新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
市では、予約時の混雑を避けるため、年齢順にクーポン券（接種券）をお送りし、
新型コロナウイルスワクチン接種の予約を開始しています。クーポン券が届きまし
たら、予約方法や接種を受ける場所、予約開始日などを必ずご確認ください。

■ワクチン接種のスケジュール（予定）
年齢
80歳以上
74歳～79歳
73歳
72歳
71歳
70歳
65歳～69歳

クーポン券発送日
4月23日(金)～
5月13日(木)～
5月27日(木)～
6月10日(木)～

■インターネット予約方法を
変更します
変更前

接種を希望する方は、1回目と
2回目を自分で予約する。

変更後

接種を希望する方は、
1回目のみ自分で予約する。

1回目の予約をしていただくと、3週間後の同じ接
種場所・時間帯で市が2回目の予約をお取りしま
す。そのため、3週間後の同じ時間帯は、必ず予定
を空けておいてください。2回目の予約の内容は、
1回目を予約してから2・3日後に、予約サイトから
ご確認ください。

予約開始日
受付中
受付中
6月 4日(金)～
6月 7日(月)～
6月 8日(火)～
6月 9日(水)～
6月18日(金)～

接種開始日
5月17日(月)～

予約状況により
順次接種を開始

■「基礎疾患のある方」は
届出をお願いします
16歳～64歳の方で「基礎疾患のある方」
には、届出により接種券をお送りします。
高齢者接種の次に優先して接種を受けて
いただきます。

届出期間

6月3日(木)～25日(金)

「基礎疾患のある方」の詳細や届出方法
については、次のページをご覧ください。

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、5月25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6月3日号

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）

｢基礎疾患のある⽅｣ は 届出 を お願いします
■基礎疾患のある方
次の（１）または（２）に該当する方です。かかりつけ医に相談のうえ、届出をお願いします。
（１）次の病気や状態の方で、通院・入院している方
・慢性の呼吸器の病気
かかりつけ医には電話ではなく、
・慢性の心臓病（高血圧を含む）
受診時にご相談ください。
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患や知的障がい（療育手帳を所持している場合）
※重い精神疾患･･･精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合。
（２）BMI30以上の方
＊BMIとは、体重と身長から算出される肥満度を表す指数です。BMI=体重(kg)÷身長(m)÷
身長(m)。BMI30の目安：身長170cm(1.7m)で体重87kg、身長160cm(1.6m)で体重77kg。

届出方法

届出書に必要事項を記入し、新型コロナワクチン対策室にメールまたは郵送でご提出
ください。届出書は新型コロナワクチン対策室、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。
届出期間
6月3日(木)～25日(金)

届出・問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365 vsinsei@city.bando.ibaraki.jp

市のイベント・事業中止のお知らせ
■中止決定イベント・事業（新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止します）
名 称
と き
問合せ
岩井公民館まつり
例年7月上旬を予定 岩井公民館
50297-35-8800
八坂公園プール
都市整備課
50297-21-2197
例年7月･8月を予定
ナイター天国
スポーツ振興課 50297-35-1711
英語宿泊研修※
例年8月下旬を予定 生涯学習課
50297-21-2204
第31回坂東市将門
例年11月第2日曜日
スポーツ振興課 50297-35-1711
ハーフマラソン大会
を予定
※英語宿泊研修は、お知らせ版5月20日号に掲載しましたが中止となりました。

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6月3日号

6月分からの児童手当･特
例給付を受けるには、現況
届の手続きが必要です。手
続きをしないと6月分以降
の手当が受けられなくなり
ますので、必ず手続きをお
願いします。
手続きの方法
手続きが必要な方には、
児童手当・特例給付現況届
を6月中旬に郵 送します。
必要事項を記入のうえ、提
出書類を添えて同封の封筒
で返送してください。原則
郵送で提出をお願いしま
す。（公務員の方は勤務先
にご確認ください）
提出書類
児童手当･特例給付現況届
外国人の方は在留カードの
写し等
※その他、必要に応じて提出
する書類があります。
問合せ こども課
50297-21-2191
●

●

一般財団法人自治総合セ
ンターでは、宝くじを財源
に、コミュニティ活動に必
要な施設や設備の整備に対
して助成を行っています。
今回、令和4年度に実施･完
了する事業を募集します。

なお、助成事業実施の有
無を含め内容が変わる場合
もあります。また、申請し
た団体に必ず交付されるも
のではありません。ご了承
ください。
対象団体
コミュニティ組織(自 治
会､自主防災組織等)または
コミュニティ組織の連合体
等で､公共団体等から補助
金を受けていない団体
助成額
一般コミュニティ助成事業
100～250万円
自主防災組織育成助成事業
30～200万円
青少年健全育成助成事業
30～100万円
申込期間
6月3日(木)～8月31日(火)
申込・問合せ
市民協働課
50297-21-2183

