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可燃ごみの収集日となって9月16日(月)〈敬老の日〉･23日(月)〈秋分の日〉のごみ収集

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 0297-21-21895

市では、平成25年度から

30年度にかけて、坂東ＩＣ周

辺地区の都市再生整備計画事

業を推進してきました。この

事業の終了にともない、都市

再生整備計画事後評価の内容

を公表し、市民の皆さんのご

意見を募集します。

公表場所

特定事業推進課●

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

市ホームページ●

提出方法

ご意見、住所、氏名、電話

番号を記入のうえ、郵送、

、 メールのいずれかでFAX E

ご提出ください。

9月20日(金)まで募集期限

提出先・問合せ

〒306-0692

坂東市岩井4365

坂東市役所

特定事業推進課

0297-21-21845

0297-35-8201

jigyo@city.bando.

ibaraki.jp

10月1日から守谷駅直行バス
「直行坂東号」の運賃が変わります

10月1日(火)から消費税率の引き上げにともない、

｢直行坂東号」の運賃が変わります。変更後の運賃は

次のとおりです。皆さんのご理解をお願いします。

■運行ダイヤと運賃（現金・交通系ＩＣカード）

現行 変更後

現金･IC 現金(IC)
守谷駅西口行き

740円
岩井バスターミナル 6:45

（734円）
本町 6:47 720円

岩井局前 6:48

原口 6:50

630円辺田香取神社前 6:51
620円

（629円）辺田三差路 6:53

神田山 6:56

守谷駅西口 7:30

現行 変更後

現金･IC 現金(IC)
岩井バスターミナル行き

守谷駅西口(3番のりば) 19:00 20:45

神田山 19:34 21:19

630円辺田三差路 19:37 21:22
620円

（ ）辺田香取神社前 19:39 21:24 629円

原口 19:40 21:25

740円
岩井局前 19:42 21:27

（ ）
本町 19:43 21:28 720円

734円
岩井バスターミナル 19:45 21:30

月曜日～金曜日運行日

（土曜･日曜･祝日･年末年始･お盆期間は運休）

企画課 0297-21-2181問合せ 5
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岩井公民館改修工事にと

もない、今年度の坂東市作

品展における｢一般の部｣の

募集・展示を中止します。

、「 」なお 児童・生徒の部

は猿島公民館で展示予定で

す。ご理解とご協力をお願

いします。

生涯学習課問合せ

0297-21-22045

下水道は、家庭や事業場・

工場からの排水を集めてき

れいにし、川や海、湖へ返

す施設です。しかし、使い

方を間違うと、下水管の詰

まりや処理機能が低下する

ことがあります。

油や調理くず（野菜、肉

や魚のくず 、水に溶けな）

い紙類（ティッシュ、紙お

むつ等）は、管が詰まった

り、腐食する原因となりま

す。油は拭き取り、調理く

ずや紙類はごみとして出し

てください。

下水道は、自然環境や生

活環境をより良くするため

の公共財産です。出来るだ

け長持ちさせるとともに、

皆さんが快適に利用できる

よう、一人ひとりのご協力

をお願いします。

下水道課問合せ

0297-21-21985

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月までに順次実施

します。

調査票が届きましたら、

必要事項を記入し返送して

ください。調査へのご理解

とご協力をお願いします。

農業委員会事務局問合せ

0297-21-22065

お知らせ版 令和元年9月5日号
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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）

市では、市内2か所に市民農園を設け、市民の皆さ

んに貸し出しをしています。緑あふれる空間で、野

菜や草花づくりを体験してみませんか。

空き区画が無くなり次第募集終了になりますので、

ご希望の方はお早めにお申し込みください。

■中ノ台市民農園

〈山2177-110〉

面積30㎡の区画

使用料:3,300円(年額)

面積60㎡の区画

使用料:5,500円(年額)

■ふれあい農園

〈辺田1237-3〉

面積40㎡の区画

使用料:5,500円(年額)

