
新型コロナウイルス感染症
自費による PCR検査費用の一部を助成します

市では、新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、市民の皆さんが自費でPCR検査を
受ける際の費用の一部（最大20,000円）を助成します。

PCR検査を受けた日において、次のすべてにあてはまる方
● 坂東市の住民基本台帳に登録されている方

対 象 者 ● 新型コロナワクチンを1回も接種したことがなく、無症状（せき、発熱、風邪な

どの症状がない）の方
● 行政検査対象外の方（保健所で濃厚接触者と判定されていない方）

次のすべてにあてはまるPCR検査
● 令和3年8月1日(日)～12月31日(金)に実施した検査

対象検査
● 保険診療の適用外で、自費診療によるもの

※坂東市が交付する助成金と同等の助成を受ける場合は、助成の対象とはなりません。

申請期限 令和4年1月14日(金)まで ※郵送の場合は必着

上限20,000円（医療機関での支払いが20,000円を下回る場合はその額）
助 成 額

※陰性証明書にかかる費用は、助成の対象外です。

①坂東市新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書

②領収書の原本（受診者氏名、医療機関名、検査日、検査内容、料金が記載されている領収書）
申請書類

③助成金振込口座の確認書類（名義人と口座番号が分かる通帳やキャッシュカード）の写し

※申請書は健康づくり推進課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

①下表の市内実施医療機関または市外の医療機関で検査を受け、検査費用を全額

お支払いいただきます。
申請の

②検査機関から結果が届きます。
流れ

③申請期限までに、健康づくり推進課に申請書類を提出してください(郵送可)。

④審査後、助成金交付決定通知書が届き、後日、助成金が入金されます。

1

実施医療機関 ※必ず電話で予約をしてください。

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号
石塚医院※1 0297-35-1161 高橋医院 0297-35-1026

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 天王前クリニック 0297-38-1711

清水丘診療所※2 0280-88-1014 ホスピタル坂東 0297-44-2000

存身堂医院 0297-35-1011 緑野クリニック 0297-30-3311
※1 検査は月・火・木・金の各午前中のみ。 ※2 検査は月・火・水のみ。

申請・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

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｣で感染症対策

ワクチン接種後も引き続き感染症対策を徹底し、感染拡大防止へのご協力をお願いします。



新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

■新型コロナワクチンについて知ってほしいこと
（⾸相官邸・厚⽣労働省リーフレットより）

新型コロナワクチンは、感染を防⽌し収束に向かわせる
切り札です。

新型コロナワクチン（メッセンジャーRNAワクチン）は、2回の接種によって、高

い効果が認められています（発症予防効果約95％）。

ワクチン接種によるメリットが、副反応のリスクより⼤きいため、
接種をお勧めしています。

接種後には、体がワクチンに反応して、接種部位の痛みなどの局所反応や、発熱、

頭痛などの全身性の反応が生じる可能性があります。これらの反応は、1回目より

2回目の方が多く、年齢が上がるにつれて頻度が低くなるようです。接種は体調が悪

くないときに受け、接種後はゆっくり過ごすようにしましょう。接種後の痛みや発

熱に対しては、市販の解熱鎮痛剤で対応いただくことも考えられます。

新型コロナワクチンは、全額公費（無料）で受けられます。
外国人も含め、接種の対象となるすべての市民の方が、無料で受けられます。

受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接

種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしないようにしましょう。

お知らせ版 令和3年10月7日号
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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）

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

■他の予防接種との接種間隔にご注意ください
新型コロナワクチンと他の予防接種は、同時に接種することができません。新型

コロナワクチンを接種する前後は、原則として13日以上の間隔をあけてから、他の

予防接種を受けてください。

◆他の予防接種･･･高齢者肺炎球菌､インフルエンザ､風しん(第5期)､日本脳炎(特例分)など

救急電話相談の直通番号が変わりました 坂東市保健事業予定表に掲載している、

茨城県の｢おとな・子ども救急電話相談」の直通番号が、10月1日から変わりました。

★右ページへ
続く



お知らせ版 令和3年10月7日号
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助成対象の方でインフルエンザ予防接種を希望する方には、接種費

