まん延防⽌等重点措置が適⽤されています

2/20(⽇)まで

最新情報は茨城県ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
（茨城県庁 ☎029-301-1111）

◆基本的な感染症対策の徹底
症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。

◆感染リスクの⾼い場所への外出・移動の⾃粛
混雑した場所への外出や、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は自粛をお願いします。

◆県外との不要不急の往来⾃粛
特にまん延防止等重点措置が適用された都道府県との不要不急の往来は自粛をお願いします。
（重点措置の対象区域：関東1都6県 北海道 青森 山形 福島 新潟 石川 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 京都
大阪 兵庫 島根 岡山 広島 山口 香川 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄）

◆飲⾷店の営業時間短縮…酒類提供なしは午後8時まで、酒類提供ありは午後9時まで
事業者の皆さんは、営業時間短縮にご協力をお願いします（テイクアウトを除く）。

新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
市では、ワクチン追加接種（3回目接種）を順次実施しています。対象となる方
には接種券を発送していますので、接種券が届きましたら、予約方法や接種を受け
る場所、予約開始日などを必ずご確認ください。
■予約⽅法

■追加接種のスケジュール（予定）

2回目接種を
接種券発送時期
行った時期 65歳以上の高齢者など
64歳以下の方
令和3年7月 1月13日(木)･21日(金)
1月20日(木)
令和3年8月
1月31日(月)
1月28日(金)～2月上旬
令和3年9月
2月中旬
令和3年10月･11月
2月下旬～3月中旬
問合せ

新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

65歳以上の⽅…
「おまかせ予約」
接種日時・接種医療機関・
ワクチンの種類をあらかじ
め指定する方式です。必ず
ハガキをご返送ください。

64歳以下の⽅…
・電話
・WEB（インターネット）
1･2回目接種と同じ方法です｡
※WEB予約は､2回目接種が令
和3年8月以降の方からです。

※掲載している情報は、1月26日時点のものです。

2月11日(金)･23日(水) 祝日のごみ収集 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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新型コロナウイルスワクチン接種 追加接種（3回⽬接種）
茨城県が⾏う⼤規模接種 が 始まります
県では、新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場を県内5か所に設置し、追
加接種を行います。県が設置する5会場のうち、坂東市にお住まいの皆さんが接種を
受けられる会場は、
「古河市生涯学習センター総和」です。
接種の予約には「追加接種の接種券」が必要になります。大規模会場での接種を希
望する方は、市から順次発送している接種券の到着後に、予約をお願いします。
接種会場
接種開始日
開 設 日
接種時間

古河市生涯学習センター総和「とねミドリ館」
〈古河市前林1953-1〉
2月6日(日)～
火曜～日曜（月曜日休み）
①午後5時～ ②午後5時30分～
2回目接種の完了から6か月を経過した18歳以上の坂東市民の方で、
接種対象者
「追加接種の接種券」が届いている方
坂東市接種枠 1日あたり30人（各接種時間15人）
武田／モデルナ社製（1･2回目の接種量の半量を筋肉注射します）
使用ワクチン ※1･2回目に武田／モデルナ社製以外のワクチンを接種している方も、
接種可能です。
①市ホームページの「茨城県大規模接種会場でのワクチン追加（3回目）
予約方法
接種予約受付」ページにアクセスしてください。
②ページ内「2.予約方法について」の「現在受付中の接種日時」から
ご希望の接種日・時間をクリックしてください。
③リンク先の「いばらき電子申請・届出サービス」から、必要事項を
入力し、予約してください。
接種予約受付
※電話や「坂東市の新型コロナワクチン接種予約サイト」から予約をすることはで
ページはこちらから

