新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
追加接種
(3回⽬接種)

2回⽬接種から6か⽉経過した⾼齢者の坂東市の

接種率が98%で県内第１位になりました(3⽉14⽇現在)

皆さんのご理解とご協力､誠にありがとうございます。追加接種が進んでいますので､自分の
ため､みんなのため､できるだけ早めの接種をご検討ください。追加接種の情報は､次のとおりです。

接種可能⽇

接種券のお届け

申請が必要です

接種当⽇のお願い

2回目接種から
6か月経過した日
以降です。

｢令和3年12月1日｣に
2回目接種をした
12歳以上の方まで

｢2回目接種後に
坂東市へ転入
してきた方｣ は

お届けしています。

申請をお願いします｡

密を避けるため、
時間厳守で会場に
お越しください。

12〜17歳の⽅も3回⽬接種を受けられるようになりました
使用ワクチンはファイザー社製です。12～17歳の
方のうち、基礎疾患がある方などの「重症化リス
クが高い方」は特に接種をおすすめしています。
※16歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

接種の効果
重症化や発症の
予防効果が高まる
と報告されています｡

⼩児接種も⾏っています（5〜11歳のお⼦様へのワクチン接種）
対象となるお子様に
接種券(予診票)を発
送していますので、
届きましたら
ご確認をお願
いします。 詳細はこちらから

接種当⽇は 「⺟⼦健康⼿帳」 もお持ちください
子どものワクチン接種では、接種履歴を母子健康手帳で管理
しています。母子健康手帳も忘れずにお持ちください。
その他の持ち物

●

●

坂東市から届いた封筒の中身一式
本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証など）

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

引き続き「基本的な感染症対策」の徹底をお願いします 入学式や歓送迎会などでは特に、
マスクの正しい着用、手洗い・消毒の徹底をし、感染拡大防止へのご協力をお願いします。
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お知らせ版 令和4年4月7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）

新型コロナワクチン接種

よくある質問

新型コロナウイルスに感染したこ
とのある人は、新型コロナウイル
スワクチンを接種することはできますか。
初回（1回目・2回目）接種、追加
接種にかかわらず接種できます。
感染後、体調が回復して接種を希望する
場合は、その治療内容や感染からの期間
にかかわらず、ワクチン接種が可能です。
※治療内容によっては、接種の間隔を一定の期間おく
必要が生じる場合があります。いつから接種できる
か等、不明な点は主治医への確認をお願いします。
◆⼀度感染しても…
再度感染する可能性があります。
新型コロナウイルスに対する血中の抗体価
は、自然に感染するより、ワクチン接種
をする方が高くなります。
●

●

問合せ 新型コロナワクチン対策室
50297-21-7111
※回答は、厚生労働省資料を基に作成しました。

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、災害備蓄
用等の生理用ナプキンを無料
で配布しています。4月19日
(火)からは、1人につき1パッ
クの配布が開始となります。
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
らせ版等の記事を提示する」
等でお伝えください。無くな
り次第配布終了となります。
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

2

ウクライナ⼈道危機救援⾦
募⾦にご協⼒をお願いします

日本赤十字社坂東市地区では、日本赤
十字社を通じて、戦闘が激化しているウ
クライナ国内および周辺国への救援活動
を支援するため、「ウクライナ人道危機
救援金」の募金箱を設置しています。皆
さんの温かいご支援をお願いします。
募金箱の設置場所
● 坂東市役所1階
総合案内
● さしま窓口センター
受付期間 3月15日(火)～5月27日(金)
午前8時30分～午後5時
募金箱のほか、日本赤十字社本社の口座に
救援金を振り込むこともできます（5月31日
(火)まで）。詳細については、日本
赤十字社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 社会福祉課 50297-21-2190

本所 窓口(夢積館)
③猿島図書館 カウンター
配布時間
午前10時～午後5時
※①②は土曜･日曜･祝日を、
③は休館日を除きます。
問合せ 市民協働課
50297-21-2183