用の一部を市が助成します。接種を受ける際は、新型コロナワクチン

の接種日から、原則として13日以上の間隔をあけてください（P2参照）。

⼩ 児 ⾼ 齢 者
①満65歳以上の方

対 象 者
満1歳～中学3年生の方

②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓･呼吸器に障がいの

(接種日当日) ある方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障

がいのある方（内部疾患による身体障害者手帳1級程度）

助成期間 10月1日(金)～令和4年1月31日(月)

満1歳～小学6年生：2回
助成回数

中学1年生～3年生：1回
1回

2,000円／1回

助 成 額 1,000円／1回 ※対象者のうち、生活保護世帯の方は自己負担が免除になります。

｢個人負担免除券｣を交付しますので、社会福祉課にお越しください。

実施医療機関へ事前
【対象者①の方】

に予約し、健康保険
「市内・境町・五霞町・古河市の医療機関やいとう

証などの住所・年齢
内科胃腸科医院(常総市)」で受ける場合は、医療機

確認ができるものを
関へ事前に予約し、健康保険証などの住所・年齢確

お持ちのうえ、直接
認ができるものをお持ちのうえ、直接医療機関に行

医療機関に行って接
って接種を受けてください。

接種方法 種を受けてください。 ※上記以外の県内医療機関で受ける場合は、｢予診票」

等を交付しますので、事前に健康づくり推進課ま

たはさしま窓口センターにお越しください。

【対象者②の方】

｢インフルエンザ予防接種券」を交付しますので、身

体障害者手帳をお持ちのうえ、健康づくり推進課ま

たはさしま窓口センターにお越しください。

実施医療機関

医 療 機 関 名 電 話 番 号 医 療 機 関 名 電 話 番 号

安達医院 0297-38-2811 天王前クリニック 0297-38-1711

石塚医院 0297-35-1161 松崎医院（未就学児は受付不可） 0297-39-2011

いのもと整形外科 0297-47-5200 松原眼科★ 0297-35-0448

海老原医院 0297-35-7411 吉原内科（未就学児は受付不可） 0297-35-0008

河村胃腸科外科医院 0297-35-2618 岩本医院 0297-44-2033

木根淵外科胃腸科病院★ 0297-35-3131 倉持医院 0297-30-3100

木村クリニック（高齢者のみ） 0297-47-5027 清水丘診療所 0280-88-1014

存身堂医院 0297-35-1011 ホスピタル坂東（高齢者のみ） 0297-44-2000

高橋医院 0297-35-1026 緑野クリニック 0297-30-3311

田所医院 0297-35-9567 － －

問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

変更後の直通番号は、050-5445-2856です。各短縮ダイヤル（おとな：#7119、

子ども：#8000）に変更はありません。お間違いのないようご注意ください。

★左ページから
続く

※小児については、下表

実施医療機関での接種

に限り助成を行います。

※｢木村クリニック｣、｢ホ

スピタル坂東｣では小児

は実施していません。

★マーク･･･接種日は直接お問い合わせください。



新型コロナウイルスの影

響で、輸血用血液が不足し

ています。皆さんのご協力

をお願いします。

と き

①10月13日(水)
● 午前10時～午後0時45分
● 午後2時～4時

②10月30日(土)
● 午前10時～午後0時15分
● 午後1時30分～4時

ところ ヨークタウン坂東

問合せ 健康づくり推進課

50297-35-3121

お知らせ版 令和3年10月7日号
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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の感染拡大を防ぐため、10月31日(日)の「クリーン坂東」は中止と

なりました。皆さんの安心・安全のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◎市では、5月と10月の最終日曜日を環境美化の日と定め、「クリーン坂東」を実施して

