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と き 5月29日(日) 午前8時～10時

※雨天延期の場合は当日午前7時までに態度を決定し、6月5日(日)に実施します。

内 容 道路沿線上等の美化作業

注意事項 開始時間を変更する場合は、午前11時まで

に終了するよう、調整をお願いします。

問合せ 生活環境課 50297-21-2189

作業時のお願い

・マスクや手袋の着用

・密集回避

・大声を出さない 等

感染防止対策を徹底のうえ、

美化作業をお願いします。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

⾼校⽣･⼤学⽣などの皆さんへ
追加接種(3回⽬接種)のご検討をお願いします

オミクロン株は、従来株より重症化率は低いものの、感染力
が強いため、感染拡大による重症例の増加が懸念されています。
若い方であっても、新型コロナに感染した後、重症化するこ

とや、⻑引く症状(いわゆる後遺症)が⽣じることがあります。

自分だけでなく､周りの方を守るためにも､接種をご検討ください。

■3回⽬接種の対象者
2回目のワクチン接種の完了から6か月経過した12歳以上の方

■3回⽬接種の使⽤ワクチン
12～17歳の方 ファイザー社ワクチン

ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン
18歳以上の方 ※1･2回目に武田/モデルナ社ワクチンを受けた方も、

ファイザー社ワクチンを受けられます。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

市ホームページ
ワクチン接種
に関すること
はこちらから

厚生労働省
「新型コロナ
ワクチンQ&A」
はこちらから

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。

ご不明な点が
ありましたら、

市や厚生労働省の
ホームページを

ご覧いただくか、
お問い合わせ
ください。
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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）

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

猿島保健センター 6月16日(木)･17日(金)

6月22日(水)･23日(木)･ 5月17日(火)～
5月11日(水) 午前9時～

岩井保健センター
24日(金)

16日(月) 午後4時
6月27日(月)･28日(火)･

5月23日(月)～
29日(水)･30日(木)

対 象 者 20歳以上の方

当日受付時間 午前9時30分～11時30分、午後1時30分～3時
※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。

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 ⑥風しん

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

便利です！ウェブ予約
パソコンや携帯電話からも、
健診の予約ができます。
▼登録はこちらから
https://kenko-link.org/
けんこうリンク 予約 検索

新型コロナウイルスワクチン接種
⼩児接種も⾏っています
■ワクチン接種は強制ではありません

ワクチンは誰かに強制されて接種するものではあり

ません。保護者をはじめ、周りの大人がしっかりと、

新型コロナワクチン接種によるメリット(発症予防の効
果等)とデメリット(副反応のリスク等)の両⽅を理解す
ることが⼤切です。お子様本人も含めて、ご家族でよ

く話し合ったうえで判断してください。

※5～11歳への新型コロナワクチン接種は、予防接種法上「接種

を受けるよう努めなければならない」という努力義務の適用を

受けていません。

新型コロナワクチンの有効期限が延⻑されました
ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンは、薬事上の手続きを経て、有効期

限が延長されています。そのため、市において、接種済証に貼られたワクチンシー

ルの「最終有効年⽉⽇」を⾚字修正している場合がありますが、接種して
差し⽀えない期限となっていますので、ご安⼼ください。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。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

STOP！
ワクチン･ハラスメント

ワクチン接種をしないと判断し
た⽅や、体質や持病などでワク
チン接種を受けることができな
い⽅もいます。接種の強制・差
別的な⾔動・⾏動をすることは
絶対に許されません。社会全体
でワクチン接種について理解を
深めましょう。

５月５日(木･祝)～１１日(水)は児童福祉週間 次代を担う子どもたちのため、子どもを

取り巻くさまざまな問題に積極的に関心を向け、地域のみんなで子育てを支援しましょう。

市ホームページは
こちらから

（5〜11歳のお⼦様対象）



坂東市出身の株式会社

コーセー創業者小林孝三郎

氏寄贈の基金による「坂東

市小林孝三郎奨学金」の奨

学生を募集します。給付型

のため返済は不要です。詳

細については、お問い合わ

せください。

出願資格

①令和4年4月1日の1年以上前

から引き続き坂東市に住ん

でいる方の子または兄弟姉

妹であること

②人物、学業とも優秀である

こと

③健康診断の結果、身体が健

康であること

④学費の支払いが困難である

こと

⑤令和4年度に高校または大

学に在学していること

※諸条件が同一の場合、市内

の高校に在学している方を

優先します。

募集人数 高校生 1人

大学生 1人

給付月額 高校生 7,000円

大学生 35,000円

給付期間

令和4年4月から在学する学

校の正規の期間

出願方法

必要書類を持参または郵送

で提出してください。

※出願用紙は学校教育課にあ

ります。市ホームページか

らもダウンロードできま

す。

出願期間

5月9日(月)～7月1日(金)

