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。
また、県が行う大規模接種の予
約も受け付けています。詳細につ
いては、広報坂東7月号または市
ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

■市が⾏うワクチン接種のスケジュール（予定）
年齢区分
50歳以上
48歳・49歳
46歳・47歳
44歳・45歳
42歳・43歳
40歳・41歳
39歳以下

クーポン券発送日 予約開始日
発送済

受付中
8月 5日(木)
8月 6日(金)
7月28日(水)～ 8月10日(火)
8月17日(火)
8月18日(水)
8月上旬
8月下旬～9月中旬

※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。

■海外渡航⽤「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書｣
(ワクチンパスポート)の申請を受け付けています 7⽉26⽇〜
対 象

現に海外渡航の予定がある方（当面の間） ● 接種を受けた方
● 申請書（市ホームページ・新型コロナワクチン対策室窓口にあります）
必要書類 ● 旅券（パスポート）の写し ● 接種券（接種済証）または接種記録書
● 本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）の写し
● 返信用封筒（郵送による申請の場合）※宛名・住所の記入と切手の貼付をお願いします。
場合により
● 旧姓･別姓･別名が確認できる書類（旅券に旧姓等が記載されている場合)
必要な書類
● 代理人の本人確認書類の写し（代理人による申請の場合）
必要書類を市役所の新型コロナワクチン対策室窓口にご持参または郵送し
申請方法
てください。申請後、証明書を書面で発行します。
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
提出先
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365
●

※海外渡航の予定がない方は、①新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）、②新型コロナ
ワクチン接種記録書で、接種済みであることを示すことができます。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

感染拡⼤市町村
指定中

7⽉30⽇(⾦)から8⽉12⽇(⽊)まで、坂東市は県の感染拡⼤市町村に指定されています。
期間中は市内公共施設等を臨時休館します。引き続き｢マスクの正しい着⽤｣｢こまめな⼿
洗い・消毒｣｢３密を避ける｣等の感染拡⼤防⽌にご協⼒ください。※7⽉28⽇時点の情報です。
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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）

営業時間短縮要請等関連事業者に一時金を支給します
県では、県からの営業時間短縮要請と外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少
した事業者に、一時金を支給します。申請方法など、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。

支給対象

主な要件

支 給 額
申請期限
問合せ

次のいずれかに該当する中小企業・個人事業者
①営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
例:飲食料品卸売業、おしぼりなどの供給者等
②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品
やサービスを提供する事業者
例:イベント業、小売業、宿泊業、旅客運送業、理･美容業等
※1～2月分の一時金を受給した方も対象です。
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外です。
● 県内に本店または主たる事業所があること
● 令和3年4月～6月のいずれかの月の売上が、対前年(または前々年)同月
比で30％以上減少していること
※白色申告の個人事業者は、前年(または前々年)の月平均の売上と比較し
てください。
1事業者あたり一律20万円(1回限り)
8月31日(火)まで ※郵送の場合は、当日消印有効です。
県ホームページはこちらからÌ
茨城県事業者支援一時金相談窓口
☎029-301-5558〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

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

坂東市敬老会

例年敬老の日を予定 介護福祉課

第91回ばんどうホコテン

9月第4土曜日を予定

第92回ばんどうホコテン

10月第4土曜日を予定

放課後子ども教室事業
（七重･七郷･沓掛･逆井山キッズクラブ）

七五三祝鑑賞会
ＢＳカレッジ

通

商工観光課

50297-20-8666

生涯学習課

50297-21-2204

年

例年10月を予定
通

50297-21-2193

年

お盆期間中のごみ収集のお知らせ お盆期間中の8月13日（金）・16日
（月）も
通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 50297-21-2189
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８月９日(月･休) 市役所は閉庁日となります 例年8月11日の｢山の日｣が8月8日
（日）
に移動し、
令和3年8月9日（月）
は振替休日になりました。市役所の業務は行っておりませんのでご注意ください。

お知らせ版 令和3年8月5日号
◎広報坂東お知らせ版7月15日号でも掲載しましたが、再度お知らせします。

坂東市職員募集のお知らせ〈職員採用試験〉
スポーツや学業等で
実績・成果を収めた方

事務職Ａ

事務職Ｂ

土木技師

保健師

10人程度

若干名

1人程度

1人程度

受験資格
高等学校卒業以上の学歴がある方または令和4年3月末までに卒業見込みの方、もしく
は高等学校卒業程度認定試験規則による試験に合格した方（その他職種ごとに要件あり）
※各職種を重複して受験することはできません。
採用予定年月日 令和4年4月1日
受験手続
受験申込書、履歴書（市指定のもの）に所要事項を自筆で記入、押印のうえ必要書類
を添付し、市役所3階総務課にご持参または郵送してください。受験申込書等は総務課、
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。
受付期限 8月17日(火)まで〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉
※郵送の場合は、8月17日の消印有効です。
第１次試験
【とき・ところ】 9月19日(日) 午前9時～ 岩井公民館
【科 目】
教養試験、専門試験、適応性検査、作文試験
※第２次試験の詳細は、第１次試験合格者に対してのみ通知します。
※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なります
市ホームページは
ので、募集要項または市ホームページをご確認ください。
こちらから
申込・問合せ 総務課 50297-21-2178