査票を郵送してください。
調査へのご理解とご協力を
お願いします。
問合せ
①コールセンター
調査票の記入方法等に
ついて 50120-430-103
インターネット回答に
ついて 50120-619-730
②企画課
調査票の再送等について
50297-21-2181
●

●

●

●

い ね し ま は が れ び ょ う

●

●

経済センサス-活動調査
は、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。調査票を受
け取られた事業所等の皆さ
んは、6月8日（火）までに、
インターネットでご回答い
ただくか、返信用封筒で調

近年、県西地域では水稲
の病害である「稲縞葉枯病」
の発生が増加しています。
被害が大きい場合には、減
収が懸念されます。
この病気は、ウイルスを
持っている「ヒメトビウン
カ」という虫が稲を吸うこ
とで感染し、発病します。
これまで防除を行わなか
った水田や、育苗箱施用剤
を使用しても稲縞葉枯病の
発生が多かった水田等は、
本田防除（6月中下旬目安）
を実施し、稲の病害を防ぎ
ましょう。
防除対策の詳細について
は、茨城県農業総合センター
農業研究所ホームページを
ご覧ください。
問合せ
坂東地域農業改良普及
センター
50297-34-2134

5月31日(月)～6月6日(日)は禁煙週間
今年のテーマは｢たばこの健康影響を知ろう！
～新型コロナウイルス感染症とたばこの関係～」です。健康寿命をのばしましょう。
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お知らせ版 令和3年6月3日号

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）

年に一度は確認し リサイクルを進めましょう

資源ごみの分け方・出し方
家庭から出るごみはきちんと分別し、可燃ごみや不燃ごみを減らしましょう。
また、資源ごみは集積所に出すだけでなく、学校 PTA・行政区等の集団回収やスーパー
等の店頭回収等を活用し、資源リサイクルにご協力をお願いします。
■ごみを出すときのお願い
●
ごみ袋は、無色透明で最長辺が80㎝以下のものをご使用ください。
●
ごみは、決められた収集曜日の午前6時から8時までの間に集積所に出してください。
■ごみの分け方・出し方ポスター
ポスターは生活環境課、さしま窓口センターにあります。市ホー
ムページでも閲覧・ダウンロードできます。外国語版もあります。
外国語版 ① English,Chinese,Korean ② Portuguese,Thai,Vietnamese
③ Urdu,Pashto
④ English,Indonesian

市ホームページ
「ごみの分け方・出し
方」はこちらから

■資源ごみの出し方と注意点

カ

ビ

ン

飲料缶・缶詰
中身を空にし
て、水洗いし
てから出して
ください。

ン

キャップを外し、中身を空にして水洗いして
から出してください。
◎キャップ･･･金属製は不燃ごみ
プラスチック製は可燃ごみへ

ペット
ボトル

スプレー缶 中身を使い切り、
屋外で穴をあけて
から飲料缶等とは
別の袋に入れて出
してください。

キャップとラベルを外し、中身を空にして
水洗いしてから出してください。
◎キャップ・ラベル･･･可燃ごみへ

オイル缶、お菓子・粉ミ
ルクの缶、汚れているも
の、さびや油がついてい
るものは不燃ごみです。
飲食料用以外のビン、汚
れているもの、割れてい
るものは不燃ごみです。
色つき、汚れているも
の、油がついているも
のは可燃ごみです。

新聞・雑誌・雑紙・牛乳パック・ダンボール
種類毎に分別し､ひもでしばって出してください。メモ用紙など
の細かい紙類は､紙袋に入れ｢雑紙｣と明記して出してください。

紙

布

類

類

汚れているもの、においの強いもの（ティッシュ・線香・洗剤の箱）、ティ
ッシュペーパー、レシート、カーボン紙、写真、ダイレクトメールのビニー
ル、クリアファイルなどは可燃ごみです。
無色透明の袋に入れて「布類」と明記して
出してください。運搬中に中身が濡れてし
まうと判断したものは回収できませんので、
雨天時等は布類が濡れてしまわないよう、
ご協力をお願いします。

濡れているもの、
汚れているもの、
綿入りのものは
可燃ごみです。

◎雨天時の例：袋の口をしっかりとしばり結び目をビニールテープで留める、袋を二重にするなど

※集積所に出された資源ごみの所有権は市に帰属します。抜き取りは違法行為になります。

問合せ

4

生活環境課

50297-21-2189

ご登録ください 情報メール一斉配信サービス パソコンや携帯電話のメール ★右ページへ
続く
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。