きません。インターネットが使えない方は、お問い合わせください。

予約完了後

市で予約内容が確認できましたら、メールで予約確定のご連絡をします。

■ワクチンを大切に使うため、ご協力をお願いします
ワクチン接種当日の急なキャンセルや無断のキャンセルがあると、大切なワクチンを
廃棄することになってしまいます。やむを得ない事情によりキャンセルするときは、
必ず、新型コロナワクチン対策室への事前連絡をお願いします。
問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111
※掲載している情報は、1月26日時点のものです。

次亜塩素酸水の無料配布を行っています
市では、「次亜塩素酸水」の第3次配布を行っています。
と き 午前10時～午後4時〈土曜･日曜･祝日を含む〉
ところ 市役所 正面入口・さしま窓口センター
持ち物 洗浄済みの密閉容器
問合せ 坂東市新型コロナウイルス感染症対策本部
〈配布担当 上下水道部〉50297-21-2174
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感染症対策に
ご活用くださいÌ

新型コロナウイルス感染症 自宅療養者へ食料品・日用品を支援します 対象は、 ★右ページへ
続く
新型コロナの陽性者と診断され、自宅療養をしている市民です。費用は無料です。
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「住民税均等割非課税世帯」と「令和3年1月以降に新型コ
ロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯」に、
臨時特別給付金を支給します。

支給
対象世帯

申請方法

支給方法
支給時期

ー⽀給額ー

10万円／1世帯

【家計急変世帯】
世帯全員の令和3年度
令和3年1月以降の収入が減少し、世帯
「住民税均等割が非課税」の世帯
全員が｢住民税非課税相当｣の収入とな
った世帯
● 申請書に必要事項を記入して、直接
●
2月上旬に市から対象世帯に送付する
または郵送でご提出ください。
｢確認書｣の内容を確認し、市に返信
● 申請書は社会福祉課・さしま窓口セ
してください。
ンターにあります。市ホームページ
● 確認書には、給付内容や確認事項が
からもダウンロードできます。
記載されています。
● 2月14日(月)から受付を開始します。
※一部申請が必要な場合があります。
【受付窓口】社会福祉課
世帯ごとに、ご記入いただいた口座に振り込みます。
第1回目：2月下旬（予定）
※詳細な期日は、返送後に市から送付する決定通知でお知らせします。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送での申請にご協力をお願いします。
■「住⺠税⾮課税相当」とは
世帯全員、それぞれの令和3年の
年収見込額（令和3年1月以降の任
意の1か月収入を12倍した金額）
が、右の住民税非課税水準以下で
あることです。

■⾮課税相当額参考
家族構成例
単⾝または扶養親族なし
配偶者･扶養親族(計1⼈)を扶養
配偶者･扶養親族(計2⼈)を扶養
配偶者･扶養親族(計3⼈)を扶養

⾮課税相当限度額 ⾮課税限度額
（収⼊額ベース） （所得額ベース）

93.0万円 38.0万円
137.8万円 82.8万円
168.0万円 110.8万円
209.7万円 138.8万円

※ＤＶ（配偶者等からの暴力）等で避難中の方も、一定の要件（ＤＶ保護命令と収入要件）を満たせば、
現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。詳細については、現在お住まい
の市区町村にお問い合わせください。

申請・問合せ 社会福祉課 50297-21-2190

「子育て世帯臨時特別給付金」の対象となるお子さんがいて、申請がお済みでない子
育て世帯の方へ、1月26日に申請書を発送しました。通知が届いていない方は、お問い
合わせください。
※対象者の詳細は、市ホームページまたは1月20日発行の広報坂東お知らせ版をご覧ください。

問合せ こども課 50297-21-2191

★左ページから
続く

市では陽性者等について把握していないため、電話での申込みをお願いします。
《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9時～午後5時〉
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問合せ 交通防災課
50297-21-2180

Jアラートとは、国が発表
する地震・武力攻撃などの緊
急情報を、各市町村の情報伝
達手段により国民の皆さんへ
瞬時にお伝えするシステムで
す。
このシステムを利用して、
全国一斉に試験放送・配信を
行います。市では、防災ラジ
オと情報メールでお伝えしま
す。実際の災害とお間違いの
ないようご注意ください。
配信日時 2月16日(水)
午前11時