◎各農園の使用料は、利用開始月によって割引があ

ります。お気軽にお問い合わせください。

利用開始日～令和2年3月31日(年度更新)利用期間

農業者以外で野菜・草花等の栽培に意応募資格

欲のある方（ふれあい農園は市内在住

の方に限ります ）。

農業政策課 0297-21-2194申込・問合せ 5

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



■対 象 者 ■接種方法

【 対象者 ① の方坂東市に住民登録があり、次の①または②

▽市内・境町・五霞町・古河市の医療機関やに該当し、接種を希望する方

いとう内科胃腸科医院(常総市)で受ける場合①接種当日満65歳以上の方

医療機関へ事前に予約し、健康保険証②接種当日満60歳以上65歳未満で、心臓・腎

などの住所・年齢確認ができるものをお臓･呼吸器に障がいのある方、またはヒト

持ちのうえ、直接医療機関に行って接種免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

を受けてください。のある方（内部疾患による身体障害者手

▽市内・境町・五霞町・古河市・いとう内科帳1級程度）

胃腸科医院 で受ける場合■接種期間 以外の県内医療機関

｢予診票」を交付しますので、健康づ10月1日(火)～令和2年1月31日(金)
くり推進課またはさしま窓口センターに

お越しください。■助 成 額 2,000円（１人１回限り）

【 対象者 ② の方 】
※2,000円を超えた場合の差額は自己負担

「インフルエンザ予防接種券」を交付し
となります。

ますので、身体障害者手帳をお持ちのうえ
※対象者のうち、生活保護世帯の方は自己

健康づくり推進課またはさしま窓口センター
負担が免除になります。｢個人負担免除

にお越しください。
券｣を交付しますので、社会福祉課にお

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 田所医院 0297-35-9567

石塚医院 0297-35-1161 天王前クリニック 0297-38-1711

いのもと整形外科 0297-47-5200 松﨑医院 0297-39-2011

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

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

健康づくり推進課 0297-35-3121問合せ 5

お知らせ版 令和元年9月5日号

3

10月1日(火)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。また、感染して

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。

】

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



愛犬は登録と狂犬病予防注射を！
臨時集合注射を実施します

今年度の狂犬病予防注射が済んでいない犬(生後91日

以上)を対象に、臨時集合注射を実施します。飼い犬

の登録もできますので、ご都合に合わせてお越しく

ださい。

月 日 時 間 場 所

さしま窓口センター北側
9月29日(日) 午後1時～2時

(旧正面玄関)

総合体育館東側駐輪場雨天決行 午後2時30分～

3時30分

通知はがき持ち物

料金(1頭につき)

