
！

当該地域との不要不急の往来（帰省・観光など）の自粛をお願いします。
また、「直近一週間の陽性者数が人口10万人あたり15人を超える都道府県」※との
往来の際は、感染症対策を徹底するなど、特に注意してください。
※対象の都道府県については、茨城県ホームページに掲載しています。

新型コロナウイルス感染症
「かからない」「うつさない」対策を

マスク着用の主な目的は、会話や咳による飛沫
の飛散や吸い込みを防ぐことです。それぞれの
場面で「マスクなし」になっていないかをチェ
ックし、感染拡大を防ぎましょう。

これまでの感染経路（感染を防げる場面）

■飲食をともなう場面

● ランチ・ディナー 美味しい食事で「マスクなし」のお喋りが進んでいませんか？
● ホームパーティ 気の合う仲間と「マスクなし」で盛り上がっていませんか？
● 冠婚葬祭 これまでのマナーを気にして｢マスクなし｣で食事をしていませんか？

■大声を出す場面

● カラオケ テンションが上がって「マスクなし」になっていませんか？
● ライブハウス 「マスクなし」で出演者や他のファンを不安にしていませんか？

■気の緩みが起こる場面

● 喫煙室・休憩室 「マスクなし」で一息ついたまま、お喋りしていませんか？
● 自動車内（友人とのドライブ、旅行の道中）
換気のない狭い車中で「マスクなし」になっていませんか？

（参考：茨城県知事記者会見資料）

1

掲載されている情報は、1月13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。

「緊急事態宣言」発令中(2月7日まで)

マスクを着⽤しましょう マスクを着用する際は
鼻と口の両方を
確実に覆ってください

鼻は
出さないで
ください

東京・埼玉・千葉・神奈川・
大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・栃木・福岡に



店舗を利用する

度に、二次元コ

ードを読み込ん

で登録してくだ

さい。
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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）

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

市では、平成27年度に策定した「都市計画マスター

プラン」の一部改訂にあたり、住民説明会を開催しま

す。申込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。

と き 1月28日(木) 午後6時30分～

ところ 市役所 1階 多目的ホール

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、

中止・延期になる場合がありますのでご了承ください。

■都市計画マスタープランとは

都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」のことです。市の目標や将来像

を定め、市民が健康で文化的な生活を営むことができ

るまちづくりの指針となるものです。

■坂東市都市計画マスタープランとは

旧2市町(岩井市・猿島町)の都市計画・まちづくりを

尊重しつつ、実効性のある新たな計画としてとりまとめ

た、市の都市計画の基本方針です。

市におけるまちづくりの課題

を分野ごとに整理したうえで、

「まちづくりの将来像」を定め、

「分野別方針」「地域別将来像」

「実現方策」を明確にしました。

改訂前のマスタープランは市

ホームページで公開しています

ので、ぜひご覧ください。

問合せ 都市整備課 50297-21-2197

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

西 西 西 西 赤 西

7 8 9 10 11 12 13

友 西 古 西 西 赤 西

14 15 16 17 18 19 20

西 西 古 西 西 赤 西

21 22 23 24 25 26 27

友 西 古 西 西 赤 西

28

赤

西：茨城西南医療センター病院

（境 町／50280-87-8111）

友：友愛記念病院

（古河市／50280-97-3000）

赤：古河赤十字病院

（古河市／50280-23-7111）

古：古河総合病院

（古河市／50280-47-1010）

【 診 療 時 間 】

月～土曜:午後6時～11時

日曜･祝日:午前9時～午後4時

いばらきアマビエちゃん

パソコンや携帯電話のメール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。「イベント・行政情報」や「災害情報」等を

配信中ですので、ぜひ登録をお願いします。

問合せ 秘書広報課 50297-20-8265

■登録方法

坂東市 情報メール 検索

右の二次元コードを

読み込んでください。

または
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申込・問合せ 健康づくり推進課 5０２９７－３５－３１２１

下表中「岩井」は岩井保健センター

こ ど も 対 象 事 業
2月

会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間
1日（月） 岩井 ２歳児歯科検診 平成31年1月生 午後１時～
3日（水） 岩井 ３か月児健診 令和2年10月生 午後１時～

4日（木） 岩井
離乳食教室 令和2年8月生 午前９時45分～10時
※要予約 1月25日(月)～29日(金)にお申し込みください。＜定員あり＞

5日（金） 岩井
ひよこサロン（２か月児相談） 令和2年11月生 午前９時15分～９時30分
※要予約 1月21日(木)～2月4日(木)にお申し込みください。＜定員あり＞

9日（火） 岩井
乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時
※要予約 2月1日(月)～8日(月)にお申し込みください。＜定員あり＞

