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お盆期間中の8月13日（木 ・14日（金）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ ）

通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

坂東市職員採用試験を実施します

採用職種・人数

①事務職Ａ 若干名 ②事務職Ｂ（スポーツ･学業等で実績･成果を収めた方）若干名

③事務職Ｃ（障害者手帳をお持ちの方）1人程度 ④土木技師 1人程度

⑤幼稚園教諭・保育士 1人程度 ⑥保健師 1人程度

受験資格

高等学校卒業以上の学歴がある方または令和3年3月卒業見込みの方、もしくは高等

（ ）学校卒業程度認定試験規則による試験に合格した方 その他採用職種ごとに要件あり

受験手続

受験申込書、履歴書（市指定のもの）に所要事項を自筆で記入、押印のうえ必要書

類を添付し、市役所3階総務課にご持参または郵送してください。受験申込書等は総務

課、さしま窓口センターにあります。市ホームページからもダウンロードできます。

8月17日(月)まで〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

※郵送の場合は、8月17日の消印有効です。

【 9月20日(日) 午前9時～ 坂東市役所第１次試験 とき・ところ】

【 教養試験、専門試験、適応性検査、作文試験科 目】

※第２次試験の詳細は、第１次試験合格者にのみ通知します。

※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なります

ので、職員採用試験案内または市ホームページをご確認ください。

総務課 0297-21-2178申込・問合せ 5

◎広報坂東お知らせ版7月16日号でも掲載しましたが、再度お知らせします。

※各職種を重複して受験することはできません。

元気あふれる

皆さんの申込みを

お待ちしています

アンケートにご協力ください〈成年年齢引き下げ後の成人式〉Web

民法改正により、令和4年（2022年）4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

市では、坂東市の成人式のあり方について、アンケート調査を実施します。アンケート

は全年齢対象です。皆さんのご意見をお聞かせください。

右のQRコードまたは市ホームページからご回答ください。回答方法

8月19日(水)まで回答期限

生涯学習課 0297-21-2204問 合 せ 5



岩井図書館は、空調設備

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。

なお、休館にともない、

8月中旬以降は本やDVDなど

の貸出数を増やします。こ

の機会にぜひご利用くださ

い。

休館期間

9月1日(火)～12月末(予定)

岩井図書館問合せ

0297-36-13005

｢坂東市学校施設長寿命

化計画(個別施設)(案)｣に

ついて、パブリック･コメ

ント手続きによる意見募集

を実施したところ、ご意見

は寄せられませんでした。

決定した内容については、

次のとおり公表します。

公表期間

8月6日(木)～11月5日(木)

公表場所

市ホームページ●

市役所1階行政情報コーナー●

さしま窓口センター●

岩井公民館 猿島公民館● ●

神大実分館 岩井図書館● ●

猿島図書館 学校教育課● ●

学校教育課問合せ

0297-21-22025

下水道の宅内配管工事を

「 」行う 排水設備主任技術者

の試験・講習会です。

と き

9月24日(木)● 講習会

10月26日(月)● 試験日

ところ

ホテルマロウド筑波

〈土浦市城北町2-24〉

8月14日(金)まで申込期限

申込・問合せ

下水道課

0297-21-21985
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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）

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに

現在、児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けている

方は、受給者の前年の所得状況や養育状況を確認するた

めの「現況届」の提出が必要です。現況届を提出しない

と8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず

提出をお願いします（全額支給停止の方も現況届の提出

が必要です 。）

※現況届が必要な方には、個別に詳細を通知します。

通知を確認のうえ、手続きをお願いします。

■特別児童扶養手当 現況届

受付期間 受付会場 受付時間

8月11日(火)～9月10日(木) 市役所1階 午前9時～11時30分
社会福祉課 午後1時～5時※土曜･日曜を除く。

社会福祉課 0297-21-2190問合せ 5

■児童扶養手当 現況届

特設受付日 受付会場 受付時間

午前9時～11時30分8月23日(日)

8月24日(月) 午後1時～7時
児童福祉センター

※23日は午後5時まで8月25日(火) 猿島公民館2階 学習室
※上記以外の日は、土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分