※消印有効

出願先・問合せ

学校教育課

50297-21-2202

市では、市内の施工業者

を利用し住宅のリフォーム

を行う方に、工事費用を最

大10万円助成します。

過去に申請された方でも

累計助成額が10万円に達し

ていない方は、限度額の範

囲内で助成を受けることが

できます。リフォームを予

定している方は、申請をお

願いします。

申込できる方

次の①～⑤すべてに当ては

まる方

①市内に継続して3年以上住

んでいる方

②対象となる住宅を所有して

いる方

③市税等を滞納していない方

④対象工事について市から同

様の助成を受けていない方

⑤市内の施工業者に工事を依

頼している方

対象工事

次の①～③すべてに当ては

まる工事

①新築後1年以上経過してい

る個人住宅(店舗･車庫等を

除く)の改築･修繕工事

②令和4年4月1日以降に着手

し令和4年11月30日(水)ま

でに支払いが完了する工事

③工事金額が10万円以上(消

費税を除く)の工事

※自然災害による修繕工事や

違法建築は対象外です。

助成額

工事金額の10分の1以内で

10万円まで(1,000円未満切り

捨て)

申請期限 11月30日(水)

注意事項
● 申込額が予算の範囲を超え

た場合は、助成を終了する

場合があります。
● 制度を利用される方は、必

ず工事着工前に申請書類を

ご提出ください。
● 申請書の様式が新しくなり

ましたので、過去に申請さ

れた方は、新様式での申請

をお願いします。

申込・問合せ

商工観光課

50297-20-8666

坂東市農業委員会では、

農業委員と推進委員による

農地パトロール（農地利用

状況調査）を行います。

調査のため、農地に立ち

入ることがあります。あら

かじめご了承ください。

実施期間

5月23日(月)～6月1日(水)

実施場所 市内全域

問合せ 農業委員会事務局

50297-21-2206
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５月８日(日)～１４日(土)は看護週間・１２日(木)は看護の日 医療従事者の皆さんへの感謝の

気持ちを持って、看護の心、ケアの心、助け合いの心を一人ひとりが分かち合い、育みましょう。
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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）

令和４年度 各種相談業務案内(１)

担当課など
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

〔問合せ〕

毎月第１月曜日
市役所２階

10:00～15:00
市民相談室 市民協働課

無料 法律相談に ※祝日の時は翌日 弁護士
50297-21-2183

法律相談 関すること 奇数月第３火曜日
猿島公民館

市民相談員
※事前予約が必要

10:00～15:00
会議室

※祝日の時は翌日

日常生活の

毎週月･火･水･金曜日
市民協働課

一般

困りごと

(法律相談日を除く) 市役所２階
市民相談員 50297-21-2183

市民相談 9:00～12:00 市民相談室
※電話相談も可能

13:00～16:00

偶数月第２木曜日 市役所２階

行政に関する 13:00～15:00 市民相談室 行政相談 市民協働課
行政相談

相談 奇数月第２木曜日 猿島公民館 委員 50297-21-2183

13:00～15:00 会議室

結婚に関する 市役所２階
結婚相談員 市民協働課

結婚相談
相談 結婚相談室

結婚相談 50297-21-2183

推進員 ※事前予約が必要

毎月第２火曜日
市民協働課

女性が抱える 10:00～12:00 市役所１階
女性相談員 50297-21-2183女性相談

悩みの相談 毎月第４火曜日 会議室
※事前予約が必要

13:00～15:00

消費生活に
毎週月～金曜日

市役所２階 消費生活
市消費生活センター

消費生活

関する相談
9:00～12:00

消費生活相談室 相談員
50297-36-2035

相談
13:00～16:00 ※電話相談も可能

毎月第３木曜日 関東信越税理士会

税金に関する 13:30～16:30 市役所２階
税理士

古河支部
税務相談

相談 (令和5年2月･3月を 市民相談室 50297-44-7650

除く) ※事前予約が必要

就職支援

いばらき就職支援

就職･ 求職者の
毎月第３金曜日

中心市街地活性化

センター職員

センター

求人相談 就職相談
10:00～12:00

センター 50296-23-3811
13:00～15:00

※事前予約も可能

毎月第１金曜日 ①市役所１階会議室

人権に関する 13:30～15:30 ②猿島福祉センター 人権擁護 社会福祉課
人権相談

相談 (6月･12月は特設相談 研修室 委員 50297-21-2190

のため要問合せ）（交互に開催）

各種相談業務案内（１）（２）の相談業務は、祝日・日程上の都合や新型コロナウイルス感染症の
影響などにより、相談日時が変更となる場合があります。事前に確認をお願いします。

