
市では、市内にお住まい

の難病患者の方に難病患者

福祉手当を支給しています。

対象者

坂東市にお住まいで、県

から指定難病特定医療費受

給者証または一般特定疾患

医療受給者証の交付を受け

ている方（生活保護を受け

ている方を除く）

支給額

難病患者1人につき年額

10,000円(申請は年度中1回

のみ)

申請に必要なもの

①指定難病特定医療費受給

者証または一般特定疾患

医療受給者証の写し(保

健所発行・有効期限内)

②印鑑

③銀行の通帳

※保護者等が申請するとき

は、保護者等であること

を証明できるもの

申請期間

9月1日(水)～

令和4年3月31日(木)

申請・問合せ

社会福祉課

50297-21-2190
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｢市外に住所のある方」は、

こちらから事前申込みをお願

いします。市ホームページか

らもアクセスできます。

令和4年の成人フェスティバルは、新型コロナウイルス感染防止

対策として、市民音楽ホールにおいて２部制で開催します。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる

場合もあります。お知らせ版や市ホームページなどでお知らせし

ますので、ご確認ください。

と き 令和4年1月9日(日)

第１部：岩井中学校区 開場：午前9時 開式：午前10時

第２部：東・南・猿島中学校区 開場：午後1時 開式：午後2時

ところ 市民音楽ホール

対象者 平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた坂東市在住または出身の方

案内状 ｢坂東市にお住まいの対象の方」と「市外に住所のある方で10月15日(金)まで

に事前申込みをした方」には、11月下旬に案内状を送付します。案内状は入

場券の代わりとなります。

※案内状がなくても参加可能ですが、当日受付で

氏名･住所･連絡先の記入をお願いします。

問合せ 生涯学習課 50297-21-2204

まん延防⽌等
重点措置

現在、茨城県は国の「まん延防⽌等重点措置」の実施区域です。また、坂東市は県の重点措置対象
区域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（図書館・資料館を除く／利
⽤制限あり）。「うつらない・うつさない」ための慎重な⾏動をお願いします。※8⽉6⽇時点の情報です。8/8〜8/31



2

お知らせ版 令和3年8月19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）

一 般 対 象 事 業
9月

実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間

13日（月）
コミュニティ健診《20歳以上の方対象》

午前9時～11時30分

14日（火）
特定（一般）健診、大腸がん、肺がん･結核（胸部レ

午後1時30分～3時

15日（水）
猿島 ントゲン）、前立腺がん、肝炎ウイルス

8月3日から予約受付中です｡

16日（木）
公民館 ※特定健診を希望する40～74歳の方は「医療保険者が発

17日（金）
行する特定健診受診券」と健康保険証、その他の年齢の方

は健康保険証をお持ちのうえ、会場にお越しください。

21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～11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。

岩井保健 栄養教室：「塩分」について、栄養士による
午後1時～3時

29日（水）
センター 講話を行います。

※9月1日(水)～7日(火)
にお申し込みください。

30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。

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
9月 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間

6日（月） 岩井 ２歳児歯科検診 令和元年8月生 午後１時～１時45分
8日（水） 岩井 ３か月児健診 令和3年5月生 午後１時～１時45分

9日（木） 岩井
離乳食教室 令和3年3月生 午前９時45分～10時

※8月27日(金)～9月3日(金)にお申し込みください。
10日（金） 岩井 ひよこサロン（２か月児相談） 令和3年6月生 午前９時15分～９時30分

17日（金） 岩井
Happy バンビィクラス for マタニティ

妊産婦・家族 午後6時～6時15分
あかちゃんとくらす

21日（火） 岩井 ３歳児健診 平成30年3月生 午後１時～１時45分
22日（水） 岩井 １歳６か月児健診 令和2年2月生 午後１時～１時45分
27日（月） 岩井 乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時

※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）

コミュニティ健診（胃がん検診なし）の申込みを受け付けます

実施会場 実施日 電話申込開始日 ウェブ申込期間

岩井保健
10月1日(金)･2日(土)･

8月30日(月)～ 8月27日(金)午前9時

センター
4日(月)･7日(木)･8日(金)

10月11日(月)～13日(水)
9月3日(金)～

猿島公民館 10月14日(木)･15日(金)
9月6日(月)午後11時59分

対 象 者 20歳以上の方

健診当日受付時間 午前9時～11時30分、午後1時30分～3時

健診内容 ①特定健診(一般健診) ②大腸がん ③肺がん・結核(胸部レントゲン)

④前立腺がん ⑤肝炎ウイルス

申込方法 電話またはウェブ(インターネット)から

お申し込みください。※各定員あり

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

託児は中止となりました

新型コロナウイルスの感染拡大の状

況を鑑み、坂東市保健事業予定表に

掲載されている10月8日（金）午後

の託児は中止となりました。
ウェブ申込み登録
はこちらから

坂東市
Wプレミアム商品券 市内郵便局と観光交流センター秀緑で好評発売中！

購⼊期限：9⽉30⽇(⽊)まで 問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666

～

※予約状況により、当日受付時間を
短縮して実施する場合があります。

※予約状況により、当日受付時間を
短縮して実施する場合があります。

◆1万円分の商品券を5,000円で販売！加盟店が換⾦する際、市が5％を上乗せして⽀払います（⼤規模店を除く）



と き

◆休日窓口 9月5日(日)