。 。にこども課で受け付けます 8月31日(月)までにご提出ください

こども課 0297-21-2191問合せ 5

■所得の申告をお願いします
支給額算定のため、本人及び扶養義務者(生計

同一の方)の令和元年分の所得の申告を必ずお願
いします。特別児童扶養手当を受給中で、令和元
年1月1日に坂東市に住所がなかった方は、令和元
年度所得証明書(令和元年1月1日の住所地発行の
もの)の添付をお願いします。

正午に合図のサイレンを鳴らします8月15日（土）は｢戦没者を追悼し平和を祈念する日｣

ので、1分間の黙とうにご協力をお願いします 《問合せ》社会福祉課 0297-21-2190。 5
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■コミュニティ健診
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、コミュニティ健診を

次のとおり変更して実施します。
｢予約不要｣から｢完全予約制｣になります。変更点 ●

会場と健診当日受付時間が次の表のとおり変更になります。●

1日の定員が160人になります。 12月に健診日を追加します。● ●

10月7日に予定していた託児は、感染予防のため実施しません。●

20歳以上の方対象者
肺がん・結核検診、特定健診または一般健診、大腸がん検診、前立腺がん検診、内 容
肝炎ウイルス検診、風しん抗体検査（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの
男性で無料クーポンをお持ちの方）
★マーク･･･胃がん検診を10月10日･28日･29日に実施します(40歳以上の方対象)。

健診日 会場 健診当日受付時間 予約開始日
9月7日(月)～11日(金) 猿島公民館 8月4日から受付中

午前9時～11時30分
10月5日(月)･6日(火)･7日(水) 9月 1日(火)～

総合体育館 午後1時30分～3時
9月 3日(木)～

10月8日(木)･9日(金）
10月10日(土) 猿島公民館 午前7時～11時★

午前9時～11時30分
10月26日(月)･27日(火）

岩井保健センター 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★ ★

11月16日(月)～
12月14日(月) 猿島公民館 午前9時～11時30分
12月15日(火)～18日(金) 総合体育館 午後1時30分～3時

■胃がん検診（バリウム検査）
胃がん検診のみをご希望の方は、こちらを受診してください。

40歳以上の方対象者

実施日 会場 検診当日受付時間 予約開始日

午前7時～11時 10月12日(月)～
11月 9日(月) 猿島保健センター

岩井保健センター
11月24日(火)
1月27日(水) 午前7時30分～11時30分 12月 7日(月)～

■子宮がん・乳がん検診
今年度11月･3月に予定している子宮がん・乳がん集団検診は、新型コロナウイルス感染

症の発生状況によっては中止または受診者数を減らして実施となる可能性があります。
また、医療機関での検診をご希望の方は、坂東市保健事業予定表や市ホームページをご

確認のうえ、受診をお願いします。

【 共 通 事 項 】

各検診を受診できる回数は年1回となります。今年度すでに国民健康保険人間ドックや市●

の健診等で受診した項目を再度受診することはできません。
今後、日程等が変更・中止となる場合があります。最新情報は市ホームページをご確認●

いただくか、お問い合わせください。

健康づくり推進課 0297-35-3121申込・問合せ 5

自動車盗難が多発していますので、盗難防止対策をお願いします。車の様子自動車の盗難にご注意を

を伺う不審者を見かけた場合はご連絡ください。《連絡先・問合せ》境警察署 0280-86-01105
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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

特別定額給付⾦（10万円）の申請はお済みですか
、 。現在までに 坂東市民全体の99％以上の方から特別定額給付金の申請がありました

給付金の申請には期限があります。申請がお済みでない方は、8月24日(月)までに

申請されますようお願いします。

■給付状況(8月6日支払予定込)