います。次回の「クリーン坂東」は、令和4年5月29日(日)を予定しています。

問合せ 生活環境課 50297-21-2189

【完全予約制】胃がん検診(バリウム検査)の
申込みを受け付けます

会場 実施日 当日受付時間 申込開始

猿島保健 11月19日(金) 午前7時30分～ 10月13日(水)
センター

11時30分 午前8時30分～

岩井保健
11月24日(水)

センター
令和4年

午前8時～正午
12月3日(金)

1月24日(月) 午前8時30分～

対象者 40歳以上の方で、令和3年度未受診の方(定員あり)

負担金 1,000円（75歳以上の方は無料）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込・問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉

当初予定の販売期間は終了しましたが、大好評にお応えして、応募・

抽選方式で商品券を再販売します。ご希望の方はご応募ください。

対 象 者 令和3年10月29日現在、坂東市に住民登録している世帯の方

購 入 数 1世帯2セットまで ※1世帯につき、応募は1回までです。

10月上旬、世帯主様あてに申込用紙を送付します。申込用紙に必要事項を

記入のうえ、投函いただくか商工観光課窓口にお持ちください。
応募方法

※切手を貼らずに投函してください。必要事項の記入漏れは無効となります。

申込用紙が無い方には、商工観光課窓口でお渡しします。

応募期限 10月29日(金) 当日消印有効

抽選結果 当選された世帯へ、購入引換券を簡易書留で発送します。

購入期間 11月10日(水)～12月26日(日)

問合せ 商工観光課 50297-20-8666

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）



「神大実地区」地区計画

の決定にあたり、地域の皆

さんから意見を伺うため、

原案の縦覧を行います。

縦覧や意見書の提出を希

望する方は、期間中に縦覧

場所にお越しください。意

見書の用紙は縦覧場所にあ

ります。

■地区計画とは？

地区の特性にふさわしい

まちづくりを進めるための

都市計画制度です。地区内

の建築物等について、きめ

細かいルールを決めること

ができます。

縦覧期間

11月2日(火)～15日(月)

意見書の提出期間

11月16日(火)～22日(月)

縦覧場所

市役所3階 特定事業推進課

問合せ 特定事業推進課

50297-21-2184

農業委員会では、農用地

利用権設定の受付をしてい

ます。農業経営基盤強化法

に基づく「利用権設定」に

よる農地の貸し借りは、期

間満了で自動的に貸借関係

が終了するため、農地が戻

らないなどの不安もありま

せん。

利用権設定は年2回（6月・

12月）で、今回の申込期限

は11月12日(金)です。

なお、未相続農地の場合

は、相続人全員の同意書等

が必要となる場合がありま

す。詳細については、お問

い合わせください。

申込・問合せ

農業委員会事務局

50297-21-2206

市街化区域2,000㎡以上

または市街化調整区域5,000

㎡以上の土地を取引したと

きは、国土利用計画法に基

づき、届出を行う必要があ

ります。譲受人は、契約締

結日を含めて2週間以内に

届出をお願いします。

制度の詳細・届出様式等

については、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。

届出・問合せ

企画課

50297-21-2181

11月1日(月)から、さし

ま窓口センターの夜間警備

が機械警備に変わるため、

これまで夜間に常駐警備員

がお預かりしていた戸籍届

出については、受付を終了

します。

11月1日以降、夜間の戸

籍の届出は、坂東市役所南

玄関の警備員室のみで受付

を行います。ご理解とご協

力をお願いします。

問合せ
● さしま窓口センター

50280-88-0884
● 市民課

50297-21-2186

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

生理用ナプキン1セット(昼

用5枚)を無料で配布してい

ます。在庫が無くなり次第、

配布終了となります。

ご希望の方は、各配布場

所で職員にお声がけいただ

くか、「案内表示を指差

す」、「お知らせ版や市ホー

ムページの記事を提示す

る」等で、お伝えください。

配布場所

①市役所 1階 総合案内

②坂東市社会福祉協議会

本所 窓口

③猿島図書館 カウンター

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

お知らせ版 令和3年10月7日号
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坂東市LINE公式アカウントでも情報発信中 LINEアプリで｢友だち登録｣をすることで、