8月15日「戦没者を追悼し平和を祈念する日」正午 黙とうにご協力を
8月15日は、先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため「戦没者を
追悼し平和を祈念する日」となっています。8月15日(日)の正午に、合図のサイレンを
鳴らしますので、各家庭や職場などで黙とう(1分間)をお願いします。
なお、当日正午、日本武道館において「全国戦没者追悼式」が行われます。坂東市で
も、例年、市戦没者遺族会の主催する慰霊祭が行われていますが、新型コロナウイルス
の感染拡大の状況を鑑み、今年度は中止となりました。ご理解をお願いします。
問合せ

社会福祉課

50297-21-2190

８月は「いばらき働き方改革推進月間」 ノー残業デーや時差出勤等、できることから
働き方の見直しを進めてみませんか。《問合せ》茨城県労働政策課 5029-301-3635
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問合せ
交通防災課
50297-21-2180
境地区交通安全協会
50280-87-0180
●

耐震補強工事のため、現
在、猿島公民館研修棟を利
用することができません。
講堂等の施設の利用につ
いては、お問い合わせくだ
さい。大変ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力
をお願いします。
期 間
令和4年1月末まで(予定)
問合せ 猿島公民館
50297-44-3154
50280-88-0835

優良運転者で次のすべての
要件に該当する方は、希望に
より境警察署長･境地区交通
安全協会長連名の表彰が受け
られます。この機会にぜひお
申し込みください。
要 件
①坂東市にお住まいの境地
区交通安全協会会員の方
②免許取得10年以上で､5年
以上無事故無違反の方
③常に自動車(原付を含む)
を運転し、模範的な安全
運転をしている方
④過去に同じ表彰を受けて
いない方
申込方法
運転免許証、印鑑をご持
参のうえ、交通防災課へお
申し込みください。
申込期限 9月17日(金)まで
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●

新型コロナウイルス感染
症の影響で介護保険料の支

払いが困難になった方は、
介護保険料が減免になる場
合があります。
減免の対象となる方は、
65歳以上で、主たる生計維
持者の収入が前年に比べて
3割以上減少する見込みの
世帯に属する方等です。詳
細については、お問い合わ
せください。
問合せ 介護福祉課
50297-21-2193

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに
現在、児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けている
方は、受給者の前年の所得状況や養育状況を確認するた
めの「現況届」の提出が必要です。現況届を提出しない
と8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず
提出をお願いします（全額支給停止の方も現況届の提出
が必要です）。
※現況届が必要な方には、個別に詳細を通知します。
通知を確認のうえ、手続きをお願いします。
■特別児童扶養手当 現況届
受付期間
受付会場
受付時間
8月12日(木)～9月13日(月) 市役所1階 午前9時～11時30分
社会福祉課 午後1時～5時
※土曜･日曜を除く。
問合せ

社会福祉課

50297-21-2190

■児童扶養手当 現況届
受付期限 受付会場

受付時間
8月31日(火) 市役所1階 午前9時～11時30分
午後1時～5時
まで こども課
※23日(月)･24日(火)は午後7時まで

※土曜･日曜･祝日を除く。ただし、8月22日(日)のみこども課で受
け付けます。

問合せ

こども課

50297-21-2191

■所得の申告をお願いします
支給額算定のため、本人及び扶養義務者(生計同一の
方)の令和2年分の所得の申告を必ずお願いします。

茨城県警察官募集 茨城県警察官 第2回採用試験を行います。受験資格など、
★右ページへ
続く
詳細についてはお問い合わせいただくか、境警察署ホームページをご覧ください。
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下水道の宅内配管工事を行
う｢排水設備主任技術者｣の試
験・講習会を行います。
と き
講習会 9月28日(火)
午後1時30分～
試験日 10月22日(金)
午後1時30分～
ところ ホテルグランド東雲
〈つくば市小野崎488-1〉
申込期限 8月16日(月)まで
申込・問合せ
下水道課
50297-21-2198
●