給付対象件数 給付件数 給付完了割合 給付金額

53,755件 53,438件 53億4,380万円99.41％

特別定額給付金(10万円)相談室問合せ

0297-35-2121／ 0280-88-0111(内線1837･1839)5 5

次亜塩素酸⽔を使ってウイルス対策を！
政府(経済産業省等)は、有効塩素濃度80ppm以上の次亜塩素酸水を次の方法で使用し

た場合、新型コロナウイルスに有効であるとの検証結果を公表しました。市で配布し

ている次亜塩素酸水は有効塩素濃度約100ppmです(製造時)。

■モノのウイルス対策をする場合の使い方

①ウイルス対策をしたい場所・モノの汚れを落とす

②十分な量の次亜塩素酸水で表面をヒタヒタに濡らす

③少し時間をおき(20秒以上)、きれいな布やペーパーで拭き取る

■無料配布を実施しています

「坂東市役所 正面入口」と「さしま窓口センター」で無料配布を行っています。

「洗浄済みの密閉容器(よく洗った500mlペットボトル容器など)」をお持ちください。

水道課・下水道課 0297-35-2121／ 0280-88-0111問合せ 5 5

市内⼩中学校 夏休み期間を短縮し、給⾷費を免除します
長期間にわたる臨時休業をふまえ、令和2年度に限り現行の3学期制を変更し、2学期

制を導入するとともに、授業日数確保などのため、夏季休業期間の短縮を行います。

また、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、小中学校の全児童・生徒の給食

費を免除します。

8月1日(土)～23日(日)■夏季休業期間

6月～8月分(無料)■給食費免除対象月

学期制・夏季休業期間について 指導課 0297-21-2205問合せ ● 5

給食費免除について 岩井学校給食センター 0297-36-8888● 5

猿島学校給食センター 0280-88-02685

坂東市が配布する次亜塩素酸水の性質
液 性：pH6.0～7.0、塩素濃度約100ppm（製造時）●

主 成 分：次亜塩素酸（原料：次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水）●

使用期限：１か月（直射日光の当たらない場所で保管してください）●

次
亜
塩
素
酸
水

学校給食費免除の対象とならない子育て
世帯を支援する事業を行います！

詳細は次のページをご覧ください

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

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。

当市の給付完了割合は7月8日現在で県内トップになるなど、常に

上位を維持しています。皆さんのご協力ありがとうございます。
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絶賛販売中！
地域応援商品券

坂東市Wプレミアム商品券同様、

加盟店が換金する際市が5％を上

乗せして支払い、市内店舗への支

援を行います。

販売価格：1セット 10,000円

（ ）500円×20枚＝10,000円分

販売場所：坂東市商工会

使用期限：令和3年2月28日まで

問 合 せ：商工観光課

0297-20-86665

毎年11月3日の文化の日に開催している「猿島地域体育祭」は、イベント中止のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今年度の開催を中止します。

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感染症対策
坂東市独⾃事業〈令和2年7⽉補正予算〉

■地域応援商品券による市民への支援事業
1万円分 地域応援商品券次の対象の方1人につき の

を贈り、あわせて市内経済の活性化を図ります。
※予算計上時の人数を掲載しています。基 準 日 令和2年8月1日

9月初旬に簡易書留で郵送します。配布方法

①子育て応援商品券〈事業費 2,894万円〉

子育て世帯の負担軽減を図るため、次の世帯に地域
応援商品券を贈ります。

未就学児 2,150人対象者 ●

市外の小中学校等に通学するため給食費●

免除の対象とならない児童･生徒 146人
妊婦 180人●

未就学児について問合せ ●

こども課 0297-21-21915
児童・生徒について●

学校教育課 0297-21-22025
妊婦について●

健康づくり推進課 0297-35-31215

②敬老祝い商品券〈事業費 8,429万円〉

毎年敬老の日に開催している敬老会は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今年度の
。 、 。開催を中止します 招待予定であった方々に慰労の意を表するため 地域応援商品券を贈ります

昭和21年4月1日以前に生まれた方（今年度75歳以上になる方） 7,500人対象者
介護福祉課 0297-21-2193問合せ 5

③生活応援商品券〈事業費 2,925万円〉

、 、新型コロナウイルス感染症拡大により 日常生活に影響を受けやすい障がいのある方に
地域応援商品券を贈ります。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、手帳の管轄が対象者
坂東市の方 2,600人
社会福祉課 0297-21-2190問合せ 5

