新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
市では、4月16日から市内医療従事者へのワクチン接種を開始しました。また、
高齢者施設入所者・従事者へのワクチン接種も4月21日から実施しています。

80歳以上の⽅にクーポン券(接種券)を郵送しました
市では、予約時の混雑を避けるため、年齢順にク
ーポン券をお送りし、新型コロナウイルスワクチン
接種の予約を受け付けます。
4月23日付けで、市内在住の80歳以上の方（昭和17
年4月1日以前に生まれた方）にクーポン券を郵送し
ました。

●
●

■ワクチン接種のスケジュール（予定）
年齢
88歳～
83歳～87歳
80歳～82歳
75歳～79歳
70歳～74歳
65歳～69歳

接種券発送日
4月23日(金)
5月中旬
5月下旬
6月上旬

予約開始日
5月 7日(金)
5月10日(月)
5月11日(火)
5月下旬
6月上旬～中旬
6月中旬～下旬

●

クーポン券 ● 予診票
｢坂東市 新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ｣
ワクチン説明書 が⼊っています。

接種開始日
5月17日(月)
6月上旬
6月中旬～下旬
6月下旬～7月上旬

■ワクチン接種の予約について

■今後のワクチン接種について

予約には、クーポン券に記載の「券番
号」が必要です。予約方法の詳細につい
ては、クーポン券に同封の「坂東市 新型
コロナウイルス ワクチン接種のお知ら
せ」をご覧ください。

基礎疾患のある方、64歳以下の方の予
約・接種開始時期は、ワクチンの供給状
況に応じて決定します。決まり次第、広
報紙や市ホームページなどでお知らせし
ます。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

！

掲載されている情報は、4月21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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お知らせ版 令和3年5月6日号

農業委員会では、農用地
利用権設定の受付をしてい
ます。農業経営基盤強化法
に基づく「利用権設定」に
よる農地の貸し借りは、期
間満了で自動的に貸借関係
が終了するため、農地が戻
らないなどの不安もありま
せん。
利用権設定は年2回（6月・
12月）で、今回の申込期限
は5月20日(木)です。
なお、未相続農地の場合
は、相続人全員の同意書等
が必要となる場合がありま
す。詳細については、お問
い合わせください。
申込・問合せ
農業委員会事務局
50297-21-2206

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）

■物品・役務等
申請方法
必要書類を書留郵便でお
送りください。
申請・問合せ
管財課
50297-21-2179
■建設工事・
建設コンサルタント業務等
申請方法
茨城県入札参加資格電子
申請システムをご利用くだ
さい。
申請・問合せ
茨城県監理課 建設業担当
5029-301-4334

でいる方の子または兄弟姉
妹であること
②人物、学業とも優秀である
こと
③健康診断の結果、健康状態
が良好であること
④学費の支払いが困難である
こと
⑤令和3年度に高校または大
学に在学していること
※諸条件が同一の場合、市内
の高校に在学している方を
優先します。
募集人数 高校生 1人
大学生 1人
給付月額 高校生 7,000円
大学生 35,000円
給付期間
令和3年4月から在学する学
校の正規の期間
出願方法
必要書類を持参または郵送
で提出してください。
※出願用紙は学校教育課にあ
ります。市ホームページか
らもダウンロードできます。
出願期間
5月6日(木)～6月4日(金)
※消印有効
出願先・問合せ
学校教育課
50297-21-2202

坂東市出身の株式会社コー
セー創業者小林孝三郎氏寄贈
の基金による「坂東市小林孝
三郎奨学金」の奨学生を募集
します。給付型のため返済は
不要です。詳細については、
お問い合わせください。
追加受付を行います
出願資格
市が発注する物品の買入れ、 ①令和3年4月1日の1年以上前
建設工事等の競争入札に参加
から引き続き坂東市に住ん
する業者の登録を追加で受け
付けます。必要書類など、詳
細については市ホームページ
をご覧ください。
と き 5月30日(日) 午前8時～10時 清潔で緑ゆたかな
まちづくりを目指して、
※雨天延期の場合は、6月6日(日)に
ご家族そろって
受付期間
実施します。
参加しませんか。
5月6日(木)～12日(水)
内 容 道路沿線上等の美化作業
名簿登載期間
注意事項 開始時間を変更する場合は、午前11時まで
に終了するよう、調整をお願いします。
令和3年7月1日～
問合せ
生活環境課
50297-21-2189
令和5年3月31日