お知らせを受け取ることができます。登録はID検索「@bando-city」またはこちらからÌ



ホームページはこちらから▼

今年度の飼い主マナー向

上推進月間のテーマは、

「あなたの街を犬の糞ゼロ･

放し飼いゼロにしよう」で

す。ペットとの楽しい生活

を守るため、ルールを守っ

た飼育をお願いします。

■犬の散歩中のフンは

持ち帰りをお願いします

一年を通じて、「犬のフ

ンが道路や敷地内に放置さ

れて困っている」という苦

情が多く寄せられます。排

泄物の始末は、飼い主の義

務です。散歩中に犬がフン

をしたときは必ず持ち帰り、

公共の場所(公園･道路等)

や他人の土地･建物を汚さ

ないようにしましょう。

■犬はつないで飼いましょう

犬の放し飼いは、県条例

などの法令で禁止されてい

ます。飼い犬が自宅の敷地

から自由に出ることがない

よう、繋いだりドアに柵を

設置するなど、脱走防止の

工夫をお願いします。散歩

の時も、必ずリード（引き

綱）をつけましょう。

■ペットが逃げてしまった

時は速やかな対応を

ペットが逃げてしまった

ときは、｢そのうち帰って

くるだろう」と何日も放置

しないでください。生活環

境課・茨城県動物指導セン

ター・境警察署への速やか

な連絡をお願いします。

連絡先
● 生活環境課

50297-21-2189
● 茨城県動物指導センター

50296-72-1200
● 境警察署

50280-86-0110

問合せ 生活環境課

50297-21-2189

麻薬・覚醒剤・大麻・シ

ンナー・危険ドラッグ等の

薬物乱用は、乱用者個人の

健康上の問題にとどまらず、

周囲の人や社会全体に対し

ても被害を及ぼしかねない

深刻な問題です。

「1回だけなら大丈夫」

「いつでもやめられる」と

いう甘い考えは危険です。

薬物乱用の最も恐ろしい特

徴は、何度も繰り返し使い

たくなり、自分の意思では

やめられなくなってしまう

「依存性」を持っているこ

とです。

薬物を乱用すると、脳を

はじめとする体のあちこち

に障がいが起こります。壊

れた脳は二度と元に戻らず、

その結果生じた精神障がい

は一生残ります。

正しい知識を身につけ、

薬物の誘いは勇気を出して

はっきり断り、薬物乱用を

根絶しましょう。

問合せ

茨城県医療局薬務課

麻薬グループ

5029-301-3388

｢業務改善助成金｣は、事

業場内最低賃金を一定額以

上引上げ、設備投資などを

行う中小企業・小規模事業

者を対象にその費用の一部

を助成する制度です。

新型コロナウイルス感染

症の影響を鑑み、令和3年8

月から「業務改善助成金」

の内容を拡充しました。

事業場内最低賃金の引上

げを検討している場合は、

本助成金をご活用ください。

詳細については、お問い合

わせください。

拡充内容
● 対象人数の拡大
● 助成上限額の引上げ
● 45円コースの新設
● 同一年度内の複数回申請可
● コロナ禍により売上等が

一定額減少した事業主に

対する設備投資の範囲の

拡充

問合せ

業務改善助成金

コールセンター

503-6388-6155

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

お知らせ版 令和3年10月7日号
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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）

ホームページ「Take out 坂東」 市内飲食業のテイクアウトやデリバリーの情報を

掲載しています。 《問合せ》商工観光課 50297-20-8666 ホームページはこちらから



◆最新情報は市ホームページをご覧ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
50297-44-0055
50280-88-8700