ところ 総合体育館(主競技場)
対象団体
10人以上で構成され、団
防災ラジオの申込みは交通防災課
員がスポーツ傷害保険に加
またはさしま窓口センターへ
問合せ 交通防災課 50297-21-2180
入しているスポーツ・レク
リエーション団体
情報メールの登録はこちらÌ
問合せ 秘書広報課 50297-20-8265
※未成年者で構成される団
体は、20歳以上の責任者
の登録が必要です。
持ち物 上履き
参加方法
登録申請書に必要事項を
令和4年度の市内小中学
記入し、当日お持ちくださ
校体育館･武道館･校庭の利
い。登録申請書は総合体育
用を調整する会議を行いま
す。利用を希望する団体は、 館にあります。
問合せ スポーツ振興課
必ず出席をお願いします。
〈総合体育館内〉
と き 3月3日(木)
50297-35-1711
午後7時～

市では、市内の中小企業者を対象に、新型コロナウイルス感染症対策に要する消毒
液等の購入費や換気設備設置等の工事費の一部を補助します。

中⼩企業者

対象者 次の①～④すべての要件を満たす方
①市内に事業所等を有する中小企業者
個⼈事業者や
②店舗の感染予防対策を実施する事業者
⼩規模事業者を
③「いばらきアマビエちゃん」を導入・運用していること
含みます
④市税等を滞納していない方
対象となる経費
感染症対策を行うため、令和3年4月1日(木)～令和4年2月28日(月)の間に支払った
次の経費
①フェイスシールド、ゴム手袋、マスク、消毒液等の衛生用品や消耗品類の購入費
②非接触型体温計、アクリル板、透明カーテン、電子マネー等の導入にかかる備品購入費
③パーテーション設置、換気設備設置、手洗い場設置等にかかる工事費・委託料
補助金額 1事業者あたり50,000円まで(申請は1回限りです)
申請方法
申請書、領収書、いばらきアマビエちゃん宣誓書の写しを直接または郵送で提出してく
ださい。申請書は商工観光課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。
申請期限 3月11日(金)まで〈郵送の場合は必着〉
申請・問合せ 商工観光課 50297-20-8666
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めざせ！
ナンバーわん飼い主！

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。
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市民バレーボール連盟
（ 6 人 ･ 9 人 制 の 男 女 ）、 家
庭婦人バレーボール連盟が
令和4年度に主 催する大会
に出場するには、チーム登
録が必要です。忘れずに登
録をお願いします。
と き 3月10日(木)
午後6時30分～
ところ 岩井公民館
会議室
登録資格
市内在住・在勤の方で構
成されたチームで、参加者
はスポーツ傷害保険に加入
していること
登録料 1団体 1,500円
(協会加盟料を含む)
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

広報紙・市ホームページに
有料広告を掲載しませんか？
「広報紙」
「市ホームページ」に掲載する有料広告（令
和4年4月分～令和5年3月分）を募集します。新たな広
告媒体として、ぜひご活用ください。
申込資格
市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・
五霞町・八千代町・野田市に住所または事業所があり、
市税等を滞納していない方
※ホームページについては、住所の制限はありません。
掲載内容

企業・お店のPRや販売促進等

※政治・宗教活動、意見広告、公の秩序や善良の風俗に反するも
のは掲載できません。

規格･掲載料
広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。
○広報坂東 ＜カラー＞
毎月第3木曜日発行

発行部数15,100部

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円
(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円
○坂東市ホームページ ＜カラー＞
月平均約87,840アクセス(令和3年1～12月)
(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル
データ形式：gifまたはjpgファイル
データサイズ：4KB以内

