新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
市では、新型コロナウイルスワクチン接種のクーポ
ン券（接種券）を年齢順に送付し、順次、予約の受付
やワクチンの接種を行っています。

■64歳以下の⽅は、次の⽅法でワクチン接種を受けることができます
接種方法

予約方法

クーポン券について
年齢区分に応じて､下表
①坂東市が行う接種
市の予約サイト・電話 のスケジュール(予定)
(市内医療機関･市の集団接種会場)
のとおり送付します。
詳細は決定次第、広報
②茨城県が設置する
紙・市ホームページ等 ①より前に接種を希望
大規模接種会場で接種
(古河市生涯学習センター総和） でお知らせします。
し、クーポン券が必要
な場合は、市に申請を
国で提示している
③国･自衛隊の
してください。
予約方法
大規模接種センターで接種
申請については、Ｐ２の
企業･大学等で
④企業･大学等で接種（職域接種）
提示している予約方法 ｢接種券先行送付の申請
⑤その他(市外の医療機関・施設） 医療機関・施設の所在 方法」をご覧ください。
市町村での予約方法

■坂東市が⾏うワクチン接種のスケジュール（予定）
年齢区分

クーポン券発送日

予約開始日

基礎疾患のある方

6月24日(木)～

60歳～64歳

6月25日(金)～

7月2日(金)～
7月5日(月)～9日(金)

50歳～59歳
40歳～49歳
39歳以下

7月上旬
7月下旬
8月中

※年齢ごとに開始日が異なります。

7月中
8月中
8月下旬～9月

※予約開始日は、ワクチンの供給状況等により変更となる場合があります。

！

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、6月22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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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ワクチン接種 のお知らせ
■接種券先⾏送付の申請⽅法
Ｐ１の接種方法「②茨城県が設置する大規模接種会場で接種」、「③国･自衛隊の大規
模接種センターで接種」、「④企業･大学等で接種（職域接種）」「⑤その他（市外の医療
機関・施設）」のいずれかを希望し、年齢区分到来前にクーポン券（接種券）が必要な
場合は、次の手続きで申請をお願いします。申請は、6月22日から受付中です。

申請方法
発送時期
注意事項
提出先

｢接種券先行送付申請書」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。申請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。
※申請ができるのは、本人・親族・後見人等です。
随時（受付日から3営業日程度）
申請を受け付けたことを証明する書類などは発行されません。
また、申請いただいた内容に不備・不足等がある場合、接種券は送付できま
せん。正確な記入をお願いします。
坂東市役所 健康づくり推進課 新型コロナワクチン対策室
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365 vsinsei@city.bando.ibaraki.jp

※接種券申請後に先行接種を行わず、坂東市での接種を希望する場合は、年齢に応じた予約開始日
に接種の予約を行ってください。なお、予約開始日については市ホームページや広報紙で順次公
開しますので、ご確認ください。

■ワクチンの種類と安全性
現在、市内での個別接種・市の集団接種で使用するワクチンは、ファイザー社製ワク
チンです。国・県が設置する大規模接種会場や職域接種で使用するワクチンは、武田／
モデルナ社製ワクチンです。いずれも、海外で数万人単位の大規模な臨床試験が実施さ
れており、高い発症予防効果が確認されています。通常、同じワクチンを2回接種します。
◆接種間隔

ファイザー社
3週間

武田／モデルナ社
4週間

◆接種後、数日以内に現れる可能性がある症状（副反応）
発現割合
ファイザー社
50％以上 接種部位の痛み、疲労、頭痛
筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、
10～50％
発熱、接種部位の腫れ
1～10％ 吐き気、嘔吐
●
●
●
●

武田／モデルナ社
接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
悪寒、関節痛、発熱、接種部位の腫れ、
吐き気・嘔吐、リンパ節症、発赤・紅斑
接種後7日目以降の接種部位の痛みや腫れ､紅斑

