設
⼊所者対象

接種を行う市内高齢者施設一覧

特別養護老人ホーム ハートフル広侖

特別養護老人ホーム 長寿の里

特別養護老人ホーム 延寿館

特別養護老人ホーム さしまの家

特別養護老人ホーム 恵愛荘

介護老人保健施設 きねぶち

医療法人 清風会 寿桂苑

グループホーム バンヤンツリー岩井

グループホーム 想想

グループホーム なかよし

ケアリビング 優善

■ワクチンの接種順位と接種スケジュール

接種スケジュール（予定）
接種順位

４月～ 夏頃

① 医療従事者

② 高齢者施設の入所者など

③ 65歳以上の高齢者

④ 基礎疾患のある方

⑤ 60歳～64歳の方

⑥ ①～⑤以外の方

接種
接種

接種
接種
接種

接種券
送 付

接種

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

接種券
送 付

※掲載している情報は、3月23日時点のものです。今後の状況によっては変更となる可能性があります。

④〜⑥の⽅の接種時期は、
今後国から⽰される予定です。



新型コロナウイルスワクチン
―よくある質問―
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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）

｢３密回避｣｢マスクの着用｣｢石けんによる手洗い･手指消毒｣で感染症対策 新型コロナ

ウイルスは、飛沫や接触で感染します。一人ひとりが感染症対策の徹底をお願いします。

Q1.坂東市の接種対象者はどんな⼈？

Q3.接種は必ず受けなければダメ？

Q5.接種券はどうやって届くの？

Q7.予約はどうやってするの？

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

Q2.接種を受ける時に必要なものは？

Q4.基礎疾患がある⼈、薬を飲んでいる
⼈は接種を受けられるの？

Q6.接種はどこで受ければいいの？

新型コロナウイルスワクチンの詳

細については、広報紙や市ホーム

ページで随時お知らせします。

また、厚生労働省や首相官邸のホ

ームページでもワクチンの情報を

公開していますのでご覧ください。

接種を受ける日に、坂東市の住⺠
基本台帳に記録されている⽅です。
（住民登録のある外国人住民を含みます）

※ファイザー社製のワクチンは、
16歳以上の方が対象です。

受ける⽅の同意がある場合に限り、
接種を⾏います。
ワクチンについて、正しく知った
うえでご判断ください。

市から接種対象者個人に、

郵便でお送りします。

インターネット（市ホームページ
でのWEB予約）または電話で予約し
ていただきます。予約開始日等、
詳細は後日お知らせします。

かかりつけ医にご相談ください。
特に、抗凝固療法を受けている方、免疫の機能が

低下する病気の方、心臓・腎臓・肝臓・血液疾患

や発育障害等の基礎疾患のある方等は、かかりつ

け医に事前にご相談ください。

市内医療機関（個別接種）と
公共施設（集団接種）を
予定しています。
詳細は後日お知らせします。

①接種券
市から送付します。②予診票

③本⼈確認書類（免許証･マイナン
バーカード･被保険者証等）です。
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■対 象 者 ■検査項目