野菜(果菜類)の苗を販売します
坂東清風高校の農場で育
てた野菜・果菜類の苗を販
売します。数に限りがあり
ますので、売り切れの際は
ご了承ください。

と

き
4月14日(木)･21日(木)･
28日(木)
午前7時30分～10時
ところ 坂東清風高等学校
農場「野菜温室」
〈逆井2833-115〉
販売品目
ナス､トマト､はぐら瓜、
南瓜、ズッキーニ､トウガ
ラシ､ピーマン､パプリカ等
持ち物
お持ち帰り用の箱・かご
問合せ
坂東清風高等学校
50297-35-1667
〈土曜･日曜･祝日を除く
午前9時～午後3時〉

新型コロナワクチン接種証明書のご案内 マイナンバーカードをお持ちの方は、
電子版の接種証明書を発行することができます。紙版の証明書は、申請が必要です。

★右ページへ
続く

お知らせ版 令和4年4月7日号

対 象 者

補助金額
検査項目
受診期限

国民健康保険の方
後期高齢者医療制度の方
次の①②のいずれにも該当する方 次の①②のいずれにも該当する方
①令和4年度中に40歳になる方から ①受診日時点で坂東市の後期高齢
受診日時点で74歳の方まで
者医療制度の資格を有する方
②国民健康保険税に未納がない世帯 ②後期高齢者医療保険料に未納が
の方
ない方
人間ドック 20,000円
人間ドック 15,000円
併診ドック 30,000円
併診ドック 20,000円
身体計測、尿検査、血液検査、循環器検査、糖代謝検査、呼吸器系検査、
消化器系検査、聴力検査、眼科検査、脳の検査（併診ドックのみ）
令和5年2月28日(火)
●

注意事項

●
●
●

人間ドックの検査項目には「特定健康診査」の項目も含まれているため、国民健康
保険の特定健康診査(市の健診等)と重複して受診することはできません。
併診ドックの補助は、2年に1回です。
年に⼀度は
健診機関によって、自己負担額が異なります。
健診を！
受診後の補助申請はできませんので、ご注意ください。

■受診までの流れ
①予約

②補助申請

③提出･⽀払い

希望する健診機関(下表)に
直接予約をしてください。
その際、必ず「坂東市国
民健康保険または後期高
齢者医療制度の補助を利
用します」と伝えてくだ
さい。

｢被保険者証｣を
お持ちのうえ、
保険年金課また
はさしま窓口セ
ンターへお越し
ください。

市が交付する｢決定通知
書｣と｢被保険者証｣を当
日健診機関に提出してく
ださい。健診機関の窓口
で、健診料金から補助金
額を引いた額をお支払い
ください。

健 診 機 関 名
電 話 番 号
ホスピタル坂東
0297-44-2000
木根淵外科胃腸科病院※ 0297-35-3131
茨城西南医療センター病院 0280-87-6635
総合守谷第一病院
0297-45-9912
守谷慶友病院
0297-45-3311
きぬ医師会病院
0297-23-1771
取手医師会病院
0297-71-9500
JAとりで総合医療センター 0297-74-0622
筑波大学附属病院
029-853-4205
※木根淵外科胃腸科病院は人間ドックのみ

問合せ

★左ページから
続く

健 診 機 関 名
土浦協同病院
つくば総合健診センター
筑波学園病院
つくばトータルヘルスプラザ
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター
古河赤十字病院
友愛記念病院
小張総合病院
キッコーマン総合病院

保険年金課

電 話 番 号
029-830-3711
029-856-3500
029-836-1983
029-864-3588
029-887-4563
0280-23-7070
0280-97-3400
04-7124-7427
04-7123-5937

50297-21-2187

詳細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。
《申請・問合せ》新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111
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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）

生後90日を過ぎた犬には、飼い犬の登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（毎年1回）が
法律で義務づけられています。犬を飼っている方は、集合注射または動物病院で、必ず
狂犬病予防注射を受けさせましょう。令和4年度の集合注射と登録は、次のとおりです。
狂⽝病予防集合注射 当⽇の持ち物

狂⽝病とは？

通知はがき
料金（1頭につき）
坂東市に登録している場合
3,350円
新規登録の場合（注射料金＋登録料金） 5,350円
※おつりのないようにお願いします。
●
●

注射後のお願い

注射で狂⽝病を
防ぎましょう

犬から人に感染し、
発症すると死亡率がほ
ぼ100％の病気です。
世界で毎年5万人以上
が死亡しています。

狂⽝病予防集合注射⽇程表(⾬天決⾏)