接種直後よりも、翌日に痛みを感じている方が多いです。
これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。
接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。
（厚生労働省ホームページより）

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111
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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
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昭和56年に建物の耐震基
準が大きく改正され、改正
前の基準で建てられた住宅
は、地震で大きな被害を受
ける可能性があります。お
住まいの住宅がどれくらい
耐震性能があるか調べるた
めに、無料木造住宅耐震診
断をご利用ください。
対 象
次のすべての要件を満た
す市内の住宅所有者
①昭和56年5月31日以前に
建築確認を受けて建築さ
れた住宅で、階数が2階
以下のもの
②在来軸組み木造工法・伝
統工法で建てられたもの
※その他、坂東市木造住宅
耐震診断士派遣事業実施
要綱によるもの
診断戸数 3戸(先着順)
申込期間
7月12日(月)～9月30日(木)

〈土曜･日曜･祝日を除く〉
申込方法
申込用紙に必要事項を記
入のうえ、ご持参ください。
申込用紙は都市整備課にあ
ります。市ホームページか
らもダウンロードできます。
申込・問合せ
都市整備課
50297-21-2197

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(有料)。
申込方法など、詳細について
はお問い合わせください。
募集区画 11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、現在も居住し

ている方で世帯主または世帯
員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。
必要書類
①墓地使用許可申請書
（斎場窓口及びさしま環境管
理事務組合窓口で配布)
②住民票謄本
(発行後1か月以内のもので、
世帯主及び世帯全員の定住
年月日が記載されているこ
と)
③印鑑（認印）
申請書配布期間
8月2日(月)～25日(水)
午前8時30分～午後5時
申込期間
8月12日(木)～25日(水)
午前8時30分～午後5時
抽選日 8月29日(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〉
50280-87-0619

市のイベント・事業中止のお知らせ
例年実施している次のイベント・事業について、新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐため中止します。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
■中止決定イベント・事業
名

称

坂東市岩井の夏まつり
※神事を除く

と

き

問合せ

例年7月下旬を予定 商工観光課

さしまの夏まつり大会 例年8月上旬を予定 坂東市商工会
ちびっこ料理教室

★左ページから
続く

例年8月上旬を予定

50297-20-8666
50297-35-3317

岩井学校給食センター 50297-36-8888
猿島学校給食センター 50280-88-0268

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。県ホームページは
こちらからÌ
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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）

健康づくり推進課からのお知らせ
坂東市選挙管理委員会で
は、市民の皆さんに政治や
選挙への関心を持っていた
だき、選挙をもっと身近な
ものに感じていただくため、
期日前投票立会人を募集し
ます。18歳、19歳の若い有
権者からの応募もお待ちし
ています。
と き
期日前投票期間中（選挙に
よって6～16日間）のうち希
望する日
ところ 市内2か所
内 容
投票手続きが適正に行わ
れているかの立会い等
（投票用紙の交付・投函・
持ち帰りの誤りがないかの
確認）
応募資格
市内在住で坂東市の選挙
人名簿に登録されている(選
挙権がある)方
申込方法
応募用紙に必要事項を記
入し、総務課に直接持参し
てください。応募用紙は、
総務課またはさしま窓口セ
ンターにあります。
※応募者多数の場合は、ご
希望に添えないこともあ
りますので、ご了承くだ
さい。
問合せ
坂東市選挙管理委員会
〈総務課内〉
50297-21-2178
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■センター健診 申込み受付中です（胃がん検診あり）
6月1日から、センター健診の申込みを受け付けて
います。次の日程の申込み枠に空きがありますので、
ご希望の方はお申し込みください。
なお、予約状況によっては当日受付時間を短縮し
て実施する場合もありますので、ご了承ください。
※6月22日時点の情報です。予約可能な日程は、申込
み時にご確認ください。
実施会場
猿島公民館
岩井保健センター