●

しののめ

県では、災害発生時にボラ
ンティアの方が活動しやすい
環境整備を図るため、「県災
害ボランティア活動支援基
金」を設置し、ふるさと納税
などにより広く皆さんからの
寄附を募っています。
募金の活用例
現地作業に要する資機材の
購入、災害ボランティア送迎
バスの借上げ等
申込方法
県ホームページからお申し
込みいただくか、郵送･FAXで
寄附金申込書をご提出くださ
申込書は県ホーム
い。
ページからダウン
申込・問合せ ロードできます▼
茨城県福祉指導課
5029-301-3157
★左ページから
続く

高齢者の口腔機能の低下
や肺炎等の疾病を予防する
ために、無料の歯科健康診
査を実施します。
対象者
後期高齢者医療被保険者
で、次に該当する方
①昭和20年4月1日～昭和21
年3月31日に生まれた方
②昭和15年4月1日～昭和16
年3月31日に生まれた方
③昭和10年4月1日～昭和11
年3月31日に生まれた方
※対象者には、8月中旬に
ご案内を送付します。
健診内容
問診、口腔内の状態の検
査、口腔機能の評価、事後
指導（セルフケアの歯ブラ
シ指導）など
受診期間・回数
9月1日(水)～12月31日(金)
の間に1 回( 休診日を除く)
受診料 無料
※引き続き治療を行う場合
は､別途料金がかかります。
受診方法
ご案内に同封の実施歯科
医療機関一覧表の中からご
希望の歯科医院に予約し、
受診してください。
持ち物
被保険者証、受診券、受
診票、健康手帳、歯ブラシ
問合せ
茨城県後期高齢者医療
広域連合 事業課
5029-309-1212

ごみの減量や資源の再利
用を目的に、修理した自転
車を抽選で販売します。
販売対象者
坂東市､古河市､境町､五
霞町にお住まいの18歳以上
の方
車 種
一般自転車、折りたたみ
自転車、子供用自転車など
台 数 100台程度
価 格 1台1,000～3,000円
申込方法
さしまクリーンセンター
寺久リサイクルプラザで、
申込書に必要事項を記入の
うえ、お申し込みください。
※1世帯につき1台の申込み
となります。電話、イン
ターネット、代理による
申込みはできません。
申込期間
8月23日(月)～29日(日)
午前9時～午後4時30分
抽選日 9月1日(水)
午前9時30分～
引渡し
当選された方には提供決
定通知書(当選はがき)を郵
送します。当選はがき・申
込書控え・印鑑・代金をご
持参のうえ、引き取りをお
願いします。
ところ・問合せ
さしまクリーンセンター
寺久 リサイクルプラザ
〈寺久1353-1〉
50297-20-9980

第1次試験：9月19日（日） 申込期限：8月13日（金）午後5時まで
申込方法：電子申請 《問合せ》境警察署 警務課 50280-86-0110
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個人で事業を行っている
方で、一定の所得額を超え
た場合は個人事業税が課税
されます。第1期分の納税
通知書を8月中 旬に送付し
ますので、8月31日(火)の
納期限までに納付をお願い
します。納税に便利な口座
振替もご利用ください。
問合せ
課税について
筑西県税事務所 境支所
50280-87-1120
口座振替について
筑西県税事務所 総務課
50296-24-9184
●

●

｢国家を守る公務員｣であ
る自衛隊に興味がある33歳
未満の方や、その保護者の
方を対象に開催します。詳
細についてはお問い合わせ
いただくか、自衛隊筑西地
域事務所ホームページをご
覧ください。
と き ①8月27日(金)
②9月24日(金)
③10月22日(金)
午前10時～正午
ところ
坂東市中心市街地
活性化センター 2階
問合せ
自衛隊 筑西地域事務所
50296-22-7239
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■防衛大学校
①一般試験
第１次試験
11月6日(土)・7日(日)
申込期限 10月27日(水)まで
②推薦試験
試 験
9月25日(土)・26日(日)
申込期間
9月5日(日)～10日(金)
※学校長の推薦が必要です。
③総合選抜試験
第１次試験 9月25日(土)
申込期間
9月5日(日)～10日(金)
■防衛医科大学校医学科
第１次試験 10月23日(土)
申込期限 10月13日(水)まで
■防衛医科大学校看護学科
(自衛官候補看護学生)
第１次試験 10月16日(土)
申込期限 10月6日(水)まで
【 共 通 事 項 】
応募資格
令和4年4月1日現在、18歳
以上21歳未満の方で、高校を
卒業した方（令和4年3月卒業
見込みを含む）
自衛官候補生も年間を通じて
募集しています。詳細につい
てはお問い合わせください。
応募資格
18歳以上33歳未満の方