お知らせ版 令和3年6月3日号

米の生産調整(転作)の実
施状況を確認するため、現
地確認を行います。現地確
認の際、市･農協･茨城県西
農業共済組合の職員がほ場
に立ち入ることがありま
す。あらかじめご了承くだ
さい。
と き
猿島地域
6月14日(月)～18日(金)
岩井地域
7月6日(火)～12日(月)
※延期の場合は、7月中旬～
下旬に実施します。
問合せ 農業政策課
50297-21-2194

自動車税（種別割）の納
税がまだお済みでない方
は、至急納めていただくよ
うお願いします。
納めていただけない場合
には、財産（預金、給与、

自動車、不動産等）の差押
など、滞納処分を行うこと
になりますので、ご注意く
ださい。
問合せ 筑西県税事務所
収税第一課
50296-24-9190
収税第二課
50296-24-9157
●

●

●

●

大地震の発生に備え、J
アラートを使用した試験放
送・配信を全国一斉で行い
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 6月17日(木)
午前10時
問合せ 交通防災課
50297-21-2180
防災ラジオの申込みは、交通防
災課･さしま窓口センターへ！

★左ページから
続く

募集住宅
住宅名
構 造
戸 数
募集期間

藤田住宅、さしま住宅
鉄筋コンクリート造3～5階建て
2DK 5戸
3DK 7戸

6月14日(月)～25日(金)
〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉

入居可能日
月額家賃

令和3年9月1日(水)
17,500円～49,100円
（世帯全体の収入により計算します。）
敷
金 52,500円～147,300円（家賃の3か月分）
保 証 金 6,000円（駐車場使用料の3か月分）
入居申込者の資格（次の要件をすべて備えている方）
①坂東市内に住所または勤務場所がある方
②同居または同居しようとする親族がいる方
(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)
③入居または同居しようとする親族が暴力団員でないこと
④兄弟だけの申込みはできません(両親死亡等を除く）
⑤現在住宅に困っている方(持ち家のある方は不可）
⑥市税等を滞納していない方
⑦世帯の収入の合計が基準内であること
⑧自立して生活を営める方
⑨母子・父子世帯は離婚が成立していること
⑩その他、坂東市営住宅管理条例による
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類
を添えて管財課にお申し込みください。
※申込書は管財課にあります。
問合せ 管財課〈市役所3階〉50297-21-2179

｢イベント・行政情報｣や｢災害情報｣等を配信中です。右の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 50297-20-8265
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お知らせ版 令和3年6月3日号

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）

こうふうりょう

「一時的に資材置場とし
て貸してほしい」、「良い土
で土地を埋め立ててあげま
す」といった「うまい話」
に安易に同意してしまった
結果、廃棄物を不法投棄さ
れたり、無許可で建設残土
を埋め立てられたりする事
例が発生しています。
これらの責任や処理費用
の負担は、行為者だけでな
く、土地所有者に及ぶこと
もあります。うまい話には
安易に同意や契約をしてし
まわないよう、ご注意くだ
さい。
不法投棄、野焼き、不適
正な残土埋立てを発見した
場合は、直ちに専用ダイヤ
ル「不法投棄１１０番」ま
で通報をお願いします。

茨城県では、不法投棄さ
れた廃棄物の状況をアプリ
で簡単に投稿できるように
なりました。スマートフォ
ン等にアプリ「PIRIKA」を
ダウンロードし、写真の添
付やコメント等の入力をす
るだけで、不法投棄の通報
をすることができます。
投稿した不法投棄に関す
る情報は、位置情報や写真
なども含めて、リアルタイ
ムで県に提供されます。不
法投棄の通報にご協力をお
願いします。詳細について
は、茨城県廃棄物規制課不
法投棄対策室ホームページ
をご覧ください。

●

５３６-３８０
休日･夜間は境警察署へ
50280-86-0110

■不法投棄通報アプリ
PIRIKA（ピリカ）
世界最大規
模のごみ拾い
アプリケーシ
ョンです。
地域の清掃活動の活性化
に活用され、これまでに約
80万人以上が参加し、累計
1.4億個以上のごみが回収
されています。

問合せ 茨城県廃棄物規制課
5029-301-3033

問合せ 茨城県廃棄物規制課
5029-301-3033

不法投棄・野焼きを
見つけたら
｢不法投棄１１０番｣
(県廃棄物規制課につながります)