実施日
7月9日(金)･10日(土)･11日(日)
8月6日(金)･17日(火)

対 象 者 40歳以上の方
健診当日受付時間 午前7時30分～11時30分
健診内容 ①胃がん ②特定健診(一般健診)
③大腸がん ④肺がん･結核 (胸部レントゲン)
⑤前立腺がん ⑥肝炎ウイルス
※④～⑥のみの申込みはできませんので、ご希望の方はコミュ
ニティ健診を受診してください。

申込方法

電話でお申し込みください。※定員あり

■子宮がん検診委託医療機関が増えました
市の助成を利用して、委託医療機関で子宮がん・
乳がん検診を受けることができます。今年度まだ検
診を受けていない方は、ぜひお申し込みください。
追加委託医療機関名 つくば国際ブレストクリニック
つくば市吾妻2-8-8
住
所
つくばシティアビル2Ｆ
電話番号
5029-856-0819
受診方法

負 担 金

医療機関に予約し、健康 その他の医療機関については
市保健事業予定表や市ホーム
づくり推進課へ「医療機 ページをご覧
ください。
関検診受診券」を申し込 保健事業予定表
はこちらからÌ
んでください。
2,000円 （75歳以上の方・無料クーポン券をお持
ちの方は無料で検診を受けることができます。）

■｢無料クーポン券｣は、5月下旬に次の方へ郵送しました。
● 子宮がん検診
平成12年4月2日～平成13年4月1日生
● 乳 が ん 検 診
昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

Wプレミアム商品券
地域応援商品券

昨年に引き続き

今年も発売します！

販売期間： 7 ⽉ 27 ⽇(⽕)〜 9 ⽉ 30 ⽇(⽊)

★右ページへ
続く

お知らせ版 令和3年7月1日号

市では、ふるさと応援寄
附（ふるさと納税）をされ
た市外の方へ、感謝の気持
ちと市の魅力を伝えるため
にお礼の品を贈呈していま
す。その贈呈品として、品
物やサービスの提供にご協
力いただける市内事業者を
募集しています。
ふるさと応援寄附贈呈品
として出品することで、発
送時に自社のチラシを同梱
することができるなど、お
店や商品を全国にＰＲする
機会にもなります。
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。
問合せ 企画課
50297-21-2181
Ï市ホームページは
こちらから

ます(ゆうちょ銀行を除く)。 申込・問合せ
ゆうちょ銀行での口座振替
自衛隊 筑西地域事務所
を希望する方は、お問い合
50296-22-7239
わせください。
＊ホームページ
問合せ
「自衛官募集」で検索
筑西県税事務所 総務課
50296-24-9184

①自衛隊一般曹候補生
受験資格
採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方
第１次試験
9月16日(木)～19日(日)の
うち指定する1日
申込期限 9月6日(月)まで
②航空学生(海上･航空)
受験資格
令和4年4月1日現在、次の
年齢の方で高校を卒業した方
(令和4年3月卒業見込みを含
む)
海上
18歳以上23歳未満の方
航空
18歳以上21歳未満の方
第１次試験 9月20日(月･祝)
申込期限 9月9日(木)まで
●

●

個人事業税の口座振替納
税は、公共料金と同じよう
に預金口座から自動的に納
税ができ、大変便利です。
お申し込みは、8月に送
付される納税通知書同封の
申込用ハガキで簡単にでき
★左ページから
続く

③自衛官候補生
受験資格
採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方
試験日 受付時に通知
◎受付は年間を通じて行って
います。
※各募集の詳細については、
お問い合わせください。