2

｢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。

お知らせ版 令和3年5月6日号
申込・問合せ
交通防災課
5 0297-21-2180
市では、消防
団員とその家族
に独自のサービ
スを提供し、消
防団員の士気向上や地域経
済の活性化等にご協力いた
だける｢坂東市消防団応援
の店｣の登録店を募集しま
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。
■サービスの例
ドリンク1杯をサービス
料金の割引
ポイント2倍 等
※サービスにかかる費用は
事業者の負担となります。
申込方法
申請書に必要事項を記入
し、提出してください。申
請書は交通防災課にありま
す。市ホームページからも
ダウンロードできます。
●

●

●

支給対象者

市内に住所と事務所がある
施工業者によって、新築後1
年以上経過している個人住宅
(店舗･車庫等を除く)の改築･
修繕工事を行う場合、工事費
用を最大10万円助成します。
過去に申請された方でも累計
助成額が10万円に達していな
い方は、限度額の範囲内で助
成を受けることができます。
申込できる方
次の①～⑤すべてに当ては
まる方
①市内に継続して3年以上住
んでいる方
②対象となる住宅を所有して
いる方
③市税等を滞納していない方

④対象工事について市から同
様の助成を受けていない方
⑤市内の施工業者に工事を依
頼している方
対象工事
令和3年4月1日以降に着手
し、令和3年11月30日(火)ま
でに支払いが完了する工事の
うち、工事金額が10万円以上
(消費税を除く)のもの
※自然災害による修繕工事や
違法建築は対象外です。
助成額
工事金額の10分の1以内で
10万円まで(1,000円未満切り
捨て)
注意事項
申込額が予算の範囲を超え
た場合は、助成を終了する
場合があります。
制度を利用される方は、必
ず工事着工前に申請書類を
ご提出ください。
●

●

申込・問合せ
商工観光課
50297-20-8666

次のいずれかに該当する方に支給します。

①令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方
②公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手
当を受給していない方（支給制限限度額を下回っている方に限る）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収
入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

①に該当する方……申請は不要です。5月11日(火)に支給します。
②③に該当する方…申請が必要です。申請方法や支給時期については、
決定次第市ホームページ等でお知らせします。
問合せ こども課 50297-21-2191

給付額
児童1人あたり

５万円

厚生労働省ホームページ
はこちらから

イベント等中止･延期のお知らせ
5月22日（土）に予定していた「ばんどうホコテン」は
中止となりました。また、同時開催の筑波銀行共催企画「茨城物産展」は延期となります。
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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）

令和３年度
相談名

相談内容

日

時

毎月第１月曜日
10:00～15:00
無料

法律相談に

※祝日の時は翌日

法律相談 関すること

奇数月第３火曜日
10:00～15:00
※祝日の時は翌日

各 種 相 談 業 務 案 内 (１)
場

所

相談員

日常生活の

市民相談 困りごと

市民相談室
猿島図書館

市民協働課

弁護士
市民相談員

50297-21-2183
※事前予約が必要

会議室

(法律相談日を除く) 市役所２階
9:00～12:00

〔問合せ〕

市役所２階

毎週月･火･水･金曜日
一般

担当課など

市民相談室

市民協働課
市民相談員

50297-21-2183
※電話相談も可能

13:00～16:00
偶数月第２木曜日 市役所２階
行政相談

行政に関する 13:00～15:00
相談

結婚相談

相談

行政相談

奇数月第２木曜日 猿島図書館
13:00～15:00

結婚に関する

市民相談室

毎週月・水曜日
毎月第３日曜日
9:00～15:00

委員

市役所２階
結婚相談室

女性が抱える 10:00～12:00

市役所１階

悩みの相談

会議室

毎月第４火曜日

結婚相談員

市民協働課

結婚相談

50297-21-2183

推進員

毎週月～金曜日
9:00～12:00
13:00～16:00

市役所２階
消費生活相談室

女性相談員

税金に関する 13:30～16:30
相談

消費生活
相談員

市消費生活センター
50297-36-2035
※電話相談も可能
関東信越税理士会

市役所２階

(5月､令和4年2･3月 市民相談室
を除く)

50297-21-2183
※事前予約が必要

毎月第３木曜日
税務相談

※事前予約が必要
市民協働課

13:00～15:00
消費生活 消費生活に
関する相談
相談

50297-21-2183

会議室

毎月第２火曜日
女性相談

市民協働課

税理士

古河支部
50297-44-7650
※事前予約が必要

いばらき就職支援
就職･
求職者の
中心市街地活性化 就職支援
センター
センター職員 50296-23-3811
求人相談 就職相談
センター
※事前予約も可能
毎月第１金曜日
①市役所１階会議室
人権に関する 13:30～15:30
②猿島福祉センター 人権擁護
社会福祉課
人権相談
相談
(6･12月は特設相談 研修室
委員 50297-21-2190
のため要問合せ） （交互に開催）
毎月第３金曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