10日（水） 岩井 １歳６か月児健診 令和元年7月生 午後１時～
16日（火） 岩井 ３歳児健診 平成29年8月生 午後１時～

19日（金） 岩井
Happy バンビィクラス for マタニティ

妊産婦・夫・家族
午後１時～１時15分

あかちゃんをまもる ※要予約

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、保健センター事業を延期・中止にする場合が
あります。最新の情報は、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。

一 般 対 象 事 業
2月 実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間

2日（火）
児童福祉 献血：新型コロナウイルスの影響で献血者数が減少 午前10時～午後0時15分
センター しています。ご協力をお願いします。 午後1時30分～4時

16日（火）
岩井保健 いきいき健康相談：保健師・栄養士による健診結果の

午前9時30分～11時30分
センター 説明や高血圧など健康についての相談を行います。

18日（木）
岩井保健 こころの健康相談：こころの病でお困りの方とご家 午後2時～4時
センター 族のため、精神科医師による個別相談を行います。 ※要予約

妊娠がわかったら、産婦人科を受診してください。出産

予定日確定後、速やかに健康づくり推進課へ妊娠の届出を

お願いします。母子健康手帳や妊産婦健康診査受診票等を

交付します。

持ち物

①妊婦本人のマイナンバーカード(個人番号が分かるもの)

②来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、

運転免許証、その他官公署発行の写真付き身分証明書）

※妊婦本人以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

委任状は、市ホームページからダウンロードできます。

問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

妊娠・出産・

子育てに関す

る情報提供や

相談、保健指

導を行う子育て世代包括

支援センターです。市役

所の相談室で個別相談も

受け付けます。お気軽に

ご相談ください。

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



2月11日（木）建国記念の日

ホスピタル坂東（沓掛）
内科

50297－44－2000

外科
木根淵外科胃腸科病院（辺田）
50297－35－3131

2月23日（火）天皇誕生日

内科 ホスピタル坂東（沓掛）
・

外科 50297－44－2000

診療時間:午前9時～午後5時

「ひとり親世帯臨時特別給

付金」について、依然として

新型コロナウイルス感染症に

よる影響が続いていることか

ら、「基本給付」を受給した

方に12月24日から再支給を行

っています。

すでに1回目の基本給付を

受給した方や申請中の方は、

再給付の申請は不要です。

対象となる方で、まだ｢ひ

とり親世帯臨時特別給付金」

の申請がお済みでない方は、

再支給分もあわせて申請がで

きます。お早めに申請されま

すようお願いします。

※｢ひとり親世帯臨時特別給

付金｣の給付は、基本給付

と再支給それぞれ1回ずつ

となります。

対象者

次のいずれかに該当する方

公的年金等を受給している

ことにより、令和2年6月分

の児童扶養手当の支給が全

額停止された方

新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて、収入が児

童扶養手当を受給している

方と同じ水準となっている

ひとり親世帯

給付額

1世帯5万円

第2子以降1人につき3万円

申請期限 2月26日(金)まで

申請・問合せ

こども課

50297-21-2191

県では、感染対策の推進と

事業継続の支援を行うため、

次の事業者に支援金を給付し

ます。詳細についてはお問い

合わせいただくか､県ホーム

ページをご覧ください。

■貸切バス事業者

対象者

次の要件をすべて満たす

貸切バス事業者

①茨城県内に営業所がある

こと

②申請日時点において、営

業をしていること

支給額

1台につき10万円(支給要

件あり)

申請期限 3月12日(金)まで

申請・問合せ

茨城県交通政策課

地域交通グループ

5029-301-2604

■自動車運転代行業者

対象者

次の要件をすべて満たす

自動車運転代行業者

①主たる営業所を茨城県内

に有すること

②令和2年12月1日までに、

茨城県公安委員会から自

動車運転代行業の業務の

適正化に関する法律第4条

の認定を受けていること

③申請日時点において、営

業をしていること

支給額

台数に応じて3万円～20

万円(支給要件あり)

申請期限 3月12日(金)まで

申請・問合せ

茨城県交通政策課

鉄道・物流グループ

5029-301-2606

昭和24年1月26日に奈良県

の法隆寺金堂で火災が発生し、

国宝の壁画が焼損したことか

ら、毎年1月26日は「文化財

防火デー」と定められていま

す。

貴重な文化財を後生に継承

するためにも、文化財につい

て関心を高め、日頃から防火

意識を高めましょう。

■文化財を守るには…

文化財周辺での喫煙や可燃

物(ごみ・木材等)の放置は

行わないでください。

地域の皆さんで見守り活動

をお願いします。

問合せ 生涯学習課

50297-21-2204

お知らせ版 令和3年1月21日号
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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）