注射を受けると「注射済票」が交付されるので、 期 日
時 間
場 所
鑑札とともに犬の首輪につけてください。
4月10日
9:00～12:00 岩井公民館駐車場
(日)

感染症対策にご協⼒ください
●

●

●

●

●

発熱やせきなどの症状がある方は、ご来場を自粛ください。
密集を避けるため、犬を制御できる方を含めて最小人数でお
越しください。既往症があったり、犬の制御が難しい場合は、
動物病院での接種をお願いします。
開始直後は特に混雑します。混雑を避けてお越しください。
場内誘導とソーシャルディスタンスの確保にご協力ください｡
来場時は必ずマスクを着用し、帰宅後は手洗い・うがいをし
ましょう。

※初めて登録を受ける⽝がいる場合、下の申請書に必要事項
を記⼊のうえ、各会場にお持ちください。
（コピー可）

令和4年度⽝の登録・予防注射済票交付申請書
飼い主

坂東市長

様

令和４年

氏名

電話

犬の所在地

種類

月

日

坂東市
生年月日

毛色

飼 い

年

月

日生

性別

体格

おす・めす・去勢・避妊

犬

犬の名

登録

令和
※第

大

・

中

・

小

特徴

予防注射

年

月

日
号

令和
※第

年

月

日
号

10:00～10:45
11:00～11:45
4月12日
13:00～13:45
(火)
14:00～14:45
15:00～15:45
10:00～10:45
11:00～11:30
4月14日
13:00～13:30
(木)
13:45～14:30
14:45～15:15
4月16日
9:00～12:00
(土)
10:00～10:45
11:00～11:45
4月18日
13:00～13:30
(月)
13:45～14:15
14:30～15:00
9:30～10:30
10:45～11:30
4月20日
13:00～13:30
(水)
13:45～14:15
14:30～15:15
10:00～10:45
11:00～11:30
4月22日
13:00～13:30
(金)
13:45～14:15
14:30～15:00
4月24日
9:00～12:00
(日)

上新田コミュニティセンター
逆井地区農村いこいの広場
山西農村集落センター
菅谷北公民館
生子菅地区農業構造改善センター
西村公民館
塚越農村集落センター
半谷公民館
岩井農協岩井北支店(旧七重支店）
みむら公民館
さしま窓口センター北側
（旧正面玄関）
長須四部公民館
長須一部公民館
弓田第二区公民館
馬立コミュニティセンターふれあい館
上岩井公民館
岩井農協岩井南支店(旧七郷支店)
中里公民館
グリーンランド公民館
小山下農村集落センター
長谷五区公民館
辺田香取神社(辺田第二公民館)
上神ふれあいセンター
上大口公民館
飯島コミュニティセンターいなほの里
幸田新田公民館
岩井公民館駐車場

(注)※印欄は、記入しないでください。

問合せ

4

生活環境課

50297-21-2189

4月は20歳未満飲酒防止強調月間 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き ★右ページへ
続く
下げられましたが、飲酒は変わらず、20歳未満の方は法律で禁止されています。

お知らせ版 令和4年4月7日号

4月1日から、特定非営利活
動促進法（NPO法）に基づく
事務の権限が、茨城県から坂
東市に移譲されました。坂東
市のみに事務所を置く特定非
営利活動法人（NPO法人）は、
窓口が坂東市（市民協働課）
に変更となります。
なお、事務所を2つ以上持
ち、坂東市以外にも事務所を
持つ団体は、これまでどおり
茨城県が窓口となります。
■市が窓口となる業務
法人設立の認証
定款変更等の認証
事業報告書等の受理
役員変更等届出の受理
問合せ 市民協働課
50297-21-2183
●

●

●

●

｢(仮称)坂東パーキングエ
リア周辺地区｣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、都市計画
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。
縦覧期間
4月14日(木)～28日(木)
意見書の提出期間
5月2日(月)～12日(木)
★左ページから
続く

縦覧場所
市役所2階 都市整備課
問合せ 都市整備課
50297-21-2197

貸付期間
令和4年1月30日～
令和34年1月29日(30年間)
契約者
株式会社クスリのアオキ
工事期間
令和4年4月～11月(予定)
管財課
問合せ
50297-21-2179
企画課
50297-21-2181
●

