緊急事態宣⾔が発令されています

実施期間：8⽉20⽇(⾦)〜9⽉12⽇(⽇)

8月17日、国は新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続いている茨城県に対して、
「緊
急事態宣言」を発令しました。

◆主な要請内容
①飲食店等の午後8時から午前5時までの営業自粛
※酒類の提供（持ち込み）終日停止
②全てのカラオケ設備（カラオケボックス等含む）の利
用終日停止
③大規模集客施設の午後8時から午前5時までの営業自粛
④大規模商業施設等の入場制限（通常時の2分の1）
⑤不要不急の外出自粛
⑥高リスク行動（午後8時以降の飲食店等利用、路上・
公園等での集団飲酒等）の自粛
⑦他都道府県との往来は極力自粛
⑧テレワークや時差出勤の活用

引き続き感染症対策の
徹底をお願いします

◆市内公共施設等は9⽉12⽇(⽇)まで臨時休館中です
今後の市内の感染状況によっては、休館期間を変更する可能
性があります。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。最新情報は市ホームページをご覧ください。
■休館施設⼀覧
児童福祉センター、中央児童公園、岩井福祉センター｢夢積館｣、猿島福祉センター｢ほほえみ｣、
中⼼市街地活性化センター、市⺠研修所、⽣⼦菅地区農業構造改善センター、
総合体育館、猿島体育館・武道館、屋外体育施設（球場、テニスコート、運動公園など）
、
岩井公⺠館、各コミュニティセンター、猿島公⺠館、神⼤実分館、
岩井図書館、坂東郷⼟館ミューズ（猿島図書館・資料館）
、市⺠⾳楽ホール、
さしま健康交流センター｢遊楽⾥｣、観光交流センター｢秀緑｣（屋台棟、⼯房、商品券販売窓⼝は営業中）
※掲載している情報は、8月27日時点のものです。

9月20日(月)〈敬老の日〉･23日(木)〈秋分の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日となって
いる地区に限り、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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お知らせ版 令和3年9月2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）

【市内小中学校】９月１日から１２日まで特別授業期間とします
9月1日(水)・2日(木)を、特別授業準備のための登校日とします(午前中のみ)。その後
は、原則、登校せず、3日(金)をオンライン授業の試行日とし、6日(月)から12日(日)ま
では、オンライン授業やプリント等による学習を進めます。土曜･日曜は授業を行いませ
ん。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ

指導課 50297-21-2205

新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
市では、全対象者に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。9月以降に12歳になる方には、
対象年齢に達する週にクーポン券を送付します。すでに予約開始日を過ぎている方で接
種を希望される方は、お早めに予約をお願いします。
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
8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。

■ワクチン接種キャンセル対応の協⼒者を募集します
新型コロナワクチンの廃棄を防ぐため、予約のキャンセルが発生した場
合に速やかに接種を受けに行くことができる方を募集しています。
これまでに市では、キャンセル時の協力者として、介護サービスや障害
福祉サービス事業所、幼児施設等の従事者の方にご協力いただいています。

協力者の申込みは
こちらから

満16歳以上の市民の方で、1回目の新型コロナワクチン（ファイザー社）
接種を希望する方
登録条件 ●
市から電話連絡があった場合、速やかに市内の接種医療機関に行くこと
ができる方
申込方法 市ホームページからお申し込みください。
● 連絡を受けたときにご都合が悪い場合は、お断りいただけます。
留意事項 ● 1回目と2回目はセットでご案内します。2回目の接種は、接種を受ける医
療機関や接種時間が異なる場合もあるので、ご了承ください。
●

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

「Ｗプレミアム商品券」購入申込みはがきが届いていない方はご連絡を！
市では、「令和3年5月31日時点で坂東市の住民基本台帳に登録のあ
るすべての方」を対象に、｢坂東市Ｗプレミアム商品券｣の購入申込み
はがきを郵送しました。「まだはがきが届いていない」という方は、
お問い合わせください。
なお、坂東市Ｗプレミアム商品券の購入期限は令和3年9月30日(木)
までとなっていますので、ご注意ください。
問合せ

商工観光課

50297-20-8666

◆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）
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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

お知らせ版 令和3年9月2日号
◆戦没者等のご遺族の皆さんへ◆

【完全予約制】第１１回特別弔慰金 請求手続きのご案内
国では、令和2年4月1日時点で戦没者等の妻や父母など、公務扶助料や遺族年金等を
受ける方がいない場合に、支給順位が高いご遺族お一人に特別弔慰金を支給します。
■手続きがお済みでない方･･･請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金を受けることができ
なくなります。お早めに請求手続きをお願いします。
■手続きがお済みの方･･･････市から国債の交付通知が届くまで、今しばらくお待ちください。
■支給順位
順位
対象者
1 弔慰金受給権者
2 戦没者等の子
戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
3