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



｢人･農地プラン｣とは、地

域の高齢化や農業の担い手不

足が心配される中､地域の話

し合いによって将来の担い手

や農地利用のあり方を明確に

するプラン(計画)です。

市では、改めて地域で話し

合いを行っていただき、「5年

後､10年後の農地を誰がどの

ように守っていくのか」など

を決めていただく、「人･農地

プランの実質化」を推進して

います。各地域で話し合いが

開催される際は、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止にご

協力のうえ、参加をお願いし

ます。

また、ご自身の地域で話し

合いを行いたい方は、お気軽

にご相談ください。

問合せ 農業政策課

50297-21-2194

「動物の愛護及び管理に

関する法律」が改正され、

令和2年6月から飼い犬・飼

い猫がみだりに繁殖して飼

育が困難にならないよう、

手術などの繁殖防止措置を

行うことが飼い主に義務付

けられました。

犬・猫を繁殖させる予定

が無い場合は、飼い犬・飼

い猫に不妊去勢手術等の対

策をしてください。

犬・猫は繁殖シーズンが

年に数回あります。シーズ

ンには、飼い犬・飼い猫が

妊娠したり、外飼いの雄犬・

雄猫が他の犬猫を妊娠させ

る場合があります。

市や県では、犬・猫の引

き取りは行いません。犬・

猫を飼う際は責任をもち、

適正な飼育をお願いします。

■動物の遺棄(捨てること)･

虐待は犯罪です

改正法では、愛護動物へ

の遺棄・虐待の罰則も強化

されました。犬･猫を遺棄

した場合は、1年以下の懲

役または100万円以下の罰

金となります。

問合せ 生活環境課

50297-21-2189

と き

◆休日窓口 2月7日(日)

午前8時30分～午後5時15分

◆夜間窓口 2月17日(水)

午後5時15分～7時15分

ところ 市役所1階 収納課

納められる税の種類

市県民税(特別徴収分含む)

法人市民税

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

国民健康保険税

問合せ 収納課

50297-21-2208

口座振替を利用すると、

預貯金口座から自動的に納

税ができ、大変便利です。

口座のある金融機関の窓口

へ通帳と届出印をご持参の

うえ、申込み手続きをお願

いします。

なお、申込みは納税義務

者（納税通知書に記載され

ている方）ごとになります。

問合せ

筑西県税事務所 総務課

50296-24-9184

自転車保険（賠償責任保

険）への加入は、茨城県交

通安全条例で定められてい

ます。

自転車保険は、自転車利

用中の事故で他人にけがを

させてしまった場合、相手

の損害を賠償することがで

きる保険や共済のことです。

万が一の事故に備え、自転

車保険への加入をお願いし

ます。

県ホームページでは、自

転車損害賠償保険等を扱う

事業者の情報を掲載してい

ます。ぜひご活用ください。

問合せ

茨城県生活文化課

安全なまちづくり推進室

5029-301-2842

お知らせ版 令和3年1月21日号
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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



市では、真剣に結婚を考

えている方が理想のパート

ナーに出会えるよう、結婚

相談推進員や結婚相談員が

相談・助言・仲介などを無

料で行っています。相談に

は登録が必要です。

今年度は新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防ぐため、

婚活イベントは中止してい

ますが、個別でのお見合い

は随時実施していますので

ぜひご活用ください。

なお、登録申請の改正に

ともない、令和元年5月以

前に登録された方は「新規

登録」が必要です。引き続

き結婚相手の紹介やお見合

いを希望する方は、申込書

の提出をお願いします。

パートナーをお探しの皆

さんの相談・登録をお待ち

しています。

申込方法

申込書に必要事項を記入

のうえ、提出してください。

申込書は市民協働課にあり

ます。市ホームページから

もダウンロードできます。

■結婚相談(電話予約制)

と き 毎週月・水曜日

毎月第３日曜日

ところ 結婚相談室

〈市役所2階〉

申込・問合せ

市民協働課

50297-21-2183

＊ホームページ

｢坂東市 結婚相談｣で検索

相続、遺言、農地転用、

空き家・空き地などのご相

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。当日直

接会場にお越しください。

と き 1月31日(日)