午前8時30分～午後5時15分

◆夜間窓口 9月15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

対 象

次のすべての要件を満たす

市内の建築物

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

もの

②地上階数が2階以下のもの

③延べ床面積が30㎡以上のもの

④在来軸組工法・伝統的工法・

枠組壁工法で建築されたもの

⑤木造住宅耐震診断で耐震性

が不十分と診断されたもの

⑥同一年度内に耐震改修設計

と耐震改修工事を行うもの

※その他、坂東市木造住宅耐

震化支援事業補助金交付要

綱によるもの

募集戸数 1戸(先着順)

補助金額

耐震改修工事費の5分の4の

額で100万円まで

申込期間

8月27日(金)～11月30日(火)

申込方法

申込書に必要事項を記入の

うえ、ご持参ください。申込

書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

募集職種・人数

一般事務職 若干名

受験資格

平成3年4月2日以降に生ま

れた方で、高校卒業以上また

は卒業見込みの方

第１次試験

10月17日(日)

教養試験､適性検査､作文

採用予定年月日

令和4年4月1日

申込方法

申込書を持参または郵送

で提出してください。申込

書は常総衛生組合総務課に

あります。常総衛生組合ホ

ームページからもダウンロ

ードできます。

申込期間

9月1日(水)～24日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

申込・問合せ

常総衛生組合 総務課

〈つくばみらい市小絹1450〉

50297-52-3038
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お知らせ版 令和3年8月19日号

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

西 西 赤 西

5 6 7 8 9 10 11

友 西 西 西 西 赤 西

12 13 14 15 16 17 18

西 西 古 西 西 赤 西

19 20 21 22 23 24 25

友 赤 古 西 西 赤 西

26 27 28 29 30

西 西 古 西 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

9月20日（月）敬老の日

海老原医院（神田山）
内科

50297－35－7411

外科
木根淵外科胃腸科病院（辺田）

50297－35－3131

9月23日（木）秋分の日

内科
安達医院（矢作）

50297－38－2811

外科
石塚医院（岩井）

50297－35－1161

診療時間:午前9時～午後5時

坂東市
地域応援商品券 坂東市商⼯会と観光交流センター秀緑で好評発売中！

購⼊期限：令和4年2⽉28⽇(⽉)まで 問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666

◆購⼊者へのプレミアム付与はありませんが、加盟店が換⾦する際、市が5％を上乗せして⽀払います（⼤規模店を除く）



田んぼや農村でのできご

と・風景、楽しかった体験

などの絵画を募集します。

対象者

県内の小学校に在学の小

学4～6年生

応募方法

応募用紙と作品を、郵便

または宅配便で送付してく

ださい。応募用紙は県ホー

ムページからダウンロード

できます。

応募期限 10月8日(金)まで

応募・問合せ

〒310—8555

水戸市笠原町978—6

茨城県農村計画課

絵画コンクール担当

5029-301-4150

放送大学は、テレビ・イ

ンターネットで授業を行う

通信制の大学です。約300

の幅広い授業科目があり、

1科目から学ぶことができ

ます。詳しい資料を無料で

送付しますので、お気軽に

お問い合わせください。

出願期限 9月14日(火)まで

問合せ 放送大学

茨城学習センター

5029-228-0683

【相談電話番号】

5０１２０－００７－１１０

〈通話料無料〉

いじめや体罰、虐待など

の電話相談です。お子さん

やご家族からの子どもの人

権問題に関する相談に、人

権擁護委員や法務局職員が

無料で応じます。強化週間

中は平日の相談時間を延長

し、土曜・日曜も対応しま

す。秘密は厳守しますので、

安心してご相談ください。

■強化週間の相談時間

8月27日(金)～9月2日(木)

午前8時30分～午後7時

※8月28日(土)･29日(日)は

午前10時～午後5時。

問合せ 水戸地方法務局

人権擁護課

5029-227-9919
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令和3年8月19日発行 ■坂東市秘書広報課■

強化週間以外も、次の時間に相

談を受け付けています。

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜・日曜・祝日を除く〉

ご相談ください

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。

坂東市LINE
公式アカウントを

開設しました！
坂東市では、市民の方をは

じめ多くの皆さんに、生活に

役立つ最新情報をお届けする

ため、コミュニケーションア

プリ「LINE」を活用した情報

発信を始めました。

イベント・観光情報や新型

コロナに関する情報、防災・

災害に関する情報などリアル

タイムでお知らせします。

■坂東市LINE公式アカウントから
お知らせを受け取るには？
LINEアプリで坂東市LINE

公式アカウントを「友だち登

録」してください。登録は、

下のQRコードを読み取るか、

ID検索で「@bando-city」を検

索してください。
友
だ
ち

募
集
中
で
す
♪
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