坂東市に 登録している場合 3,350円

登録していない場合 5,350円

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5

茨城県では、9月1日から

30日までを動物愛護月間とし

ています。

動物を飼うときは終生責任●

をもって飼いましょう。

人と動物との調和のとれた●

豊かな環境づくりに心がけ

ましょう。

飼い犬は市へ登録し、年●

1回の狂犬病予防注射を必

ず受けさせましょう。転居

をした際は、変更登録が必

要です。

県で規定する特定犬はおり●

の中で飼いましょう。

猫は室内で飼いましょう。●

「 」 、● 不幸な生命 を産まない

産ませないために、不妊・

去勢手術を受けさせましょ

う。

迷子をなくすため、鑑札、●

迷子札をつけるなど飼い主

を明示し、逃げ出さないよ

うに注意しましょう。マイ

クロチップも有効です。

災害時に家族とペットが安●

全に避難できるよう、日頃

から基本的なしつけをし、

備えておきましょう。

多頭飼い（犬猫あわせて●

10頭以上）は県への届出が

必要になります。

動物の虐待は犯罪です。●

みだりな殺傷は2年以下の

懲役または200万円以下の

罰金、遺棄は100万円以下

の罰金となります。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

市では、コミュニティバ

スやデマンドタクシー、路

線バスなどの公共交通の利

便性向上のため、アンケー

ト調査を行います。市内在

住の15歳以上の方から無作

為に抽出し、9月上旬に調

査票を郵送します。調査へ

のご理解とご協力をお願い

します。

企画課問合せ

0297-21-21815

ふるさと納税制度による寄

附促進と、市の魅力や地元特

産品等のＰＲ、地元経済の活

性化などを図るため、坂東市

にふるさと応援寄附をされた

方へ送る贈呈品やサービスの

提供にご協力いただける事業

者を募集します。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

お知らせ版 令和元年9月5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）

■9月の臨時集合注射終了のお知らせ

令和元年度をもって、9月の臨時集合注射を終

了します。令和2年度からは、4月の集合注射のみ

実施します。ご理解とご協力をお願いします。

予防注射
よろしくじゃ！

パソコンや携帯電話のメールご登録ください 情報メール一斉配信サービス

アドレスを登録していただいた方に、市からの情報をメールで配信しています。

★右ページへ
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。

筑西県税事務所問合せ

課税第二課

0296-24-91975

お知らせ版 令和元年9月5日号

5

ネット予約が始まります！

子宮がん・乳がん集団検診の申込受付

実施日 実施会場 申込開始日

岩井保健11月6日(水)～8日(金)

9月25日(水)～
※8日の乳がんは超音波検査のみ センター

猿島保健11月12日(火)･13日(水)
センター

岩井保健
11月14日(木)～16日(土)

3月1日(日)･3日(火)･ 9月30日(月)～
センター

7日(土)･9日(月)･10日(火)

子宮がん検診：20歳以上の女性の方対象者

乳がん検診：30歳以上の女性の方

※乳がん検診では 「30歳代の方」と「40歳以上の奇数年、

齢の方」は超音波検査、｢40歳以上の偶数年齢の方」は

マンモグラフィ検査を行います。

◎11月14日・15日は託児がありますので、ご希望の方は

電話でお申し込みください。対象は生後3か月(首すわ

り後)～未就園児です（各日定員10人 。）

各検診1,000円（75歳以上の方は無料）負担金

◎次の方には「無料クーポン券」を5月に郵送しています

ので、ぜひご利用ください。

子宮がん検診：平成10年4月2日～平成11年4月1日生●

乳がん検診：昭和53年4月2日～昭和54年4月1日生●

電話またはインターネットからお申し込みく申込方法

ださい （定員になり次第締切）。

健康づくり推進課 0297-35-3121申込・問合せ 5

■子宮がん・乳がん検診

けんこうリンク 健診 予約サービスWeb

パソコンや携帯電話から

予約ができます。24時間い

つでも予約が可能です。ご

利用には事前登録が必要と

なります。

【注意事項】

ネット予約期間は、申込開始日の午前8時30分から●

10月6日(日)午後11時59分までです。

対象外の検診項目を予約された場合は受診できま●

せん。お間違いのないようご注意ください。

対象となる検診項目の確認や予約方法など、詳細●

については市ホームページをご覧ください。

登録はこちらから

http://kenko-link.org/

｢イベント・行政情報｣や｢災害情報｣等を配信中です。ＱＲコードまたは市ホー

ムページからご登録ください 《問合せ》秘書広報課 0297-20-8265。 5

★左ページから
続く



の受付は年間を自衛官候補生

通して行っています。

応募資格

18歳以上33歳未満の方

①防衛大学校（一般）

第１次試験

11月9日(土)・10日(日)

②防衛医科大学校医学科

第１次試験

10月26日(土)・27日(日)

③防衛医科大学校看護学科

(自衛官候補看護学生)

10月19日(土)第１次試験

【 共 通 事 項 】

応募資格

平成11年4月2日～平成14年

4月1日に生まれた方で、高

校を卒業した方または卒業

見込みの方

9月30日(月)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

介護についての様々な悩

みや相談に応じ、情報交換

や交流の場を作ります。

と き

9月19日(木)

午後1時30分～2時30分

10人募集人数

ところ・申込・問合せ

坂東市南部地域

包括支援センター

ハートフル広侖〈小山258〉

0297-38-21615

「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、子ど

も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 9日(水)･11月13日(水)･

12月11日(水)･ 1月 8日(水)･

2月12日(水)･ 3月11日(水)

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～39歳の方、その保護

者や関係者の方など

無料参加費

申込方法

相談会前日の午後4時ま

でに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

0296-54-60125

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

9月14日(土)・28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

とき・ところ

①9月25日(水)

結城市民情報センター

〈結城市国府町1-1-1〉

②9月27日(金)