午後1時～4時

ところ 岩井公民館

会議室1

対象者 市内在住の方

問合せ

茨城県行政書士会県西支部

原 50297-35-0481

県では、交通事故の損害

賠償や示談の進め方などで

お困りの方のご相談に応じ

るため、交通事故相談所を

開設しています。予約不要・

相談料無料・秘密厳守です。

事前予約制の弁護士相談も

あります。

面談での相談も受け付け

ますが、新型コロナウイル

スの感染拡大防止のため、

できる限り電話での相談を

お願いします。お気軽にご

相談ください。

相談時間

午前9時～正午

午後1時～4時45分

〈木曜･土曜･日曜･祝日を

除く〉

※弁護士相談は毎月第４水

曜日の午後1時～4時に行

います(事前予約制)。

ところ

県西地方交通事故相談所

〈筑西市二木成615

筑西合同庁舎内〉

相談電話番号・問合せ

県西地方交通事故相談所

50296-24-9112

急な病気やけがの際、救急

車を呼ぶか、病院に行った方

が良いか、様子を見ても大丈

夫か等のご相談に、看護師等

が応じます。

■茨城子ども救急電話相談

《対象:１５歳未満》

5＃８０００ または

5０３－６６６７－３３７７

■茨城おとな救急電話相談

5＃７１１９ または

5０３－６６６７－３３７７

相談時間 24時間365日

(年中無休)

相談料 無料

※通話料は利用者負担となり

ます。

問合せ 茨城県医療政策課

5029-301-3186

お知らせ版 令和3年1月21日号
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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）

ご相談ください

ホームページ「Take out 坂東」 市内飲食業のテイクアウトやデリバリーの情報を

掲載しています。 《問合せ》商工観光課 50297-20-8666 ホームページはこちらから



相手の話を上手に聴き、

よい関係を築く「傾聴」の

基本を学んでみませんか。

と き 2月15日(月)

午後1時30分～3時

ところ 岩井福祉センター

夢積館 娯楽室

対象者

市内在住・在勤で、ボラ

ンティアに興味のある方

講 師

(公財)茨城カウンセリング

センター 稲垣千代氏

受講料 無料

募集人数 20人(先着順)

申込期限 2月8日(月)まで

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜･日曜を除く〉

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 50297-35-4811

支所 50280-88-1000

認知症予防に関する講話や

実技を行います。元気にいき

いきと暮らすため、認知症予

防をはじめてみませんか。

と き

2月17日(水)

午後1時30分～3時30分

ところ 猿島公民館 講堂

対象者

市内在住のおおむね65歳以

上の方

講 師 筑波大学 体育系

教授 大藏倫博氏

参加費 300円(当日集金）

募集人数 15人(先着順)

持ち物

上履き、動きやすい服装

申込期限

2月10日(水)まで

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜･日曜を除く〉

申込・問合せ

坂東市北部地域包括支援

センター 社会福祉協議会

50297-44-2943

50280-82-1284

と き

2月25日(木)･26日(金)

午前10時～午後4時50分

ところ

古河市生涯学習センター

総和（とねミドリ館）

〈古河市前林1953-1〉

対象者

坂東市・古河市・下妻市・

常総市(旧石下町)・八千代

町・境町・五霞町に在住ま

たは在勤の方

テキスト代 4,950円

募集人数 35人(先着順)

申込方法

坂東消防署で受講申込書

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。申込みの際

は印鑑をお持ちください。

申込期間

2月1日(月)～17日(水)

午前8時30分～午後5時

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

問合せ 坂東消防署 予防係

50297-35-2129

お知らせ版 令和3年1月21日号
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

3月10日(水)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
3月13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

3月17日(水)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

3月27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 2月15日(月) 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

講座やイベント

講座やイベントに参加する際は、新型コロナウイルスの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・延期になる場合がありますのでご了承ください。
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◆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

①ホームページで入館したい

日を選択し、予約します。

②予約完了メールが届きます。

③入館当日、入口で職員に予

約完了メールを見せて入館

します。

令和3年1月21日発行 ■坂東市秘書広報課■

⼊館までのながれ

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

２月２７日から土曜･日曜･祝日等の入館には
事前予約が必要になります

いつから、どんな時に予約が必要？
令和3年2月27日(土)以降の、土曜・日曜・祝日と特定の日（1月2日･3日、お盆期間、

茨城県民の日等）の入館には、新型コロナウイルス対策のため事前予約が必要にな

ります。平日（特定の日を除く）は予約不要ですが、状況により入館を制限する場

合があります。

予約が必要な⼈は？
すべての方が対象です。チケットを購入される方に

限らず、年間パスポート・友の会会員証・障害者手

帳等・各種招待券をお持ちの方、無料入館対象の方

も予約が必要です。

どうやって予約するの？
ミュージアムパーク茨城県自然博物館のホームペー

ジから予約をお願いします。予約にはメールアドレ

スの入力が必要です。電話・FAXでの予約はできませ

んので、ご注意ください。

予約はいつからできるの？
2月1日(月)から予約の受付を開始します。以降は、

予約を希望する日の30日前から予約が可能です。

⼊館当⽇はどうすればいいの？
入館当日は、「予約完了メール」のメール画面または

印刷したものを、入口の職員に見せてください。

確認後、入館することができます。

問合せ ミュージアムパーク茨城県自然博物館

50297-38-2000


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