※戦没者等の死亡当時、生計を共にしていた等で順番が入れ替わります。

4

1～3以外の戦没者等の3親等内の親族（甥・姪等）

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります。
※1 第10回特別弔慰金を受給した方が亡くなっている場合は、他の方に受給権がある場合もあります。
※2 戦没者等の死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・3親等内の親族は、対象になりません。

支給内容 額面25万円（5年償還の記名国債）
請求方法 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、事前にお電話で来庁日時を予約
のうえ、ご来庁ください。
持 ち 物 ①請求者の印鑑（国債を郵便局で受け取る際に使用するもの）
②本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
※顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、2点必要です（健康保険証、年金手帳等）。

③戸籍抄本などの証明書手数料（1通450円、または750円）
※個別の状況により、他の証明書等が必要になることがあります。

請求期限 令和5年3月31日(金)まで
請求・問合せ 社会福祉課 50297-21-2190

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

と

き

問合せ

第49回猿島地域体育祭

例年文化の日を予定 スポーツ振興課 50297-35-1711

第48回坂東市岩井将門まつり

例年11月第2日曜日を
商工観光課
予定

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）

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
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お知らせ版 令和3年9月2日号

市では、登録制による会
計年度任用職員の募集を行
っています。登録された方
の中から条件に合う方を選
考し、採用します。登録者
多数の場合は、期間内に採
用されない場合があります
のでご了承ください。
①発達指導員
勤務内容
発達に心配のあるお子さ
んの発達支援、自立・社会
参加のための訓練活動や保
護者の相談支援
勤務先
こども発達センターにじ
勤務日時
月曜～金曜
午前9時30分～午後6時15分
の間で7時間
②介助補助員
勤務内容
支援を必要とする児童の
日常生活動作の介助や学習
活動上のサポート
勤務先 市内小学校
勤務日時
月曜～金曜
1日7時間（勤務校により
開始時間が異なります）
【 共 通 事 項 】
申込方法
次の書類を総務課に持参
または郵送してください。
会計年度任用職員登録申
込書
市販の履歴書
●

●
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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）

（写真貼付・本人自筆）
※申込書は総務課、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。
問合せ
①はこども発達センター
50297-30-3639
②は学校教育課
50297-21-2202

問合せ

筑西県税事務所
課税第二課
50296-24-9197

●

こうふうりょう

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ていま
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
土地や家屋を売買、贈与、 と家庭環境で育てていただ
く方のことです。
交換等により取得したとき
動画視聴での参加も可能
や、家屋を新築等したとき
です。里親について知りた
は、不動産取得税が課税さ
い、まず話を聞いてみたい
れます。
など、興味がある方はぜひ
税額は、土地または住宅
ご参加ください。
を取得した場合は課税標準
と き
額(固定資産課税台帳に登
10月16日(土)
録されている価格または固
午前10時～午後0時30分
定資産評価基準により評価
ところ
し決定した価格)に3％、住
つくば香風寮
宅以外の家屋を取得した場
地域交流スペース
合は4％をそれぞれ乗じた
〈つくば市高崎802-1〉
額です。
参加費 無料
ただし、宅地及び宅地評
募集人数 30人(先着順)
価土地を令和6年3月31日ま
申込期限 10月9日(土)まで
でに取得した場合は、課税
申込・問合せ
標準額が2分の1に軽減され
つくば香風寮
ます。
（県里親制度等普及促進・
なお、住宅や住宅用土地
リクルート事業受託施設）
を取得した方は、一定の要
5029-875-3451
件のもとで税額が軽減され
fostercare.kidskohoo@
る場合があります。詳細に
gmail.com
ついてはお問い合わせくだ
さい。
お申込みはこちらからÌ
●

防災ラジオで災害に備えましょう 7～10月は台風が接近しやすい時期です。 ★右ページへ
続く
市では、避難に関する「緊急情報」を防災ラジオや市HP等でお伝えします。

お知らせ版 令和3年9月2日号

一般の方も参加できる入札により、近隣市町村が相互協力して不動産の合同公売を
実施します。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。中止になる場合もありますので、ご了承ください。
※参加には「買受適格者証明書」の提出が必要です。「買受適格者証明書」は、坂東市
農業委員会事務局（50297-21-2206）へ、9月17日(金)までに申請してください。
と き 10月26日(火) 午後1時～（受付：午後0時50分～）
ところ つくば市役所 2階 会議室202〈つくば市研究学園1-1-1〉
公売不動産
売却区分番号