ホテルグランド東雲
し の の め

〈つくば市小野崎488-1〉

午後1時～3時30分時 間

障がいのある方対象者

申込・問合せ

ハローワーク常総

0297-22-86095

きらめき

お知らせ版 令和元年9月5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

ホームページと連携して、イベント情報等をFacebook でも市の情報を配信中！

配信しています。ぜひご確認ください。 《問合せ》秘書広報課 0297-20-82655



お申込みは
こちらから

10月4日(金)と き

午後2時～4時

ところ

古河市中央公民館

〈古河市下大野2248〉

1,350円テキスト代

60人(先着順)募集人数

申込方法

坂東消防署で受講申請書

に必要事項を記入のうえ、

テキスト代を添えてお申し

込みください。

※お申し込みの際は、印鑑

をお持ちください。

申込期間

9月2日(月)～9月27日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時〉

申込・問合せ

坂東消防署 予防係

〈辺田644-2〉

0297-35-21295

子育てに関する悩みや失

敗話、自慢話などを持ち寄

り、市長を囲んで楽しく話

し合いませんか。

9月27日(金)と き

午後6時30分～8時

市役所1階ところ

多目的ホール

対象者

市内在住で子育て中の方

30人(先着順)募集人数

申込方法

電話または市ホームペー

ジからお申し込みください。

◎託児もありますので、ご

希望の方はお申し込みく

ださい｡対象は3歳～未就

学児です。

申込期限

9月20日(金)まで

主 催

ばんどう市女性団体協議会

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835

オストメイト（人工肛門･

人工膀胱保有者）やそのご

家族の方などを対象に、講

習会を開催します。

9月29日(日)と き

午前10時～午後2時30分

ところ

古河市福祉の森会館

2階研修室

〈古河市新久田町271-1〉

内 容

①講演・相談

茨城西南医療センター病院

皮膚･排泄ケア認定看護師

小島美奈子先生

②オストメイト同士の懇談会

③ストーマ用装具展示･説明

1,000円参加費

(昼食代含む）

9月22日(日)まで申込期限

申込・問合せ

(公社)日本オストミー協会

茨城県支部

西部地区センター 総務

鈴木 0280-76-65115

090-5399-03985

お知らせ版 令和元年9月5日号
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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
10月 9日(水)

10月12日(土) 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

(先着順) 1,000円10月16日(水)
プなどを作ります。

10月19日(土)

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方参加資格

9月17日(火) 午前9時から、お電話にて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

講座やイベント

◆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
0297-44-00555
0280-88-87005
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10月21日(月)と き

〈雨天決行〉

坂東ゴルフクラブところ

参加資格

市内在住･在勤で60歳以

上の方

2,000円参加費

※プレー費8,530円は、当日

ゴルフ場フロントで精算

（昼食代･パーティー代を

含む）

160人(先着順)募集人数

申込方法

、9月29日(日)午前9時から

申込書に参加費を添えて岩

井公民館女性センターでお

申し込みください（1人につ

き4人分まで可 。申込書は）

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ま

すので、後日組合せ表を

代表者の方に郵送します。

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

▼第19回長老美術展

出品資格は80歳以上！豊

かな経験を活かして制作し

たさまざまな作品をぜひご

覧ください。

と き

9月15日(日)～21日(土)

午前9時～午後5時

※15日は正午から、21日は

午後3時まで〈17日休館〉

坂東ゆう美の会主 催

田邉問合せ

0297-35-04605

令和元年9月5日発行 ■坂東市秘書広報課■

ハンドボール競技開催
10月3日(木)～7日(月)

いきいき茨城ゆめ国体 ハンドボール競技会
周辺道路の混雑にご注意ください

10月3日(木)から7日(月)の間、市内で茨城国体ハンドボール競技会が開催されます。

期間中は、会場周辺道路の混雑が予想されますのでご注意ください。また、会場の駐

車台数が限られているため、観戦の際は可能な限り乗り合わせでのご来場をお願いしま

す。市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

駐車場やシャトルバスなど、詳細については国体実行委員会ホームページをご確認く

ださい。

10月3日(木)～7日(月) 坂東市総合体育館（成年男子）とき・ところ

10月3日(木)・4日(金) 岩井高校体育館 （成年男子・成年女子）

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局問合せ

0297-21-51205

＊ホームページ 「国体 坂東市」で検索
応援メッセージやカウントダウンボードも

公開しているホームページはこちらから


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