⇒ 1か月間5,000円

申込方法

自動車税(種別割)は県の
重要な財源となっています。
転居などで茨城県に転入さ
れた方は、住民登録とあわ
せて、自動車の県内ナンバー
（水戸･土浦･つくば）への
変更をお願いします。
登録に関する問合せ
土浦自動車検査登録事務所
5050-5540-2018
自動車税に関する問合せ
筑西県税事務所収税第一課
50296-24-9190
●

●

申込書と広告データをご提出ください。申込書は秘
書広報課にあります。市ホー
ムページからもダウンロード
できます。
※申込後、広告審査を行います。
市外の方は、納税証明書のご提出
をお願いします。

申込期限

3月4日(金)まで

※掲載スペースに余裕がある場合に
は、随時申込みを受け付けます。
お気軽にお問い合わせください。

申込・問合せ

秘書広報課
50297-20-8265

広報紙

◆詳細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◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ

50297-44-0055
50280-88-8700
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せ

入学料
科目履修生(6か月在学)
7,000円
選科履修生(1年間在学)
9,000円
全科履修生(4年以上在学、
卒業を目指す)
24,000円
授業料(教養学部)
1科目(2単位) 11,000円
出願期限
第1回 2月28日(月)まで
第2回 3月15日(火)まで
問合せ 放送大学
茨城学習センター
5029-228-0683
＊ホームページ
「放送大学」で検索
●

渡良瀬遊水地のヨシ焼き
は、ヨシに寄生する害虫の駆
除や野火による周辺家屋への
もらい火防止、貴重な湿地環
境の保全のために毎年行われ
ています。
風向きや上昇気流により灰
や煙が広範囲に飛び散り、洗
濯物への付着、庭や屋根への
降灰等、大変ご迷惑をおかけ
することがあります。ご理解
とご協力をお願いします。ま
た、新型コロナウイルスの感
染拡大を防ぐため、見学はお
控えください。
◎ヨシ焼きの実施状況は､ホ
ームページや電話による自
動音声案内で確認できま
す。
と き 3月5日(土)
午前8時30分～
第1予備日 3月6日(日)
第2予備日 3月12日(土)
第3予備日 3月19日(土)
※前日の午後5時から遊水地
全域が関係者以外立ち入り
禁止となります（ゴルフ場
等を除く）
。
実施範囲 渡良瀬遊水地全域
問合せ
「渡良瀬遊水地ヨシ焼き
連絡会」実施本部
(周辺4市2町等で組織)
50282-62-1161
＊自動音声案内
50282-62-0915
＊ホームページ
｢渡良瀬遊水地｣で検索

■予備自衛官補(一般･技能)
自衛官未経験の社会人・
学生の方を予備自衛官補と
して公募・採用し、教育訓
練修了後、予備自衛官とし
て任用する制度です。
応募資格
 一般公募
18歳以上34歳未満の方
 技能公募
語学・医療・整備などの
国家資格免許等をもつ18歳
以上55歳未満の方（資格免
許により異なります）
試験日
4月11日(月)～17日(日)
の間の指定された1日
申込期限
4月8日(金)まで〈必着〉
問合せ
自衛隊筑西地域事務所
50296-22-7239

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。
心理学・福祉・経済・歴
史・文学・情報・自然科学
など、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。

●

●

ご相談ください

2月は「相続登記はお済み
ですか月間」です。相続登記
に関する相談を各司法書士事
務所において無料で実施して
います。
期 間 2月の1か月間
〈土曜･日曜･祝日を除く〉
ところ
県内の各司法書士事務所
申込方法
事前に各司法書士事務所
にお申し込みください。
問合せ 茨城司法書士会
5029-225-0111

坂東市Wプレミアム商品券･地域応援商品券の利⽤期限は2⽉28⽇(⽉)です
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使い忘れのないよう、ご注意ください。

問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666

お知らせ版 令和4年2月3日号

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。医療機関・介護保険サ
ービス等の情報提供も行っ
ています。職員がご自宅に
訪問することも可能です。
「最近もの忘れが気にな

