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介護保険負担限度額認定

とは、低所得の方でも介護

保険施設の利用が困難とな

らないよう、申請により介

護保険施設の居住費・食費

更新には申請が必要です

の負担を軽減するものです。

負担限度額認定証の有効

期限は､毎年7月末日です｡

8月以降も引き続き認定証が

必要な方は､介護福祉課で

更新手続きをお願いします。

受付期間

6月21日(月)～7月9日(金)

申請に必要なもの

利用者本人と配偶者の預

貯金通帳の写し（名義人と

直近2か月の残高が確認で

きるもの）

申請・問合せ

介護福祉課

50297-21-2193

生理用品を無料で配布します

市では、コロナ禍で生理用品を購入することが難しい女性を支援するため、市が災害

時用に備蓄している生理用品を無料で配布します。

配布場所 配布時間
● 市役所 1階 総合案内

午前10時～午後5時
● 坂東市社会福祉協議会本所 窓口

〈土曜･日曜･祝日を除く〉
(岩井福祉センター 夢積館)

猿島図書館 カウンター 午前10時～午後5時〈休館日を除く〉

配布開始 6月22日(火)～

配布内容 生理用ナプキン1セット（昼用5枚）

※在庫（600セット）が無くなり次第、配布終了となります。

受取方法 次のいずれかの方法により、直接声に出さなくても受け取ることが可能です。

女性職員が対応します。

● 配布場所に設置してある案内表示を指差す。

● 広報坂東お知らせ版掲載記事を提示する。

● 市ホームページで公開しているページをスマホ画面などで提示する。

協 力 ばんどう市女性団体協議会

問 合 せ 市民協働課 50297-21-2183

事業・講座・イベント等に参加する際は、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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お知らせ版 令和3年6月17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）

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
7月 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間

1日（木） 岩井
離乳食教室 令和3年1月生 午前９時45分～10時

※6月21日(月)～25日(金)にお申し込みください。
5日（月） 岩井 ２歳児歯科検診 令和元年6月生 午後１時～１時45分
6日（火） 岩井 乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時

7日（水） 岩井 ３か月児健診 令和3年3月生 午後１時～１時45分
9日（金） 岩井 ひよこサロン（２か月児相談） 令和3年4月生 午前９時15分～９時30分

14日（水） 岩井 １歳６か月児健診 令和元年12月生 午後１時～１時45分
20日（火） 岩井 ３歳児健診 平成30年1月生 午後１時～１時45分

21日（水） 岩井
Happy バンビィクラス for マタニティ

妊産婦・家族 午後１時～１時15分
あかちゃんのいろは

※妊娠がわかったら産婦人科を受診し、出産予定日確定後、速やかに健康づくり推進課へお越しください。
母子健康手帳や妊産婦健診受診票等を交付します。（持ち物：妊婦本人のマイナンバーカードまたは運転免許証等）

…予約受付は実施日前日まで

（定員になり次第受付を終了します）

一 般 対 象 事 業
7月

実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間
9日（金）

猿島
センター健診《40歳以上の方対象・胃がん検診あり》 午前7時30分～

10日（土）
公民館

①胃がん ②特定（一般）健診 ③大腸がん ④肺がん・ 11時30分

11日（日） 結核（胸部レントゲン）⑤前立腺がん ⑥肝炎ウイルス 6月1日から予約受付中です｡

12日（月）岩井保健 ※④～⑥のみの申込みはできません。 8月6日(金)・17日(火)実施

13日（火）センター ご希望の方はコミュニティ健診での受診をお願いします。 分も予約できます。

20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 午前9時30分～
センター の説明や高血圧など健康についての相談を行います。 11時30分
さしま健康 午後1時～3時

21日（水）交流センター 運動教室：運動指導士が実技指導等を行います。 ※6月21日(月)～25日(金)
遊楽里 にお申し込みください。

岩井保健 栄養教室：「災害時の食事」をテーマに、栄
午後1時～3時

28日（水）
センター 養士が講話を行います。

※7月1日(木)～7日(水)に
お申し込みください。

29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

午後2時～4時
センター ご家族のため、精神科医師による個別相談を行います。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

西 赤 西

4 5 6 7 8 9 10

友 西 西 西 西 赤 西

11 12 13 14 15 16 17

西 西 古 西 西 赤 西

18 19 20 21 22 23 24

友 西 古 西 西 赤 西

25 26 27 28 29 30 31

西 西 古 西 西 赤 西

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

7月22日（木）海の日

田所医院（長谷）
内科

50297－35－9567

外科
石塚医院（岩井）

50297－35－1161

7月23日（金）スポーツの日

内科
緑野クリニック（沓掛）

50297－30－3311

外科
ホスピタル坂東（沓掛）

50297－44－2000

診療時間:午前9時～午後5時

6月23日(水)～29日(火)は男女共同参画週間 男女共同参画社会とは、男女が互いに人権を尊重し、

責任を分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会のことです。

★右ページへ
続く



地区名 採水日

岩井 7月 5日(月)