次の①②のいずれにも該当する方 身体計測、尿検査、血液検査、

【国民健康保険の方】
循環器検査、糖代謝検査、呼吸器系検査、

①令和3年度中に40歳になる方から受診
消化器系検査、聴力検査、眼科検査、

日時点で74歳の方まで
脳の検査（併診ドックのみ）

②国民健康保険税に未納がない世帯の方
■申込方法

【後期高齢者医療制度の方】
1.予約

①受診日時点で坂東市の後期高齢者医療制
希望する健診機関（下表）に直接予約を

度の資格を有する方
してください。その際、必ず「坂東市国民

②後期高齢者医療保険料に未納がない方
健康保険または後期高齢者医療制度の補助

※人間ドックの検査項目には、特定健康診
を利用します」と伝えてください。

査の項目も含まれているため、国民健康
2.補助申請

保険の特定健康診査(市の健診等)と重 「被保険者証」と「印鑑」をお持ちのう

複して受診することはできません。 え、保険年金課またはさしま窓口センター

※併診ドックは隔年の補助となります。 までお越しください。

3.決定通知書の提出・支払
■受診期限 令和4年2月28日(月)まで

市が交付する「決定通知書」と「被保険
■補助金額 人間ドック 20,000円

者証」を当日健診機関に提出してください。
併診ドック 30,000円

健診機関の窓口で、健診料金から補助金額
※健診機関により自己負担額が異なります。

を引いた額をお支払いください。

※受診後の補助申請はできません。■問 合 せ 保険年金課 50297-21-2187

健 診 機 関 名 電 話 番 号 健 診 機 関 名 電 話 番 号

ホスピタル坂東 0297-44-2000 つくば総合健診センター 029-856-3500

木根淵外科胃腸科病院※ 0297-35-3131 筑波学園病院 029-836-1983

茨城西南医療センター病院 0280-87-6635 つくばトータルヘルス

総合守谷第一病院 0297-45-9912 プラザ
029-864-3588

守谷慶友病院 0297-45-3311 霞ヶ浦成人病研究

きぬ医師会病院 0297-23-1771 事業団健診センター
029-887-4563

取手医師会病院 0297-71-9500 古河赤十字病院 0280-23-7070

JAとりで総合医療センター 0297-74-0622 友愛記念病院 0280-97-3400

筑波大学附属病院 029-853-4205 小張総合病院 04-7124-7427

土浦協同病院 029-830-3711 キッコーマン総合病院 04-7123-5937

※木根淵外科胃腸科病院は人間ドックのみ

生活習慣病の早期発見・予防のため、特定健康診査の項目を含んだ人間ドック

と併診ドック(人間ドック＋脳ドック)の補助事業を実施しています。

4月6日(火)～15日(木) 春の全国交通安全運動 一人ひとりがルールを守り、

交通事故を防ぎましょう。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180



▲水道メーターボックス4月1日(木)から、市の水

道メーターを検針し、窓口

業務を行う委託業者が変更

になりました。

水道の検針は、毎月1日～

10日に行われます。業者が

ご自宅にお伺いした際は、

身につけている身分証明書

をご確認ください。

委託業者名

旧：(株)両毛システムズ

新：大崎データテック(株)

■水道メーターの検針に

ご協力をお願いします

水道メーターは、皆さん

のご家庭などで使用された

水道水の量

を正確に記

録し、水道

料金を計算

する大切な働きをしていま

す。効率良く正確な検針が

行えるよう、皆さんのご協

力をお願いします。
● ペットを水道メーターボ

ックスから離してつない

でください。
● 水道メーターボックスの

上に物は置かないでくだ

さい。
● 水道メーターボックスの

中や周囲の定期的な清掃・

除草をお願いします。

問合せ 水道課

50297-35-2114

市ではこれまで、東日本大

震災と平成27年9月関東･東北

豪雨により被災した市内家屋

の被害の程度を証明する｢罹

災証明書｣を発行してきまし

たが、4月30日(金)で新規受

付を原則終了します。これは、

時間経過とともに、建物被害

と災害の因果関係を判断する

ことが困難になっているため

です。期限後に証明書が必要

な場合は、ご相談ください。

申請・問合せ

交通防災課

50297-21-2180

り さ い
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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）

旧七郷幼稚園の屋外遊具をお譲りします

遊具品目（昭和43年設置）

ブランコ(4人乗り) ジャングルジム すべり台 鉄棒(2連)

うんてい(山型) うんてい(アーチ型) サッカーゴール(幼児用)

申込期間 4月2日(金)～9日(金)

注意事項 ● 申込多数の場合は、抽選となります。
● 移設と使用については、自己負担・自己責任でお願いします。
● 遊具は現状のままでの引渡しとなります。 ● 移設期限があります。

申込・問合せ 学校教育課 50297-21-2202

犬を飼っている方は、飼い犬の登録と毎年1回
で の狂犬病予防注射が義務づけられています。

4月～6月は狂犬病予防注射月間

めざせ！ナンバーわん飼い主！
★右ページへ

続く

詳細については

お問い合わせ

ください。



農機具から道路に泥が落

ちると、汚れがたいへん目

立ちます。また、トラクター

などが道路へ落とした泥は

滑りやすく、乾くとほこり

を舞い上げ視界を悪化させ

るなど、とても危険です。

田や畑から公道へ出る際

は、泥などの汚れを落とし

てから走行してください。

さらに、道路に落とした泥

はほうきで掃くなど、後始

末をお願いします。

問合せ 農業政策課

50297-21-2194

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6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