ディーゼル自動車に使用

する軽油には、1リットル

あたり32.1円の軽油引取税

が課税され、皆さんの生活

の向上のために使われてい

ます。

軽油に灯油や重油を混ぜ

て不正軽油を製造したり、

販売・使用することは脱税

行為であり、刑事罰の対象

となります。

不正軽油を使用している

疑いのあるトラックやガソ

リンスタンドの情報があり

ましたら、ご一報ください。

問合せ
● 筑西県税事務所

課税第一課軽油引取税担当

50296-24-9192
● 不正軽油110番

50120-241-744

(フリーダイヤル・

24時間受付)

ビザ、仕事、結婚、税金、

保険、その他生活全般につ

いて、弁護士が相談に応じ

ます。通訳付きで話すこと

もでき、電話相談も行って

います。相談無料・秘密厳

守です。

と き 11月14日(日)

午前10時～午後3時

（受付は午後2時30分まで）

ところ

しもだて地域交流センター

アルテリオ2階

〈筑西市丙372〉

電話番号 070-4002-2547

※11月14日のみ通話するこ

とができます。

対応言語
● 日本語 ● 英語
● 中国語 ● タイ語
● 韓国語 ● スペイン語

一日無料弁護士相談

● タガログ語 ● ベトナム語
● ポルトガル語
● インドネシア語

問合せ

(公財)茨城県国際交流協会

外国人相談センター

5029-244-3811

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 10月31日(日)

午後1時～4時

ところ 猿島図書館

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

お知らせ版 令和3年10月7日号

7

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

11月10日(水)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
11月13日(土)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各10人 各回

11月17日(水)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

11月20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 10月15日(金) 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

ご相談ください
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今年度も、神大実分館講

座の作品展を順次開催しま

す。ぜひご覧ください。

■パッチワークキルト同好会

〈レモンスター〉

と き

10月22日(金)～11月4日(木)

午前9時～午後9時

※4日は午後3時まで

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

50297-30-1800

▼掛軸表装展

書・写佛・拓本・古い書

画などを表装して展示しま

す。ぜひご覧ください。

と き

10月10日(日)～16日(土)

午前9時～午後5時

※10日は午後1時から、16日

は午後4時まで〈11日休館〉

後 援

坂東市、坂東市教育委員会

主 催 掛軸表装クラブ

問合せ 川澄

50297-35-7588

起業・創業を目指す方を

対象とした講習会です。国

の認定を受けた坂東市特定

創業支援事業で、経営戦略

･財務戦略･人材育成･販路

開拓について学ぶことがで

きます。茨城県内で活躍す

る若手士業を講師に招き、

茨城県ならではの事例を紹

介します。

オール茨城で切れ目のな

い創業支援を行いますので、

坂東市内で創業をお考えの

方は、ぜひご参加ください。

と き
● スタートアップセミナー

（女性向け）

10月13日(水)
● スタートアップセミナー

（一般向け）

10月20日(水)
● 創業スクール〈全3回〉

10月27日(水)、

11月2日(火)･9日(火)

※各回午後2時～4時です。

受講料 無料

募集人数 15人(先着順)

申込方法

電話･FAX･メールのいず

れかでお申し込みください。

ところ・申込・問合せ

坂東市商工会

50297-35-3317

0297-35-3321

info@bando.or.jp

と き 11月21日(日)

午前9時受付

午前9時30分開会

ところ 総合体育館

参加資格

市内在住・在勤で小学生以

上の方

種目・参加費

①男子団体戦(3シングル)

一般1,800円、学生1,200円

②女子団体戦

(1シングル＋2ダブルス)

一般1,200円、学生1,000円

申込期限 11月5日(金)まで

申込・問合せ

坂東市スポーツ協会

卓球部長 宮部

5090-7708-1709

令和3年10月7日発行 ■坂東市秘書広報課■

講座やイベント

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。
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