■マスク・避難所備品等の購入

①マスク・非接触型体温計の購入〈事業費 1,550万円〉

台風等災害発生時における避難所での感染や、新型コロナウイルスの第2波・第3波によ
る感染拡大防止のため、マスク35万枚と非接触型体温計20本を購入し、備蓄します。

健康づくり推進課 0297-35-3121問合せ 5

②避難所運営のための備品の購入〈事業費 335万円〉

災害時における3密（密閉・密集・密接）を避けた避難所運営のため、段ボール製のパー
テーションやベッド、カプセルテント、非常用トイレ等の備品を購入し、備蓄します。

交通防災課 0297-21-2180問合せ 5



清水丘聖地霊園に返還され

た区画が生じたため、新たに

使用者を募集します。

8区画募集区画

※申込多数の場合は抽選とな

ります。

申込資格

申込時点で6か月以上坂東

市、古河市、境町、五霞町に

住民登録をし、現在もお住ま

いの方で、申込者またはご家

族が当霊園の使用許可を受け

ていない方。申込者は世帯主

、 。とし １世帯１区画とします

申込方法

次の書類等をさしま斎場に

ご持参ください。申請書はさ

しま斎場にあります。

①墓地使用許可申請書

②住民票謄本

(発行後1か月以内のもの

で、世帯全員、世帯主及び

住定年月日が記載されてい

ること)

③印鑑（認印）

申請書配布期限

8月26日(水)まで

午前8時30分～午後5時

申込期間

8月13日(木)～26日(水)

午前8時30分～午後5時

8月30日(日)抽選日

午前9時～

申込・問合せ

さしま環境管理事務組合

さしま斎場

〈境町長井戸1746〉

0280-87-06195

高齢者の口腔機能の低下

や肺炎等の疾病を予防する

ために、無料の歯科健康診

査を実施します。

対象者

後期高齢者医療被保険者

で、次に該当する方

①昭和19年4月1日～昭和20

年3月31日に生まれた方

②昭和14年4月1日～昭和15

年3月31日に生まれた方

③昭和9年4月1日～昭和10年

3月31日に生まれた方

※対象者には、8月中旬に

ご案内を送付します。

健診内容

問診、口腔内の状態の検

査、口腔機能の評価、事後

指導（セルフケアの歯ブラ

シ指導）など

受診期間・回数

9月1日(火)～12月31日(木)

の間に1回(休診日を除く)

無料受診料

※引き続き治療を行う場合

。は､別途料金がかかります

受診方法

ご案内に同封の実施歯科

医療機関一覧表の中からご

希望の歯科医院に予約し、

受診してください。

持ち物

被保険者証、受診券、受

診票、健康手帳、歯ブラシ

問合せ

茨城県後期高齢者医療

広域連合 事業課

029-309-12125

■防衛大学校

①一般試験

第１次試験

11月7日(土)・8日(日)

10月22日(木)まで申込期限

②推薦試験

試 験

9月26日(土)・27日(日)

申込期間

9月5日(土)～11日(金)

※学校長の推薦が必要です。

③総合選抜試験

9月26日(土)第１次試験

申込期間

9月5日(土)～11日(金)

■防衛医科大学校医学科

第１次試験

10月24日(土)・25日(日)

10月7日(水)まで申込期限

■防衛医科大学校看護学科

(自衛官候補看護学生)

