新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
「60歳以上の⽅」と「基礎疾患のある⽅や重症化リスクが⾼い⽅」を対象に

新型コロナウイルスワクチンの４回⽬接種を開始しました
市では、4回目接種の対象となる方に、接種時期にあわせて順次接種券(予診票)をお
届けします。4回目接種の目的は、重症化の予防です。接種費用は無料(全額公費)です。

■4回⽬接種の対象者
3回目接種から5か⽉以上

接種間隔

18歳〜59歳の
対象者

60歳以上

・基礎疾患のある方

の方

・重症化リスク
の⾼い方

不要

申 請

必要

■4回⽬接種のスケジュール（予定）
3回目接種を
行った時期
令和3年12月
令和4年 1月
2月
3月
4月

｢基礎疾患のある方｣等の詳細や申請方法
については、次のページをご覧ください。

接種券発送時期
60歳以上の方 18歳～59歳で基礎疾患のある方等
5月下旬
6月上旬～
7月上旬～
8月上旬～

申請日と3回目接種日を
もとに、順次発送します。

接種開始時期
5月25日(水)
6月以降
7月以降
8月以降
9月以降

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、5月25日時点のものです。

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。
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お知らせ版 令和4年6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）

新型コロナウイルスワクチン4回⽬接種 対象者
ー基礎疾患のある⽅・重症化リスクが⾼い⽅ー
次の（１）
（２）
（３）のいずれかに該当する18歳〜59歳の⽅が対象となります。かかりつけ
医等を受診した際にご相談のうえ、接種を希望する方は申請をお願いします。

（１）次の病気や状態のため、通院・⼊院している⽅
・慢性の呼吸器の病気 ・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
・ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常にともなう神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群 ・重い精神疾患※や知的障がい（療育手帳を所持している場合）
※重い精神疾患･･･精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合。

（２）BMI 30以上の肥満の⽅
＊BMIとは、体重と身長から算出される肥満度を表す指数です。BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
BMI30の目安：身長170cm(1.7m)で体重87kg、身長160cm(1.6m)で体重77kgの方等

（３）新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが⾼いと、医師に認められた⽅
（１）以外の病気や状態で医師に接種を勧められた場合等は、申請書に「医師名・医療機
関名・医療機関所在地」を記入のうえ、申請することができます。

■申請⽅法
次のいずれかの方法で、接種券の発行申請をお願いします。申請書は新型コロナワ
クチン対策室にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

【電⼦申請】
市ホームページから「いばらき
電子申請・届出サービス」の申
請画面を開き、必要事項を入力
してください。
※3回目の接種記録がわかる
書類(接種済証等)の写真
データが必要です。

市ホームページは
こちらから

【郵送申請】
｢申請書」「3回目の接種記録がわかる書類(接
種済証等)の写し」を、新型コロナワクチン
対策室に郵送してください。

【窓⼝申請】
｢申請書」「被接種者の本人確認書類」を、新
型コロナワクチン対策室にお持ちください。
※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

申請・問合せ 〒306-0692 坂東市岩井4365
坂東市役所 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111
〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉
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お詫びと訂正 広報坂東5月19日号 4ページ「19の介護保険サービス事業所と『見守り活動 ★右ページへ
続く
への協力に関する協定』を締結しました」に誤りがありました。お詫びして訂正します。

お知らせ版 令和4年6月2日号

令和5年度
に小・中学
校、中等教
育学校、特
別支援学校、高等学校で使
用する教科書の見本を展示
します。保護者の方や一般
の方など、この機会にぜひ
ご覧ください。
と き
6月10日(金)～23日(木)
午前9時～午後5時
※土曜･日曜も開催します｡
ところ 市役所2階
教科書センター
問合せ 学校教育課
50297-21-2202

自動車税（種別割）の納
税がまだお済みでない方
は、至急納めていただくよ
うお願いします。
納めていただけない場合
には、財産（預金、給与、

自動車、不動産等）の差押
など、滞納処分を行うこと
になりますので、ご注意く
ださい。
問合せ 筑西県税事務所
収税第一課
50296-24-9190
収税第二課
50296-24-9157
●

●

募集住宅
住宅名
構 造
戸 数
募集期間

藤田住宅、さしま住宅
鉄筋コンクリート造3～5階建て
2DK 6戸
3DK 13戸

6月13日(月)～24日(金)
〈土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分〉

入居可能日
月額家賃

今年度の後期高齢者医療
制度加入者を対象とした人
間ドック・併診ドックの一
部助成は、終了しました。
市では、成人の方を対象
とした集団健診（センター
健診・コミュニティ健診）
を実施しています。基本的
な検査項目は無料で受ける
ことができますので、ぜひ
ご利用ください。
なお、今年度これから人
間ドック等を受診する際
は、全額自己負担となりま
すのでご了承ください。
問合せ 保険年金課
50297-21-2187
★左ページから
続く