4

各種相談業務案内（１）（２）の相談事業は、祝日・日程上の都合や新型コロナウイルス感染症の
影響などにより、相談日時が変更となる場合があります。事前に確認をお願いします。
◎各種相談業務案内（１）の相談日は、広報坂東「暮らしの情報」に毎月掲載しています。

お知らせ版 令和3年5月6日号
令和３年度
相談名

相談内容
児童の養育

児童相談 に関する
悩み事
子どもの
発達相談

子どもの
発達･発育に
関する相談

日

各 種 相 談 業 務 案 内 (２ )

時

場

所

毎週月～金曜日

市役所１階

9:00～16:00

こども課

毎週月～金曜日
10:00～16:00

健康相談 お困りのとき

こころの
電話相談

児童･生徒の
教育等に

毎週月～金曜日
9:00～16:00

での困りごと

こども発達センター

つくし(乳幼児期対象) 発達指導員

つくし50280-88-0100

にじ(就学期対象)

にじ

岩井保健センター

精神科医師

市役所２階

指導課

こころの電話相談室 教育相談員

毎週月～土曜日
9:00～21:00

毎月第４水曜日

交通事故相談 13:00～16:00

専門の
法テラス

オペレーター

相談

心配なとき

おとな

大人の方が

救急電話 急な病気で
心配なとき
事業資金融資
金融相談

法テラス・
サポートダイヤル
50570-078374

専門の
相談員

相談所
50296-24-9112

相談所
〈筑西市二木成615〉

県西地方交通事故

弁護士

※弁護士への相談は
事前予約が必要

お子さんが

救急電話 急な病気で

相談

50297-21-2205

「50297-35-7777」

毎週月･火･水･金曜日
県西県民センター
9:00～12:00
関する相談 13:00～16:45
交通事故
県西地方交通事故

子ども

50297-35-3121
※事前予約が必要

交通事故に

弁護士への

50297-30-3639

健康づくり推進課

(土曜日は17:00まで)

相談

50297-21-2191

こども発達センター

(実施日は要問合せ)

関する相談
法的トラブル

法テラス

14:00～16:00

〔問合せ〕
こども課

家庭相談員

毎月１回（木曜日）
こころの こころの病で

担当課など

相談員

に関する相談

毎 日（年中無休） ｢＃8000｣または
24時間対応

専門の

茨城県医療政策課

「503-6667-3377」 オペレーター 5029-301-3186

毎週第１木曜日
13:00～15:00

茨城県医療政策課

「503-6667-3377」 オペレーター 5029-301-3186

毎 日（年中無休） ｢＃7119｣または
24時間対応

専門の

日本政策金融 坂東市商工会
坂東市商工会

(5月のみ第2木曜日)

一人で悩まずお気軽にご相談ください

公庫職員 50297-35-3317
商工会職員

※事前予約が必要

各種相談業務は、市ホームページ
でもご案内しています。
｢相談窓口｣ページはこちらからÌ
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経済センサス-活動調査
は、令和3年6月1日現在、
全国すべての事業所・企業
が対象となる調査です。日
本における産業構造を包括
的に捉え、実態を明らかに
することを目的に実施して
います。調査票は5月31日
(月)までにお届けします。
調査へのご理解とご協力を
お願いします。
問合せ 企画課
50297-21-2181

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 5月19日(水)
午前11時
問合せ 交通防災課
50297-21-2180
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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）

募集職種 支援員
職務内容
入所者の自立支援業務
採用予定人数 1人程度
受験資格
昭和50年4月2日～平成15
年4月1日に生まれた方（学
歴不問）
採用予定年月日
令和3年7月1日(木)
第１次試験 6月6日(日)
申込方法
次の書類を持参または郵
送（簡易書留等）で提出し
てください。申込書等は、
茨城西南広域事務局、利根
老人ホーム、坂東市役所企
画課にあります。事務組合
ホームページからもダウン
ロードできます。
①受験申込書
②卒業証明書(見込含む)
③成績証明書(在学含む)
④受験票
⑤写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)
申込期限
5月20日(木)まで
〈土曜･日曜を除く
午前8時30分～午後5時15分〉
※郵送の場合は当日消印有効
申込・問合せ
茨城西南地方
広域市町村圏事務組合
利根老人ホーム
〈境町長井戸1687〉
50280-87-2120
＊ホームページ
｢利根老人ホーム｣で検索

自動車税は、毎年4月1日現
在の自動車の所有者の方等に
課税されます。納税通知書が
届きましたら、5月31日(月)
までに納付をお願いします。
納付は、金融機関・郵便局・
コンビニのほか、「Yahoo!公
金払い」のサイトからクレジ
ットカード納付(5月31日ま
で)もできます。
なお、心身に障がいのある
方で、一定の要件を満たす場
合には、申請により自動車税
が減免されます。受付期間は
5月31日(月)までです。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
収税第一課
50296-24-9190