募集職種・人数
①消防職
8人程度
②建築技師職 1人程度
受験資格
①消防職
平成5年4月2日～平成16年4
月1日に生まれた方で、高校
卒業以上の学歴がある方（令
和4年3月卒業見込みを含む）
②建築技師職
昭和61年4月2日以降に生ま
れた方で、大学・短期大学
(高等専門学校を含む)におい
て建築に関する課程を履修し
て卒業した方（令和4年3月卒
業見込みを含む）
第１次試験 9月19日(日)
採用予定年月日
令和4年4月1日
申込方法
受験申込書に必要書類を
添えて、直接持参または郵
送で提出してください。受
験申込書等は坂東消防署・
各消防分署にあります。
申込期間
7月5日(月)～8月6日(金)
申込・問合せ
茨城西南地方広域市町村圏
事務組合消防本部 総務課
50280-47-0124

7月6日（火）から購入申込はがきを順次送付します。詳細については広報坂東6月号
または市ホームページをご覧ください。
《問合せ》商工観光課 50297-20-8666
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県では、人気が高まって
いるかんしょ(サツマイモ)
の生産拡大のため、次の2
つの費用を助成する「茨城
かんしょトップランナー産
地拡大支援事業」を行って
います。詳細についてはお
問い合わせください。
■助成①「かんしょを新た
に作付する荒廃農地等を
再生する費用への補助」
対象者
荒廃農地等を再生するか
んしょ農家、農業者団体
補助対象
荒廃農地等の再生に係る
費用
補助率
2分の1(上限10万円/10a)
※樹木等の抜根が必要な場
合、当該経費の2分の1(上
限15万円/10a)を加算。
■助成②「規模拡大のため
の農地貸付協力金」
対象者
かんしょ農家に農地(20a
以上)を貸し出す農地の所
有者
条 件
農地中間管理事業を通じ
て貸借すること
交付額 定額1.5万円/10a
申込・問合せ
茨城県県西農林事務所
農業振興課
50296-24-9174
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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）

■親と子の
よい歯のコンクール
対象者
健康な歯をお持ちの親子
(平成27年4月2日～平成30
年4月1日に生まれた満3歳～
6歳 のお子さんと、母親ま
たは父親）
※本コンクールで入賞歴が
あるペア、喫煙習慣のあ
る方は対象外とします。
■８０２０高齢者
よい歯のコンクール
対象者
昭和16年3月31日以前に
生まれた80歳以上の方で、
ご自分の歯を20本以上お持
ちの方（治療されていても
結構です）
※本コンクールで入賞歴が
ある方は対象外とします。
【 共 通 事 項 】
応募方法
郵便番号、住所、氏名(ふ
りがな)、性別、生年月日、
電話番号、かかりつけ歯科
医院または最寄りの歯科医
院名、歯科医院の電話番号
を記入し、ハガキまたは
FAXでご応募ください。ご
応募いただいた方には口腔
診査票を送付しますので、
笑顔のスナップ写真をお持
ちのうえ、歯科医院で検診
を受けてください。
応募期限
7月23日(金･祝)まで

※検診を受ける期限は
7月30日(金)までです。
応募・問合せ
〒310-0911
水戸市見和2-292-1
茨城県歯科医師会
8020事業係
5029-252-2561
029-253-1075

ご相談ください

視覚に障がいのある方の
見えにくさを補うための補
助具（レンズや拡大器等）
の展示や相談会を行いま
す。小さなお子さんや保護
者の方だけでなく、成人の
方等の参加も可能です。入
学を前提とした相談会では
ありませんので、事前に申
し込みのうえ、お気軽にご
参加ください。
と き 7月28日(水)
午前11時～午後3時
ところ
筑西合同庁舎
4階 第4会議室
〈筑西市二木成615〉
申込・問合せ
県立盲学校
視覚障害教育支援センター
5029-221-3388
shien@ibaraki-sb.ibk.
ed.jp

東京2020オリンピック 坂東市で聖火リレーを実施します とき：7月5日（月） ★右ページへ
続く
午前9時55分～10時30分（予定） ところ：ミュージアムパーク茨城県自然博物館