都市計画法の一部改正に
ともない、4月1日から区域
指定エリア内の災害ハザー
ドエリアにおいて、開発許
可の取扱いが変更となりま
した。対象区域で新たに建
築を予定する場合は、事前
にお問い合わせください。
対象区域
区域指定エリア内で3ｍ
以上の浸水想定区域
許可条件
建築の際に､安 全上およ
び避難上の措置が追加とな
りました。
問合せ 都市整備課
50297-21-2197

●

2つの案件についてパブリ
ック･コメント手続きによる
意見募集を実施した結果、ご
意見の提出がありました。寄
せられたご意見と最終案を、
次のとおり公表します。
案件名
①坂東市総合計画（ばんどう
未来ビジョン）第2期戦略
プラン(案)
②坂東市地域防災計画(改正案)
公表期間
4月7日(木)～7月6日(水)
公表場所
市ホームページ
市役所1階行政情報コーナー
さしま窓口センター
岩井公民館
猿島公民館
神大実分館
岩井図書館
猿島図書館
案件担当課
案件担当課・問合せ
案件①…企画課
50297-21-2181
案件②…交通防災課
50297-21-2180
●

市では、地域の生活利便
性の向上や定住人口等の増
加を目的に、令和3年6月に
公募型プロポーザル方式で
市有地活用事業者を募集
し、審査の結果、次のとお
り契約を締結しました。
対象市有財産
坂東市岩井3278番1外12筆
（旧市民駐車場）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

20歳未満の飲酒は、脳機能の低下などのリスクが高まります。周囲の大人も、飲酒の
害から未成年を守りましょう。《問合せ》健康づくり推進課 50297-35-3121
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県では、「まん延防止等重
点措置の適用にともなう営業
時間短縮要請」にご協力いた
だいた事業者に、協力金を支
給します。詳細についてはお
問い合わせいただくか、ホー
ムページをご覧ください。
対 象
県の要件を満たす飲食店等
要請期間
1月27日(木)～3月21日(月･祝)
要請内容
要請期間の当初に①②のい
ずれかを店舗ごとに選択
①午後8時以降午前5時までの
営業自粛・酒類提供の終日
停止（持ち込み含む）また
は休業
②午後9時以降午前5時までの
営業自粛（酒提供可）

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）

申請方法
電子申請または郵送で申
請をお願いします。
申請期限 4月30日(土)
問合せ
茨城県営業時間短縮要請
及び協力金問い合わせ窓口
5029-301-5393
〈土曜･日曜･祝日を除く
午前9時～午後5時〉

県ホームページ

電子申請

日常生活の中で気づいた
「利根川」「鬼怒川」に関
する情報を河川管理者にお
知らせいただく、河川愛護
モニターを募集します。
モニター期間
令和4年7月1日～

令和6年6月30日(2年間)
応募資格
利根川、鬼怒川付近にお
住まいの20歳以上の方
手 当 支給予定
申込方法
応募用紙に必要事項を記
入のうえ、持参･郵送･FAX
のいずれかで提出くださ
い。応募用紙は利根川上流
河川事務所目吹出張所にあ
ります。河川事務所ホーム
ページからもダウンロード
できます。
応募期限 5月9日(月)
申 込
国土交通省 利 根川上流
河川事務所 目吹出張所
〈千葉県野田市目吹1482〉
504-7122-3014
問合せ
国土交通省 利根川上流
河川事務所 占用調整課
50480-52-3960

「スポーツクラブさしま」は、地域住民が自主的に運営している、坂東市
スポーツ協会加盟の総合型地域スポーツクラブです。さまざまなスポーツ
活動や地域活動を通じて、「元気な地域の創造」を理念としています。令和
4年度の会員を募集していますので、お気軽にお問い合わせください。
会員区分

内 容
ビーチボールバレー・バドミントン・卓球・フラメンコダンス・
一般会員
健康マージャン・元気アップ・ヨガ・着物リメイク教室
ジュニア会員 ヒップホップダンス・フットサル・スキー・ビーチボールバレー・
(中学生以下の方) バドミントン・卓球
登録会員
ウォーキング・ハイキング・サイクリング