けしには、法律で栽培・所
持が禁止されている種類があ
ります。5月～6月に花を咲か
せますので、ご自宅の周りで
けし・大麻草を見かけた場合
は、ご連絡をお願いします。
連絡先・問合せ
古河保健所 衛生課
50280-32-3023

ケシ （ソムニフェルム種）

大麻草

夏季の省エネルギー対策実施中！ 市では、5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）
による省エネルギー運動を推進しています。皆さんのご理解･ご協力をお願いします。

お知らせ版 令和3年5月6日号
講座やイベント

申込期限 5月14日(金)
午後5時まで
申込・問合せ
坂東市体育協会卓球部
宮部 5090-7708-1709
susu3694@ybb.ne.jp

と き 5月23日(日)
ところ 総合体育館
主競技場
■ピンポンであそぼ
道具は卓球部で用意します
ので、どなたでもお気軽にご
参加ください。
時 間 午前10時～午後3時
参加費 無料
■卓球試合
時 間 午前9時～
対象者
市内在住・在勤・在学の方
種 目
 男子団体戦(3シングル)
 女子団体戦(3シングル)
※1チーム3人～5人です。
参加費
1チームあたり 一般1,500円
高校生以下1,000円
※当日集金します。

教 室 名

とんぼ玉

プロコーチを迎えてテニス
レッスンを行います。楽しく
テニスを学びませんか。
と き
6月1日･8日･15日･22日
の各火曜日〈計4回〉
午前9時～10時30分
ところ 岩井テニスコート
対象者
市内在住・在勤・在学の
テニス初心者で、20歳以上
の方
参加費 2,500円(初日集金)
募集人数 10人(先着順)
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
5月18日(火)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 5090-4939-5515

未就園児とその保護者の皆
さんの遊び・交流の場です。
一緒に子育てをしませんか。
と き 毎月第3水曜日
午前10時30分～正午
ところ
野外活動センター ほか
年会費
1組 1,500円(保険料ほか)
申込・問合せ
〈坂東市社会教育団体事業
補助金交付団体〉
坂東こども劇場
5･ 0297-36-3504

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
6月 9日(水)
ガスバーナーでガラス
6月12日(土)
各10人
各回
午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
6月16日(水)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
6月19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 5月15日(土) 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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東京2020オリンピック・
パラリンピック聖火リレー
トーチの巡回展示が県内全
市町村で行われています。
坂東市では次の日程で展示
します。この機会にぜひご
覧ください。
①坂東市役所
と き 5月19日(水)
午前9時～午後5時
ところ 坂東市役所 1階
行政情報コーナー
②ミュージアムパーク
茨城県自然博物館
と き
5月20日(木)
午前9時30分～午後4時30分
ところ
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館
問合せ スポーツ振興課
50297-35-1711

種目はグラウンド・ゴル
フです。楽しく運動をしな
がら、健康づくりをしませ
んか。

■猿島地域にお住まいの
60歳以上の方が対象
と き 6月9日(水)
受付：午前8時～
競技：午前8時30分～
ところ 逆井城跡公園
参加費 300円
申込期限 5月18日(火)まで
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会
支所 50297-44-2943
50280-88-1000
■岩井地域にお住まいの
60歳以上の方が対象
と き 6月16日(水)
受付：午前8時～
競技：午前8時30分～
ところ 八坂公園
参加費 300円
申込期限 5月25日(火)まで
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会
本所 50297-35-4811

日本を代表するバイオリ
ニスト＆NHK 交響楽団メン
バーによるスペシャルコン
サートのチケットを発売中
です。クラシックの魅力を

■坂東市秘書広報課■

ぜひ体感してください。
と き 6月20日(日)
①開場：午後0時30分
開演：午後1時30分
②開場：午後4時
開演：午後5時
※公演時間は各60分です。
料 金 3,000円
ところ・申込・問合せ
市民音楽ホール
50297-36-1100

おひな様、ハイハイ人形、
水仙、亀などの｢吊るし飾
り｣を作りませんか。
作成した吊るし飾りは、
毎年2月･3月に開催する｢坂
東ひな飾り展｣や市内商店
街などで展示します。
と き
毎月第1・第3金曜日
午前9時30分～11時30分
ところ 岩井公民館
2階会議室
持ち物
裁縫道具、筆記用具
申込・問合せ
坂東ひな飾りプロジェクト
田村 5090-4733-3439

◆展覧会開催中！ぜひご来場ください◆
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《問合せ》坂東郷土館ミューズ

50297-44-0055
50280-88-8700