◎各種相談業務案内（１）の相談日は、広報坂東「暮らしの情報」に毎月掲載しています。

毎週月・水曜日
毎月第３日曜日
(翌日の月曜日は除く)

9:00～15:00
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令和４年度 各種相談業務案内(２)

担当課など
相談名 相談内容 日 時 場 所 相談員

〔問合せ〕

児童の養育
毎週月～金曜日 市役所１階 こども課

児童相談 に関する
9:00～16:00 こども課

家庭相談員
50297-21-2191

悩み事

子どもの
毎週月～金曜日

こども発達センター こども発達センター
子どもの

発達･発育に
10:00～16:00

つくし(乳幼児期対象) 発達指導員 つくし50280-88-0100
発達相談

関する相談 にじ(就学期対象) にじ 50297-30-3639

毎週月～金曜日
介護･健康･

8:30～17:15
保健師

高齢者
認知症等に

※緊急時の電話相談

各地域包括支援
社会福祉士

相談
関する相談

は24時間対応

センター
ケアマネジャー

毎月１回（木曜日） 健康づくり推進課
こころの こころの病で

14:00～16:00 精神科医師 50297-35-3121
健康相談 お困りのとき

(実施日は要問合せ)

岩井保健センター

※事前予約が必要

児童･生徒の
毎週月～金曜日

市役所２階
指導課こころの

教育等に
9:00～16:00

こころの電話相談室 教育相談員
50297-21-2205電話相談

関する相談 「50297-35-7777」

法的トラブル
毎週月～土曜日

専門の
法テラス・

法テラス
での困りごと

9:00～21:00 法テラス
オペレーター

サポートダイヤル

(土曜日は17:00まで) 50570-078374

交通事故に 毎週月･火･水･金曜日 専門の 県西地方交通事故

関する相談
県西県民センター

相談員 相談所
交通事故 県西地方交通事故

50296-24-9112
相談 弁護士への 毎月第４水曜日 相談所

弁護士 ※弁護士への相談は
交通事故相談 13:00～16:00 〈筑西市二木成615〉

事前予約が必要

お子さんが子ども

急な病気で
毎日（年中無休） ｢＃8000｣または 専門の 茨城県医療政策課

救急電話

心配なとき
24時間対応 「5050-5445-2856」オペレーター 5029-301-3186

相談

大人の方がおとな

急な病気で
毎日（年中無休） ｢＃7119｣または 専門の 茨城県医療政策課

救急電話

心配なとき
24時間対応 「5050-5445-2856」オペレーター 5029-301-3186

相談

事業資金融資
毎週第１木曜日 日本政策金融 坂東市商工会

金融相談
に関する相談

13:00～15:00 坂東市商工会 公庫職員 50297-35-3317

(5月･11月のみ第2木曜日) 商工会職員 ※事前予約が必要

一人で悩まずお気軽にご相談ください
各種相談業務は、市ホームページ
でもご案内しています。
｢相談窓口｣ページはこちらからÌ

9:00～12:00
13:00～16:45

北部地域包括支援センター
50280-82-1284

南部地域包括支援センター
50297-38-2161

中央地域包括支援センター
50297-35-2121



システム点検作業のため、

マイナンバーカードを利用

した各種証明書のコンビニ

交付サービスを一時停止し

ます。ご理解とご協力をお

願いします。

停止期間 5月24日(火) 終日

運用再開 5月25日(水)

午前6時30分～

問合せ 市民課

50297-21-2186

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 5月18日(水)

午前11時

問合せ 交通防災課

50297-21-2180

自動車税(種別割)は、毎年

4月1日現在の所有者の方等に

課税されます。納税通知書が

届きましたら、5月31日(火)

までに納付をお願いします。

金融機関･郵便局･コンビニの

ほか、(株)エフレジのサイト

から決済代行サービスによる

クレジットカード納付(5月31

日まで)もできます。

なお、心身に障がいのある

方で、一定の要件を満たす場

合には、申請により自動車税

(種別割)が減免されます。受

付期間は5月31日(火)までで

す。詳細についてはお問い合

わせください。

問合せ 筑西県税事務所

収税第一課

50296-24-9190

と き

5月12日(木)･24日(火)、

6月 9日(木)･22日(水)
● 午前10時～正午
● 午後2時～4時

ところ 古河税務署

定 員 各回30人(先着順)

事前予約制です。

申込・問合せ

古河税務署

50280-32-4161

※自動音声案内｢2｣を選択

■精神保健相談

心の病、うつ、自殺念慮、

アルコール問題や思春期な

どの精神保健相談に、精神

科医師が応じます。事前予

約制です。

と き ①5月18日(水)