見積価額

公売保証金

坂3-1

410,000円

50,000円

坂3-2

70,000円

不要
問合せ

所在
①幸田字梅ノ木197番
②幸田字梅ノ木212番
③幸田字梅ノ木213番
④幸田字梅ノ木214番
①幸田字小生田山293番

収納課

地目
畑
畑
畑
畑
畑

地積
399㎡
545㎡
429㎡
1087㎡
380㎡

50297-21-2208

令和４年度 県立農業大学校 学生募集
農業の実践力を養い、大学への編入資格も得られます。園芸学科は岩井キャンパス
〈岩井5205-3〉にあります。詳細についてはお問い合わせいただくか、県立農業大学校
ホームページをご覧ください。
■募集人数等
学科名 募集人数
受験資格
修業年限
専攻コース
農 学 科
40人
普通作･露地野菜･果樹
高校等を卒業した方または令
畜産学科
10人
和4年3月に卒業もしくは修了
畜産
見込みの方
園芸学科
30人
2年
施設野菜･花き
農業大学校卒または短大等卒
研 究 科
10人
作物･園芸･畜産
以上もしくは卒業見込みの方
■願書受付・入学試験
試験区分
願書受付期間
試験日
選抜方法
推薦入試
小論文
10月4日(月)～22日(金)
11月 2日(火)
(研究科を除く各学科)
個別面接等
一般入試
前期
11月15日(月)～12月10日(金)
12月16日(木)
筆記試験
（各学科）
後期
令和4年1月31日(月)～2月25日(金) 令和4年3月3日(木)
個別面接等
研究科入試
11月15日(月)～12月10日(金)
12月16日(木)
問合せ

茨城県立農業大学校 入試事務局

5029-292-0010

★左ページから 防災ラジオの申込みは、負担金（1台目は3,000円）をお持ちのうえ交通防災課または
続く さしま窓口センターまでお願いします。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180
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コロナ禍でも、定期的な
検診受診が重要です。がん
検診の受診を先延ばしにし
てしまうと、気付かぬ間に
「がん」を進行させてしま
う恐れがあります。
検診会場は、皆さんが安
心･安全に受診できるよう、
時間別予約制や検温等の感
染防止対策が徹底されてい
ます。がん検診の定期的な
受診をお願いします。
問合せ
(公財)茨城県総合健診協会
経営企画室
5029-241-0011

ご相談ください

「いばらき県西若者サポー
トステーション（県西サポ
ステ）」による、働きたい
けれど自信がない方、お子
さんの就職に悩んでいる方
のための出張相談会です。

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）

相談日時
10月13日(水)･11月10日(水)･
12月 8日(水)･ 1月12日(水)･
2月 9日(水)･ 3月 9日(水)
午後2時～4時
ところ
中心市街地活性化センター
対象者
15歳～49歳の方、その保
護者や関係者の方など
参加費 無料
申込方法
相談会前日の午後4時 ま
でにお申し込みください。
■県西サポステとは
若者の就労などの自立支
援を目的に誕生した厚生労
働省委託の支援機関です。
仕事や就職などに関する
悩みを抱えている方やその
ご家族に対して、カウンセ
ラーやキャリアコンサルタ
ントによる個別相談、就労
支援セミナー、職場体験な
ど多彩なプログラムから一
人ひとりにあった支援を行
います。まずは電話やメー
ルで、お気軽にお問い合わ
せください。
申込・問合せ
いばらき県西若者
サポートステーション
50296-54-6012
hola@iw-saposute.org
〈筑西市西方1790-29〉

講座やイベント

茨城県難病相談支援セン
ター地域交流活動事業とし
て「難病フェスタ2021」を
開催します。コロナに関す
る医療講演のほか、患者体
験発表、アトラクション等
を予定しています。ZOOM
によるオンライン視聴も可
能です。
詳細についてはお問い合
わせいただくか、茨城県難
病団体連絡協議会ホームペー
ジをご覧ください。
と き
10月3日(日)
午後0時30分～3時30分
ところ
茨城県総合福祉会館
大研修室
〈水戸市千波町1918〉
講 演
｢コロナ禍における難病患
者の日常生活での注意点｣
講 師 茨城県立医療大学
教授 河野豊先生
参加費 無料
申込・問合せ
茨城県難病団体連絡協議会
5･ 029-244-4535

9⽉5⽇(⽇)は茨城県知事選挙の投票⽇です
皆さんの貴重な⼀票を県政に反映させるため、
投票をお願いします。
問合せ 選挙管理委員会事務局〈総務課内〉 50297-21-2178
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◆投票⽇時：9⽉5⽇(⽇) 午前7時〜午後6時
◆投 票 所：お住まいの地域により指定される「市内36
か所の投票所」で投票をお願いします。