10月17日(土)第１次試験

10月1日(木)まで申込期限

【 共 通 事 項 】

応募資格

令和3年4月1日現在、18歳

以上21歳未満の方で、高校を

卒業した方または卒業見込み

の方

問合せ

自衛隊 筑西地域事務所

0296-22-72395

お知らせ版 令和2年8月6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）

自衛官候補生も年間を通じて

募集しています。

応募資格

採用予定月の1日現在、18

歳以上33歳未満の方

不法投棄や野焼きは、法律で禁止されています。不法投棄・野焼きは犯罪です

見つけたら ｢不法投棄110番｣ 0120-536-380 県廃棄物対策課 にご連絡を！、 （ ）5

★右ページへ
続く



個人で事業を行っている

方で、一定の所得額を超え

た場合は個人事業税が課税

されます。第1期分の納税

通知書を8月中旬に送付し

ますので、8月31日(月)の

納期限までに納付をお願い

します。納税に便利な口座

振替もご利用ください。

問合せ

課税について●

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

口座振替について●

筑西県税事務所 総務課

0296-24-91845

茨城県ひきこもり相談支

援センターでは、ひきこも

りでお困りのご本人・ご家

族を対象に出張相談を行い

ます。相談料無料・事前予

約制です。お気軽にお申し

込みください。

9月3日(木)と き

午後1時～4時

※相談時間は1件あたり50分

です。

ところ

岩井福祉センター夢積館

9月1日(火)まで申込期限

申込・問合せ

茨城県ひきこもり

相談支援センター

0296-48-66315

〈日曜･月曜･祝日を除く

午前9時～午後6時〉

第30回県西写楽20展▼

(旧教育友の会写真クラ

ブ県西支部展)

会の名称を改め心機一

転！会員がファインダーを

通して個性豊かに表現した

被写体の妙を展示します。

と き

8月18日(火)～22日(土)

午前9時～午後5時

※18日は午後1時から、22日

は午後4時まで

坂東市･教育委員会後 援

県西写楽20主 催

芦澤問合せ

0285-44-69035

▼第31回虹の会作品展

市内の退職教職員有志が

楽しみながらそれぞれに表

現した、絵画、書、拓本、

切り絵、写真、いけ花等の

趣味の作品を展示します。

と き

8月23日(日)～29日(土)

午前9時～午後5時

※23日は午後1時から、29日

〈 〉は午後3時まで 24日休館

坂東市･教育委員会後 援

虹の会主 催

樋﨑問合せ

0297-35-16855

お知らせ版 令和2年8月6日号

7

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
9月 9日(水)

9月12日(土) 各10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

9月16日(水) (先着順) 1,000円
プを作ります。

9月19日(土)

坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方参加資格

8月15日(土) 午前9時から、お電話で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

休日・夜間に見つけた場合は、境警察署 0280-86-0110にご連絡ください。5

《問合せ》生活環境課 0297-21-2189、県廃棄物対策課 029-301-30335 5

★左ページから
続く



8 ！

市民の皆さんから菅生沼の

魅力をPRする写真を募集し、

写真展を開催します。

【 写 真 募 集 】

募集作品

、 、 、菅生沼の白鳥 野鳥 野草

風景等(1人2点まで)

A4～半切り写真サイズ

※パソコンプリント写真可。

応募方法

作品のタイトルと氏名を明

記し、岩井公民館にご持参く

。 。ださい 作品は返却しません

9月18日(金)まで申込期限

【 写 真 展 】

と き

9月29日(火)～10月6日(火)

午前10時～午後5時

※29日は午後1時から、6日は

午後3時まで〈5日休館〉

岩井公民館1階ところ

公民館ギャラリー

内 容

写真・関連資料の展示、動

画上映

坂東市教育委員会後 援

主 催

菅生沼の自然を守る会

近藤問合せ

080-1087-19175

プロコーチを迎えて、テ

ニスレッスンを行います。

楽しくテニスを学んでみま

せんか。

と き

8月30日､9月6日･13日

の日曜日〈計3回〉

午前11時～午後0時30分

※予備日：9月27日、10月4日

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

2,000円(初日集金)参加費

12人(先着順)募集人数

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

8月17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 090-4939-55155

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

9月3日･10日･17日･24日

の木曜日〈全4回〉

午後4時～5時

※予備日：10月1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

2,500円(初日集金)参加費

10人(先着順)募集人数

持ち物

、 、上履き 運動できる服装

タオル、飲み物

申込方法

8月26日(水)･27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 080-5193-42015

令和2年8月6日発行 ■坂東市秘書広報課■

掲載されている情報は、7月28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。

8月10日は｢坂東市民の日｣
ばん ど ー

より豊かで魅力あふれる坂東市

を築き上げるため、今後とも皆

さんのご協力をお願いします。
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