問合せ
自衛隊 筑西地域事務所
50296-22-7239

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11月1日(月)
第１次試験 9月5日(日)
申込方法
必要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、
茨城西南地方広域市町村圏
事務組合事務局、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。
必要書類
①受験申込書
②受験票
③写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)
申込期限
8月21日(土)まで
〈土曜･日曜･祝日を除く
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

ペットが逃げ出した場合は、すぐに生活環境課、 ★右ページへ
続く
境警察署、茨城県動物指導センターに連絡しましょう。
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ご相談ください

地域包括支援センターで
は、介護・健康・認知症の
ことなど、高齢者に関する
さまざまなご相談に応じま
す。職員がご自宅に訪問す
ることもできますので、お
気軽にご相談ください。
①坂東市北部地域包括支援
センター 社会福祉協議会
ところ・問合せ
猿島福祉センターほほえみ
〈山2721〉
50280-82-1284

③坂東市中央地域包括支援
センター
ところ・問合せ
介護福祉課〈岩井4365〉
50297-21-2193

市役所内に、ひとり親家庭
を対象としたハローワーク常
総の1日臨時相談窓口を設置
します。「仕事を探している
が見つからない」「今より条
件の良い仕事を探している」
等のご相談に応じます。児童
扶養手当現況届提出の際等に
ぜひご利用ください。
と き 8月26日(木)
午前9時30分～正午
午後1時～4時
ところ 坂東市役所
会議室1-1
対 象 ひとり親家庭の父母
問合せ ハローワーク常総
職業相談部門
50297-22-8609
●

●

②坂東市南部地域包括支援
センター ハートフル広侖
ところ・問合せ
特別養護老人ホーム
ハートフル広侖〈小山258〉
50297-38-2161
こうりん

教 室 名

とんぼ玉

結婚相談会 in 坂東市
県から委嘱を受けた｢いば
らきマリッジサポーター｣
が、結婚を希望する方のご
相談に無料で応じます。親
御さんだけのご相談も受け
付けています。事前予約制
です。お気軽にお申し込み
ください。
と き 8月29日(日)
午後1時～5時
ところ 岩井公民館
募集人数 10人(先着順)
持ち物
身分証明書
写真Ｌ判(公開プロフィール
の作成を希望される方）
申込期間
8月16日(月)～25日(水)
後 援 坂東市ほか
申込・問合せ
いばらきマリッジサポーター
県西地域活動協議会
野口 5090-1100-1316
小川 5090-5542-6887
〈電話受付:正午～午後7時〉
●

●

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
9月 8日(水)
ガスバーナーでガラス
9月11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
9月15日(水)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
9月18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 8月16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

★左ページから
続く

《連絡先》生活環境課 50297-21-2189、境警察署 50280-86-0110
茨城県動物指導センター 50296-72-1200
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講座やイベント

市では、定期的に婚活イベ
ントを開催しています。今回
のイベントは「ボールペンづ
くり」です。一緒にものづく
りをすると相手の良いところ
が見えてきます。すてきな出
会いを見つけませんか。
と き 10月3日(日)
午後1時～4時
ところ
ホテルグリーンコア坂東
観光交流センター秀緑
対象者
45歳以下の独身男女
※男性は市内在住の方また
は結婚を機に坂東市に住
む予定のある方。女性は
地域制限なし。
参加費 2,000円
募集人数 男女各8人
（申込多数の場合は抽選）
申込期限 9月13日(月)まで
申込・問合せ
市民協働課
50297-21-2183
●

▼第31回県西写楽20展
(旧 教 育 友 の 会 写 真 ク ラ
ブ県西支部展)
会員がファインダーを通
して個性豊かに表現した被
写体の妙を展示します。
と き
8月22日(日)～28日(土)
午前9時～午後5時
※22日は午後1時から、28日
は午後4時まで〈23日休館〉
後 援 坂東市･教育委員会
主 催 県西写楽20
問合せ 芦澤
50285-44-6903

と き 9月26日(日)～
ところ 岩井球場ほか
参加資格
県内在住・在勤の方で、
スポーツ傷害保険に加入し
ていること
参加費
1チーム10,000円
（新規参加チームは
別途登録費5,000円）
申込期限 9月2日(木)まで
※申込用紙は、総合体育館
にあります。
申込・問合せ
スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

●
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13
14
15
金
土
日
岩井公民館 開館時間が
午前9時～午後5時
猿島公民館 となります。
神大実分館 休
休
休
8月

ばん

ど

ー

8⽉10⽇は
坂東市⺠の⽇

16
月
休
休
休

問合せ

50297-35-8800
50297-44-3154
50280-88-0835
50297-30-1800

より豊かで魅力あふれる
坂東市を築き上げるため、
今後とも皆さんのご協力を
お願いします。

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、市内各施設の無料開放は実施しません。

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・休館になる場合がありますのでご了承ください。