不法投棄・野焼きは犯罪です 不法投棄や野焼きは、法律で禁止されています。 ★右ページへ
続く
見つけたら、｢不法投棄110番｣ 50120-536-380（県廃棄物規制課）にご連絡を！
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60歳以上の方を対象とし
たゴルフ大会です。新型コ
ロナウイルス感染症対策と
して、規模を縮小して開催
します。
と き 10月18日(月)
〈雨天決行〉
ところ 坂東ゴルフクラブ
参加資格
市内在住・在勤で60歳以
上の方
※在勤の方で、在住の自治
体から外出自粛要請等が
発令されている場合は参
加をご遠慮ください。
参加費 2,000円
※参加費とは別に、プレー
費8,890円(昼食代を含
む )を 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 140人(先着順)
申込方法
9月26日(日)午前9時から、
申込書に参加費を添えて総

合体育館玄関前でお申し込
みください（1人につき4人
分まで可）。電話でのお申
し込みはできません。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。
◎組合せは主催者が行い、
後日代表者に組合せ表を
送付します。
主 催 坂東市スポーツ協会
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

9月12日(日)から岩井公
民館1階で開催を予定して
いた｢第20回 長老美術展｣
は、新型コロナウイルスの
感染拡大にともない中止と
なりました。80歳以上の方
ならどなたでも出品できま
すので、次回開催時には多
くの方の参加をお待ちして

います。
主 催 坂東ゆう美の会
後 援
坂東市、坂東市教育委員会
問合せ 田邉
50297-35-0460

ウイッティー

ル ッ ク

一輪車元世界チャンピオ
ンの DAIKI とサーカスアー
トディレクターの CHEEKY
によるショーです。
と き
10月31日(日)
午後1時30分～2時30分
ところ
岩井第二小学校 体育館
参加費
3歳～小学校6年生 500円
中学生以上
1,000円
後 援 坂東市教育委員会
申込・問合せ
坂東こども劇場
5･ 0297-36-3504

教 室 名

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
10月 9日(土)
ガスバーナーでガラス
10月13日(水)
各10人
各回
とんぼ玉
午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
10月16日(土)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
10月20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 9月15日(水) 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 休日・夜間に見つけた場合は、境警察署 50280-86-0110にご連絡ください。
続く 《問合せ》生活環境課 50297-21-2189、県廃棄物規制課 5029-301-3033
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｢バンドウミライ楽考｣と
は、坂東市のこれからの公
共をみんなと一緒に考える
ための学び場です。
今年度第2回目の講座は
「知れば納得！地形から学
ぶ逆井城跡公園」をテーマ
とした郷土史講座です。現
地に集合し、公園内の史跡
を歩いて見学します。お気
軽にお申し込みください。
と き 10月17日(日)
午前10時～正午
ところ 逆井城跡公園
対象者
市内在住･在勤･在学で15
歳以上の方
※市税等の滞納がない方に
限ります。
内 容
今から400年以上前の戦
国時代末期に築城された逆
井城。長い年月をかけて出
来た飯沼干拓。逆井城跡公
園や周りの美田地帯も、地
形を知るとただの凸凹の地
形が意味のあるものに見え
てくる歴史ロマン講座です。
講 師
坂東市ふるさとガイドの会
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参加費 無料
募集人数 20人(先着順)
申込方法
電話または市ホ
ームページからお
申し込みください。お申込みは
こちらから
申込期限
9月29日(水)まで
申込・問合せ
市民協働課
50297-21-2183

■坂東市秘書広報課■

お申し込みください。開催
要項と申込書は、生涯学習
課または各公民館にありま
す。市ホームページからも
ダウンロードできます。
出品料 無料
申込期間
9月14日(火)～10月22日(金)
問合せ 生涯学習課
50297-21-2204

8年前に坂東市で創られ、
催された新作能「将門」が
11月12日(金)～14日(日)
再演されます。
に岩井公民館で開催する
と き 9月26日(日)
「坂東市作品展」の出品作
午後2時～5時
品を募集します。
ところ 市民音楽ホール
絵画、書道、写真、手工
入場料
芸など、あなたのご自慢の
3,000円(全席指定)
作品を出品してみませんか。 申込方法
お気軽にお申し込みくださ
お電話でお申し込みくだ
い。
さい。
申込資格
主 催
市内在住・在勤・在学の
能楽協会、梅若研能会
方、市内で活動している団
後 援
体またはその会員
坂東市、坂東市教育委員
申込方法
会ほか
申込書に必要事項を記入
申込・問合せ
し、生涯学習課または猿島
昌 門会
山田 5090-2147-6149
公民館・岩井公民館窓口で
しょう も ん か 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。