る 」「どこの病院を受診し
たらいいのか分からない」
「どんなサービスを受ける
ことができるの？」など、
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

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

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

■短期講座
教室名

内 容
募集人数 材料費
ガスバーナーでガラス
3月9日(水)･12日(土)･ 午後1時30分～
各12人
各回
とんぼ玉
を溶かして、ストラッ
16日(水)･19日(土)
(先着順) 1,000円
3時30分
プを作ります。
申込方法

開 催 日

時

間

2月15日(火) 午前9時から、お電話でお申し込みください。

■長期講座
令和4年度に開催するリサイクル教室（長期教室）の参加者を募集します。1年を通して
開催される長期教室では、数点の作品を作ることができます。
教室名
開催日
裂き織り 毎月第1･第3金曜日
竹工画

毎月第1･第3火曜日

毎月第1･第3月曜日
クラフト 毎月第3木曜日
毎月第2･第4金曜日
申込方法
申込期限

時 間
午前10時～正午

定員 材料代
持ち物
6人 2,500円 ハンカチ2･3枚
小刀､前掛け､
午前9時30分～正午
10人 2,500円
木バサミ
午前9時30分～正午
10人 2,000円 木工用ボンド､
午前9時30分～11時30分 10人 1,000円 鉛筆､メジャー､
午前9時30分～正午
10人 2,000円 洗濯バサミ

ハガキに教室名･住所･氏名･電話番号を記入し、ご郵送ください。応募多数の
場合は抽選となります。当選された方にのみ、封書でお知らせします。
3月15日(火)まで〈必着〉
クラフト教室では、再生クラフト紙を
編み込み、カゴやバッグを作ります▼

■共通事項
参加資格 坂東市・古河市・境町・五霞町に在住・在勤の方
ところ・申込・問合せ 〒306-0656 坂東市寺久1353-1
さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ
50297-20-9980

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
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講座やイベント

と き 3月28日(月)
ところ
大利根カントリークラブ
参加資格
市内在住･在勤の方4人1組
で編成されたチーム
参加費 1チーム2,000円
※参加費とは別に、プレー料金1人
14,000円(昼食代とキャディフィ
を含む)も当日ゴルフ場フロント
でお支払いください。また、キ
ャンセルの場合も、参加費は集
金します。

募集組数 60チーム(先着順)
申込方法
申込書に必要事項を記入
し、総合体育館にお持ちく
ださい。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。
申込期間
2月25日(金)～3月4日(金)
〈土曜･日曜を除く
午前9時～午後5時〉
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711
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と き 3月27日(日)～
ところ 岩井球場ほか
参加資格
茨城県内在住・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15,000円
内訳：参加費10,000円＋
登録費 5,000円
申込方法
申込書に必要事項を記入
し、総合体育館にお持ちく
ださい。申込書は総合体育
館にあります。
申込期間
2月4日(金)～3月4日(金)
〈土曜･日曜･祝日を除く
午前9時～午後5時〉
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

■坂東市秘書広報課■

と き
2月18日(金)～3月3日(木)
午前9時～午後9時
※3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

日本の伝統工芸である
「つるし飾り」を彩り鮮や
かに展示します。つるし飾
りは、市民の皆さんから提
供いただいた古着物を解い
て作りました。ぜひご覧く
ださい。
と き
2月13日(日)～3月5日(土)
午前10時～午後6時
※月曜･2月24日(木)は休館、
3月5日は午後4時まで。
ところ
観光交流センター秀緑
坂東郷土館ミューズ
後 援
坂東市・坂東市観光協会
問合せ
坂東ひな飾りプロジェクト
田村 5090-4733-3439
霜田 5090-8878-6414
●

●

■令和3年度講座生
〈エコクラフト･手編み･
パッチワークキルト〉
丹精込めて作られた作品の
数々を展示します。ぜひご覧
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。