自衛隊に興味がある33歳

未満の方や、その保護者の

方を対象に開催します。詳

細についてはお問い合わせ

いただくか、自衛隊茨城地

方協力本部ホームページを

ご覧ください。

①自衛隊・公安系公務員

希望者説明会

と き 4月17日(土)

第一部：午前10時～正午

第二部：午後1時～3時

ところ

コスモスプラザ

（三和地域交流センター）

〈古河市仁連2065〉

②自衛官等採用説明会

と き 4月23日(金)、

5月20日(木)、

6月25日(金)

午前10時～正午

ところ

坂東市中心市街地

活性化センター 2階

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

50296-22-7239
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坂東市保健事業

子宮がん･乳がん医療機関検診申込受付

市の助成を利用して、委託医療機関で子宮がん・乳

がん検診を受けることができます。

▽子宮がん検診：20歳以上の女性の方

▽乳 が ん 検 診：30歳以上の女性の方

検診日 7月以降の病院指定日

検診医療機関 茨城西南医療センター病院、

古河赤十字病院、友愛記念病院

※他の医療機関での検診を希望される方は、「令和3年

度坂東市保健事業予定表」をご覧ください。

申込期間 4月12日(月)～16日(金)

負担金 2,000円（75歳以上の方は無料です）

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

保健事業予定表
はこちらから

■次の方には｢無料クーポン券｣を5月下旬に郵送します｡
● 子宮がん検診 平成12年4月2日～平成13年4月1日生
● 乳がん検診 昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生

市の狂犬病集合予防注射をご利用ください。詳細については広報坂東3月号をご覧
いただくか、お問い合わせください。《問合せ》生活環境課 50297-21-2189

★左ページから
続く



茨城県では、独身の方の

結婚を支援するため、地域

における出会いの相談や仲

介等の活動をボランティア

で行う「いばらきマリッジ

サポーター」を募集します。

詳細についてはホームペ

ージをご覧いただくか、お

問い合わせください。

活動内容
● 地域における独身の方の

出会いの相談
● 交流イベントや出会いの

場づくりなどの自主的な

企画・実施
● いばらき出会いサポート

センターに登録していた

だける独身の方の発掘・

紹介
● いばらき出会いサポート

センターのPR

申込方法

申込書と誓約書に必要事

項を記入のうえ、郵送・

FAX・電子メールのいずれ

かで提出してください。申

込書等はホームページから

ダウンロードできます。

申込期間

4月1日(木)～30日(金)

申込・問合せ

〒310-8555

水戸市笠原町978-6

茨城県少子化対策課

5029-301-3261

029-301-3264

shoutai2@pref.ibaraki.

lg.jp
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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）

市役所2階 猿島図書館
場 所

市民相談室 会議室

時 間 午前10時～午後3時

4月 5日(月) －

5月 7日(金) 18日(火)

6月 7日(月) －

7月 5日(月) 20日(火)

8月 2日(月) －

相談日 9月 6日(月) 22日(水)

10月 4日(月) －

11月 1日(月) 16日(火)

12月 6日(月) －

1月 7日(金) 18日(火)

2月 7日(月) －

3月 7日(月) 23日(水)

※日程等に変更がある場合は、市ホームページや広報坂東｢暮

らしの情報」でお知らせします。

東京五輪に合わせて祝日が移動します

東京2020オリンピック・パラリンピック開催に合わ

せて、令和2年12月に公布された改正五輪特別措置法に

より、令和3年に限って祝日が変更になりました。

海の⽇ 7/19


7/22(⽊)
スポーツの⽇ 10/11



7/23(⾦)
⼭の⽇ 8/11



8/8(⽇)
※8/9(⽉)は振替休⽇

4月は20歳未満飲酒防止強調月間 20歳未満の方がお酒を飲むと、脳の機能の低下、

肝臓等の臓器への障害、性ホルモンの分泌異常などのリスクが高くなります。

★右ページへ
続く

市では、金銭賃借・相続・結婚など日常生活上の法

律的な問題でお困りの方のため、弁護士による法律相

談を行っています。予約制のため事前にお申し込みの

うえ、お気軽にご相談ください。

相 談 料 無料

相談時間 1人あたり30分

申込方法 お電話でお申し込みください。

申込・問合せ 市民協働課 50297-21-2183



相続、遺言、農地転用、

空き家・空き地、会社の立

ち上げ、許認可申請などの

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。直

接会場にお越しのうえ、お

気軽にご相談ください。

とき・ところ

①4月25日(日)