午後2時～

②6月3日(金)

午後1時30分～

■ひきこもり専門相談

ひきこもりでお悩みの方

やご家族の相談に、精神科

医師が応じます。事前予約

制です。

と き

5月25日(水)

午後1時30分～2時30分

■ひきこもり家族教室

ひきこもりでお悩みのご

家族を対象に、フリートー

クや勉強会を行います。初

めての方は、事前にご連絡

をお願いします。

と き 5月20日(金)

午後2時30分～4時

【 共 通 事 項 】

費 用 無料

ところ・申込・問合せ

古河保健所

〈古河市北町6-22〉

50280-32-3068
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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）

ご相談ください

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までお願いします。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180

情報メール
Jアラートや市からの情報を

配信！登録はこちらからÌ

問合せ 秘書広報課 50297-20-8265
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

6月 8日(水)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
6月11日(土)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各12人 各回

6月15日(水)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

6月18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 5月16日(月) 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

猿島コミュニティセンター 講座生募集

猿島コミュニティセンターでは、プール・研修室講座を開催しています。

各回毎に受け付けしていますので、お気軽にお申し込みください。

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。

講座名 開催日 時 間 定員 対象者 費用(回)

FIRST TIME 5月10日･17日･24日･31日､
午後7時～8時

ヨガ 6月7日･14日･21日の各火曜日

免疫アクア 5月11日･18日･25日､ 午後1時30分～

フィットネス 6月1日･8日･15日･22日の各水曜日 2時30分

アクア 午前9時30分～
20人

フィットネス 5月12日･19日･26日､ 10時20分

腰痛改善 6月2日･9日･16日･23日の各木曜日 午前10時30分～
16歳以上

500円
体操教室 11時20分

アクアビクス
午前9時30分～

5月13日･20日･27日、 10時20分

アクアリラクゼーション 6月3日･10日･17日･24日の各金曜日 午前10時30分～
14人

＆ストレッチ 11時20分

ジュニア 5月13日･20日･27日、 午後6時15分～
20人

小･中学生の方

ヒップホップ 6月3日･10日･17日の各金曜日 7時15分 (保護者同伴)

クライミング 5月7日･14日･21日･28日､
午後3時～4時 10人

小学生の方 300円
レッスン 6月4日･11日･18日･25日の各土曜日 (保護者同伴) (施設利用料)

申込方法 開催日当日、猿島コミュニティセンター窓口でご本人がお申し込みください

(小･中学生は本人以外も可)。申込みは先着順で、30分前から受付可能です。

ところ･申込･問合せ 猿島コミュニティセンター〈境町長井戸1732〉 50280-87-7223

夏季の省エネルギー対策実施中！ 市では、5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）
による省エネルギー運動を推進しています。皆さんのご理解･ご協力をお願いします。
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基礎から菊

作りを学ぶこ

とができる講

習会です。熟

練者が苗作りから丁寧に指

導します。お気軽にお申し

込みください。

と き 5月14日(土)

午前10時～正午

ところ 岩井公民館

2階 研修室

参加費 無料

持ち物 筆記用具

申込方法

お電話でお申し込みくだ

さい。

申込期限 5月12日(木)

申込・問合せ

商工観光課

50297-20-8666

若手ピアニスト2人によ

るピアノ2台を使ったコン

サートを開催します。絶妙

なコンビネーションで奏で

るクラシカル・エンターテ

インメントをぜひお楽しみ

ください。

と き 6月19日(日)

開場：午後1時30分

開演：午後2時

料 金 前売 2,500円

当日 3,000円

申込方法

市民音楽ホールまたは坂東

郷土館ミューズでお申し込み

ください。さらに、LINE電子

チケットによる申込みも始ま

りました。利用には、「坂東

市民音楽ホール」LINEの友だ

ち追加が必要です。

ところ・問合せ

市民音楽ホール

50297-36-1100

令和4年5月6日発行 ■坂東市秘書広報課■

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。

茨城県警察では、茨城県内で増加中の横断歩

行中の事故を防ぐため、「その手で合図！止まっ

てくれてありがとう大作戦」を実施中です。

運転者も歩行者も、ご協力をお願いします。

①道路を横断する時は手をあげるなどの合図をし、

横断することをドライバーに知らせましょう。

②道路を横断する時は横断歩道を利用し、

夕方や夜間は反射材を着用しましょう。

③横断歩道を渡っている・渡ろうとしている

歩行者がいる時は、必ず停止しましょう。

問合せ 境警察署 50280-86-0110

講座やイベント
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