年会費
3,000円
1,500円
1,500円

申込･問合せ スポーツクラブさしま事務局 5090-8452-7771 sashima5681@docomo.ne.jp
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4月6日(水)～15日(金) 春の全国交通安全運動 一人ひとりがルールを守り、
交通事故を防ぎましょう。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180

お知らせ版 令和4年4月7日号

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 4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
(駐車場)
問合せ 健康づくり推進課
50297-35-3121
●

●

とき・ところ
①4月24日(日)
猿島公民館 会議室2･3
②7月31日(日)
岩井公民館 会議室1
③10月23日(日)
猿島公民館 会議室2･3
④令和5年1月29日(日)
岩井公民館 会議室1
◎各日とも午後1時～4時
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

ご相談ください

有効な契約ができることか
ら、被害にあうリスクが高ま
ることも予想されます。
内閣府男女共同参画局ホー
ムページでは、被害にあわな
いための対策や、性犯罪・性
暴力被害に関する相談窓口等
を紹介しています。トラブル
でお困りの場合は一人で悩ま
ず、ご相談ください。プライ
バシーに配慮し、秘密は厳守
します。
■内閣府
｢性犯罪･性暴力被害者の
ためのワンストップ支援セ
ンター｣ 5＃8891
性暴力に関するSNS相談
「Cure time」
https://curetime.jp
■警察相談専用電話
犯罪被害の未然防止に関
する相談 5#9110
性犯罪被害等の相談
5#8103
茨城県女性専用相談電話
5029-301-8107
問合せ 市民協働課
50297-21-2183
●

●

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。

教 室 名

とんぼ玉

近年、AV 出演強要や JK
ビジネス問題、レイプドラッ
グ(性的暴行のために悪用さ
れる薬物)や SNS を利用した
性被害等、若年層を狙った性
犯罪・性暴力の問題が深刻で
す。特に、令和4年4月1日か
ら成年年齢が18歳に引き下げ
となり、18歳になると一人で

●

●

●

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
5月11日(水)
ガスバーナーでガラス
5月14日(土)
各12人
各回
午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
5月18日(水)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
5月21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 4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

防災ラジオで災害に備えましょう 申込みは、負担金（1台目は3,000円）をお持ちのうえ、
交通防災課またはさしま窓口センターへお越しください。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180
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令和4年4月7日発行

講座やイベント

て

し

が

は

ら

■勅使河原和風会いけ花展
テーマは｢和｣。春の息吹に
包まれ、心が和む季節に個性
豊かな作品をご覧ください。
と き
4月17日(日)～23日(土)
午前9時～午後5時
※17日は午後1時から、23日
は午後4時まで〈18日休館〉
主 催 勅使河原和風会
後 援
坂東市、坂東市教育委員会
問合せ 木村
50297-34-2763

と き
5月13日～毎週金曜日
〈全10回〉
午後7時30分～9時
ところ 岩井テニスコート
対象者
市内在住･在勤･在学のテニ

8

ス初心者で、小学4年生以上
の方
参加費
小･中学生 1,500円
高校生以上 3,000円
募集人数 20人(先着順)
申込方法
4月18日(月)～22日(金)の
午後6時30分～9時の間に、お
電話でお申し込みください。
申込・問合せ
坂東市ソフトテニス連盟
野本 5090-1467-4703

と

き

5月23日(月)
〈雨天決行〉

ところ
猿島カントリー倶楽部
対象者 市内在住の方
参加費 2,000円
※参加費とは別に､プレー費
9,000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
ャンセルの場合も、参加
費は集金します。
募集人数 180人(先着順)
申込方法
4月24日(日)午前9時から、
猿島公民館ロビーで申込書

■坂東市秘書広報課■

をご提出ください(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。
申込書は猿島公民館・総合
体育館・市内ゴルフ練習場
にあります。
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

うさぎ、金魚、朝顔、とう
がらしなどの｢吊るし飾り｣を
作りませんか。作成した吊る
し飾りは、毎年2月･3月に開
催する｢坂東ひな飾り展｣や市
内商店街などで展示します。
令和4年度は4月15日(金)から
開始しますので、お気軽にお
申し込みください。
と き
毎月第1・第3金曜日
午前9時30分～11時30分
ところ 岩井公民館
2階会議室
持ち物
裁縫道具、筆記用具
申込・問合せ
坂東ひな飾りプロジェクト
田村 5090-4733-3439

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。