辺田･鵠戸･
7月 6日(火)

みどり町 あ

中川･長須 7月 7日(水)

七郷 7月 8日(木)

神大実 7月12日(月)

弓馬田･飯島･
7月13日(火)

七重

猿島地域 7月14日(水)

飲用水として利用されて

いる井戸水の水質検査を実

施します。検査を希望する

方はお申し込みください。

各地区採水日(時間不定)

申込期間

6月21日(月)～7月2日(金)

検査料金 5,500円(税込)

※採水日当日、採水業者に

現金でお支払いください。

検査項目

一般細菌、大腸菌、亜硝

酸態窒素、硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素、鉄、塩化物

イオン、カルシウム･マグネ

シウム(硬度)、有機物(全有

機炭素〈TOC〉の量)、ＰＨ値

(水素イオン濃度)、味、臭

気、色度、濁度

検査結果 9月中旬に郵送

申込・問合せ

生活環境課

50297-21-2189

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による、建築パトロ

ールを実施します。

建築パトロールは、違法建

築物の発見・防止を目的に行

います。建物を建てる際は、

適正に工事を進めましょう。

パトロールでは、現在建築

工事中の現場に立ち入ること

があります。ご理解とご協力

をお願いします。

と き 7月17日(土)

午後1時～

対 象 市内全域

問合せ 都市整備課

50297-21-2197
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お知らせ版 令和3年6月17日号

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得となって

いる子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。

現在、ひとり親世帯分の受付をしているところですが、ひとり親世帯以外

の子育て世帯に対する支給も開始します。支給対象者は次のとおりです。

※すでにひとり親世帯分を受給された方は対象外となります。

問合せ こども課 50297-21-2191

支給対象者①

令和3年4月分の児童手当または

特別児童扶養手当を受給してい

る方で、令和3年度の住民税均等

割が非課税の方

※対象の方にはお知らせを送付します。

申請は不要です。

6月下旬に支給します。

給付額
児童1人あたり

５万円

支給対象者②

平成15年4月2日以降に出生した児童を養育す

る方で、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けて令和3年1月以降に家計が急変し、令和

3年度の住民税均等割が非課税の方と同じ水

準になっている方

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

や広報紙でお知らせします。

男女共同参画社会の実現を目指し、職場・学校・地域・家庭などの身近なところで、

できることから始めてみませんか。《問合せ》市民協働課 50297-21-2183

★左ページから
続く



掲載されている情報は、6月9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。！

と き

◆休日窓口 7月4日(日)

午前8時30分～午後5時15分

◆夜間窓口 7月21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

農業者年金受給権者現況

届により、受給資格の確認

を行います。

該当される方は、農業者

年金基金から送付された｢現

況届｣に必要事項を記入の

うえ、6月30日(水)までに、

農業委員会事務局または、

さしま窓口センターへの提

出をお願いします。

問合せ 農業委員会事務局

50297-21-2206

市では、生活習慣病の早

期発見･予防のため、後期

高齢者医療制度加入者の、

人間ドックと併診ドック

(人間ドック＋脳ドック)の

健診費用を補助しています。

現在、今年度の補助費用

の予算が残りわずかとなっ

ています。予算がなくなり

次第、市の補助は終了し、

全額自己負担となります。

後期高齢者医療制度にご加

入の方で人間ドック等の受

診を希望する方は、早めの

申請をお願いします。

補助金額

人間ドック 20,000円

併診ドック 30,000円

申込方法

①希望する健診機関に直接

予約をします。

②｢被保険者証｣を持参し、

保険年金課またはさしま

窓口センターに補助を申

請します。

③健診当日、｢決定通知書｣

と｢被保険者証｣を健診機

関窓口に提出します。

問合せ 保険年金課

50297-21-2187

令和3年度の労働保険の

年度更新の申告・納付期間

は、7月12日(月)までとな

ります。労災保険率・雇用

保険率は令和2年度と同率

です。申告の際は、年度更

新申告書受理相談会をご利

用ください。

また、労働保険料の納付

には口座振替をご利用くだ

さい。一度申請手続きを行

えば、翌年度以降も継続し

て口座振替による納付がで

き、納期限も延長されます。

■昨年度からの変更点

申告書等の事業主証明欄

の代表印の押印が不要とな

りました。

問合せ 茨城労働局

労働保険徴収室

5029-224-6213
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令和3年6月17日発行 ■坂東市秘書広報課■

６⽉は不法投棄防⽌強調⽉間
不法投棄は犯罪です。発見した

場合は通報をお願いします。

通報先：「不法投棄110番」

50120-536-380

休日・夜間は境警察署へ

50280-86-0110
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