お知らせ版 令和3年7月1日号
講座やイベント
相続、遺言、農地転用、
空き家・空き地、会社の立
ち上げ、許認可申請などの
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。直
接会場にお越しのうえ、お
気軽にご相談ください。
と き 7月25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

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。相談料は無料です。
※通話料は利用者負担です。

教 室 名

とんぼ玉

と

き

できません。申込書は総合体
育館、猿島公民館、市内ゴル
フ練習場にあります。
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

8月30日(月)
〈雨天決行〉

ところ
大利根カントリークラブ
参加資格 市内在住の方
参加費 2,000円
※プレー費12,990円(昼食代
を含む)は当日ゴルフ場フ
ロントでお支払いくださ
い。キャンセルの場合、参
加費の返金はいたしませ
ん。
募集人数 200人(先着順)
※新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐため、人数を減
らし、
表彰式も行いません。
申込方法
8月1日(日)午前9時から、
申込書に参加費を添えて総合
体育館玄関ロビーでお申し込
みください(1人につき4人分
まで可)。電話での申込みは

成人フェスティバル2022
は、令和4年1月9日(日)に開
催を予定しています。オリジ
ナルの成人式を企画して、20
歳の思い出を作りませんか。
対象者
平成13年4月2日～平成14
年4月1日に生まれた市内在
住･出身の方で、事前の会
議と前日リハーサルに参加
できる方（市内に住所がな
くても参加可）
募集人数 若干名
申込期限 7月16日(金)まで
申込・問合せ
生涯学習課
50297-21-2204

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
8月11日(水)
ガスバーナーでガラス
8月14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
8月18日(水)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
8月21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 7月15日(木) 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

★左ページから
続く

聖火リレーの様子は「NHK聖火リレーライブストリーミング」からもご覧
いただけます。《問合せ》（担当窓口）スポーツ振興課 50297-35-1711 ライブ配信は
こちらからÌ
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■坂東市秘書広報課■

坂東市社会福祉協議会
「小・中学生のための学習支援教室」を開催します
夏休みの課題や自主学習など、ボランティアスタッフと一緒に勉強しませんか。福祉
についてのお話、レクリエーション、おやつタイムなどもあります。
会 場
岩井福祉センター 夢積館
七郷コミュニティセンター
神大実分館
猿島福祉センター ほほえみ

開催日
8月17日(火)･18日(水)
8月19日(木)･20日(金)
8月24日(火)･25日(水)
8月26日(木)･27日(金)

時

間

午前10時
～

中学校区
岩井中学校区
南中学校区
東中学校区
猿島中学校区

午後2時

対 象 者 市内在住の小学4年生～中学3年生
参 加 費 300円(保険料等)
持 ち 物 筆記用具、課題・ドリル・参考書などの学習物
定
員 1会場 小中学生あわせて各15人(先着順)
申込方法 窓口・電話・FAX のいずれかの方法でお申し込みください。
申込期限 7月29日(木)まで
申込・問合せ 坂東市社会福祉協議会 本所 50297-35-4811
0297-36-2355
0280-88-1041
支所 50297-44-2943／0280-88-1000

◆学習⽀援サポーター(ボランティアスタッフ)も同時に募集します！◆
学習支援教室で、学習のサポートや居場所づくりに一緒に取り組んでいただける
方を募集します。活動終了後、ボランティア活動証明書を交付します。
対象者 学生(大学生･短大生･専門学生)､社会人､元教員等で次の内容に該当する方
①「小中学生のための学習支援教室」の日程にご協力いただける方
（8日間のうち数日のみの参加も可）
②子どもたちの活動を見守り、一緒に考えることが好きな方
③学校や仕事では体験できない経験を通じて、ともに成長したい方
④将来、子どもに関わる仕事や福祉の仕事を視野に入れている方
交通費支給 500円／1日
申込期限 7月29日(木)まで
申込方法 坂東市社会福祉協議会本所に直接お申し込みください。
（電話･FAX は不可）
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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。