5０ １ ２ ０ いつもみんなでむらなく み

は

れ

つくば香風寮では、里親
制度を広く知ってもらうた
めの説明会を開催します。
｢里親｣とは、さまざまな
事情で親と暮らせなくなっ
た子どもたちを自分の家庭
に迎え入れて、温かい愛情
と家庭環境で育てていただ
く方のことです。
今年度は複数の里親さん
をお招きして、シンポジウ
ムのような形で開催しま
す。里親について知りたい、
まず話を聞いてみたいな
ど、興味がある方はぜひご
参加ください。
と き
6月19日(土)
午前の部:午前10時～正午
午後の部:午後2時～4時
ところ
つくば同仁会
子どもセンター
〈つくば市高崎802-1〉
定 員 各30名(先着順)
申込・問合せ
つくば香風寮
（県里親制度等普及促進・
リクルート事業受託施設）
5029-875-3451
fostercare.kidskohoo@
gmail.com
●

5⽉20⽇から⾵⽔害についての避難情報が変わりました
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警戒レベル
５
４
３
２
１

これまで
災害発生情報
避難指示(緊急)・避難勧告
避難準備・高齢者等避難開始
大雨・洪水・高潮注意報
早期注意情報

警戒レベル
５
４
３
２
１

新たな避難情報等
緊急安全確保
避難指示
高齢者等避難
大雨･洪水･高潮注意報
早期注意情報

警戒レベル４が
発令されたら、
危険な場所から
全員避難しましょう

問合せ
交通防災課
50297-21-2180

お知らせ版 令和3年6月3日号

在留資格のない方や就労
制限のある方を雇用する
「不法就労」は、法律で禁
止されています。
来日外国人を雇用する場
合は、在留カードの「就労
制限の有無」欄をご確認く
だ さ い 。「 就 労 可 」「 就 労
不可」「就労の制限なし」
などの記載がありますの
で、必ずご確認のうえ、適
正な雇用をお願いします。
問合せ 境警察署
50280-86-0110

ご相談ください

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

教 室 名

とんぼ玉

族を対象に出張相談を行い
ます。
「外出することに不安を
感じている」「動き出した
いけど動けない」「何をど
うすればいいかわからな
い」等、お一人で悩まず、
まずは相談から始めてみま
せんか。
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。
と き 7月21日(水)
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
申込期限 7月17日(土)まで
申込・問合せ
茨城県ひきこもり
相談支援センター
50296-48-6631
info@ibahiki.org
〈日曜･月曜･祝日を除く
午前9時～午後6時〉

女性の権利ホットライン
【当日相談電話番号】
5０２９－２３１－８３８０
5０２９－２３１－８３８１
女性に対する暴力（DV、
ストーカー、セクハラ）や
離婚に関する諸問題、職場
における差別、同性婚に関
することなど、女性の権利
一般に関する無料電話相談
です。これらの問題に詳し
い弁護士が、対処の仕方や
正しい法律知識を提供し、
適切なアドバイスを行いま
す。お気軽にご相談くださ
い。
と き 6月29日(火)
午後1時～4時
相談料 無料
※通話料は利用者負担とな
ります。
問合せ 茨城県弁護士会
5029-221-3501

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
7月10日(土)
ガスバーナーでガラス
7月14日(水)
各10人
各回
午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
7月17日(土)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
7月21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 6月15日(火) 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

めざせ！
ナンバーわん飼い主！

○散歩時等のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。
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事業・講座・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、
マスク着用や検温等感染拡大防
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。

講座やイベント

健康への不安、医療費の
備え、老後貧乏にならない
ための準備はどうすればよ
いか･･･。老後の準備につ
いて学びませんか。
と き 6月26日(土)
午前の部
午前10時～正午
午後の部
午後1時30分～3時30分
ところ
観光交流センター秀緑
内 容
午前の部
「今からはじめる！
セカンドライフを考える
生活設計と家計管理の
見直しポイント」
●

●

●

午後の部
「人生100年時代
年金･相続･終活にむけて」
講 師
ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
山口京子氏
入場料 無料
募集人数 各30人(先着順)
申込期限
6月18日(金)午後5時まで
主 催 坂東市くらしの会
申込・問合せ
商工観光課
50297-20-8666
●

■坂東市秘書広報課■

主 催
問合せ

里美美術会
倉持
50297-38-2180

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
6月17日･24日、7月1日･
8日の各木曜日〈全4回〉
午後4時～5時
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
参加費
▼里美美術会展
2,500円（初日集金）
「花を描く」をテーマに、 募集人数 10人(先着順)
山間に咲き誇るヤマユリの
持ち物
スケッチ会を実施し描いた
上履き、運動できる服装、
作品を展示します。「自画
タオル、飲み物
像」にも挑戦しましたので、 申込方法
ぜひご覧ください。
6月14日(月)の午後8時～9時
と き
の間にお電話でお申し込み
6月6日(日)～12日(土)
ください。
午前9時～午後5時
申込・問合せ
※6日は午後1時から、12日は
坂東市テニス連盟
午後4時まで〈7日休館〉
由岐 5080-5193-4201
◆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