猿島図書館 会議室1

②7月25日(日)

岩井公民館 会議室1

③10月31日(日)

猿島図書館 会議室1

④令和4年1月30日(日)

岩井公民館 会議室1

◎各日とも午後1時～4時

問合せ 茨城県行政書士会

県西支部 原

50297-35-0481

近年、AV出演強要や JK

ビジネス問題に加え、レイ

プドラッグ(性的暴行のた

めに悪用される薬物)や SNS

を利用した性被害等、若年

層の性暴力に関する問題が

深刻化しています。

特に、年度当初の4月は

若者の生活環境が大きく変

わる時期であり、こうした

被害にあうリスクが高まる

ことも予想されます。

内閣府男女共同参画局ホー

ムページでは、被害にあわ

ないための対策や、性犯罪・

性暴力被害に関する相談窓

口等を紹介しています。ト

ラブルでお困りの場合は一

人で悩まず、ご相談くださ

い。プライバシーに配慮し、

秘密は厳守します。

警察相談専用電話
● 犯罪被害の未然防止に関

する相談

5#9110

● 性犯罪被害等の相談

5#8103
● 茨城県女性専用相談電話

5029-301-8107

※いずれも24時間対応です。

問合せ 市民協働課

50297-21-2183

4月16日(金)から、国税

等に関するご相談で来所を

希望する場合は、事前予約

が必要になります。相談を

希望される方は、4月9日

(金)以降にお電話で予約を

お願いします。

また、国税に関する一般

的なご相談は電話でお応え

します。国税庁ホームペー

ジ「タックスアンサー」に

も、よくある質問と回答を

掲載しています。

申込・問合せ

古河税務署

50280-32-4161

お知らせ版 令和3年4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

5月 8日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
5月12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

5月15日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

5月19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 4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

ご相談ください

20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。周囲の大人も、飲酒の害から

未成年者を守りましょう。《問合せ》健康づくり推進課 50297-35-3121

★左ページから
続く
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掲載されている情報は、3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。！

全国で活躍中の能楽師か

ら、日本の伝統文化である

能楽を学んでみませんか。

お気軽にお申し込みくださ

い。

と き

毎月第2・第4木曜日

午後5時30分～6時30分

ところ 岩井公民館 和室

対象者

市内在住･在学の小中学

生の方

参加費 無料

講 師 下掛宝生流能楽師

梅村昌功先生

申込・問合せ

生涯学習課

50297-21-2204

と き 5月24日(月)

〈雨天決行〉

ところ

猿島カントリー倶楽部

対象者 市内在住･在勤の方

※在勤の方で、在住の自治

体から外出自粛要請等が

発令されている場合は参

加をご遠慮ください。

参加費 2,000円

※参加費とは別に、プレー

費9,000円を当日ゴルフ

場フロントでお支払いく

ださい（ワンドリンク付

きの昼食代を含む）。

募集人数 160人(先着順)

申込方法

4月25日(日)午前9時から、

申込書に参加費を添えて猿

島公民館ロビーでお申し込

みください(1人につき4人分

まで可)。申込書は猿島公民

館・総合体育館・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。

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

と き

5月8日(土)､6月12日(土)､

7月17日(土)､8月28日(土)､

9月11日(土)･19日(日)､

11月14日(日)･27日(土)､

12月4日(土)､1月29日(土)､

2月12日(土)､3月19日(土)

◎各日とも午前10時～正午

〈全12回・雨天中止〉

ところ 古河市中央運動公園

〈古河市下大野2528〉

対象者

坂東市､古河市､下妻市､常

総市､八千代町､境町､五霞町

に在住の小学生

参加費 無料

募集人数 小学1･2年生 30人

小学3･4年生 15人

小学5･6年生 15人

※定員を超える場合は、抽選

となります。

申込方法

古河市ホームページからお

申し込みください。

申込期間

4月5日(月)午前9時～

16日(金)午後5時

問合せ

古河市スポーツ振興課

50280-92-0555

令和3年4月1日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベント

掲載している講座やイベント

等は、感染症対策を行ったうえ

で実施しています。参加する皆

さんも、マスク着用等感染拡大

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。
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