令和4年9月1日(木)
14,400円～49,800円
（世帯全体の収入により計算します）
敷
金 43,200円～149,400円（家賃の3か月分）
保 証 金 6,000円（駐車場使用料の3か月分）
入居申込者の資格（次の要件をすべて備えている方）
①坂東市内に住所または勤務場所がある方
②同居または同居しようとする親族がいる方
(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)
③入居または同居しようとする親族が暴力団員でないこと
④兄弟だけの申込みはできません(両親死亡等を除く）
⑤現在住宅に困っている方(持ち家のある方は不可）
⑥市税等を滞納していない方
⑦世帯の収入の合計が基準内であること
⑧自立して生活を営める方
⑨母子・父子世帯は離婚が成立していること
⑩その他、坂東市営住宅管理条例による
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類
を添えて管財課にお申し込みください。
※申込書は管財課にあります。
問合せ 管財課〈市役所3階〉50297-21-2179

訂正箇所 （誤）4 株式会社スクエア ケアガーデンすまいる 代表取締役 秋田 利勝
（正）4 株式会社スクエア ケアガーデンすまいる 代表取締役 秋田 俊勝

3

お知らせ版 令和4年6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）

をお持ちのうえ、健康づく
り推進課にお越しください。
対象者
年長のお子さんは、麻し
年長児(平成28年4月2日～
大地震の発生に備え、Jア
ん風しん混合(MR)予防接種
平成29年4月1日に生まれた
ラートを使用した試験放送・
2期 の対象です。麻しん風
方）
配信を全国一斉で行います。
しんに感染してしまうと、
接種の受け方
市では、防災ラジオと情報
合併症をおこし重症化する
事前に協力医療機関に予
メールでお伝えします。実際
恐れがあります。1期と2期、 約し、予診票と母子健康手
の災害とお間違いのないよう、 合計2回の接種をすること
帳をお持ちのうえ、医療機
ご注意ください。
で、感染予防の効果が高ま
関で接種を受けてください。
配信日時 6月15日(水)
ります。忘れずに接種をお
接種期限
午前10時
願いします。
令和5年3月31日(金)
問合せ 交通防災課
接種に必要な予診票は、
※期限後の接種は全額自己
50297-21-2180
出生届出時にお渡ししてい
負担となります。
ます。紛失した方には再交
問合せ 健康づくり推進課
情報メールの登録はこちらからÌ
問合せ 秘書広報課
付しますので､母子健康手帳
50297-35-3121
50297-20-8265

内

容

対
象
建 築 物
右のすべての
要件を満たす
市内の建築物

戸

数

補助金額
申込方法
申込期間

無料耐震診断
昭和56年の耐震基準改正前の基準
で建てられた木造住宅を対象に、
無料で耐震診断を行います。
①昭和56年5月31日以前に建築確
認を受けて建築された住宅
②階数が2階以下のもの
③延べ面積が30㎡以上のもの
④在来軸組工法･伝統的工法で建
てられたもの
⑤過去に市の無料耐震診断による
耐震診断を受けていないもの
診断戸数 3戸(先着順)

耐震改修工事費の一部補助
左記診断で耐震性が不十分と診断さ
れた建物について、木造住宅の耐震
改修工事費の一部を補助します。
①昭和56年5月31日以前に建築確
認を受けて建築された住宅
②階数が2階以下のもの
③延べ床面積が30㎡以上のもの
④在来軸組工法･伝統的工法･枠組
壁工法で建てられたもの
⑤耐震診断における上部構造評点
が1.0未満であるもの
募集戸数 1戸(先着順)
耐震改修工事費用の5分の4の金額
―
で、100万円まで
申込用紙に必要事項を記入のうえ、お持ちください。申込用紙は都市
整備課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。
6月6日(月)～9月30日(金)〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉

※詳細については、市ホームページ掲載の要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。

申込・問合せ
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Wプレミアム商品券
地域応援商品券

都市整備課

50297-21-2197

昨年に引き続き

今年も発売します！

購⼊期間： 7 ⽉ 13 ⽇(⽔)〜 9 ⽉ 30 ⽇(⾦)

★右ページへ
続く

お知らせ版 令和4年6月2日号

花づくり、花壇づくりを
通して美しい景観、良好な
環境づくりを進めている学
校や団体を表彰します。今
年度は写真のみで審査をし
ますので、素敵な花壇写真
をお待ちしています。
応募対象
①学校の部
市内の学校や幼稚園、保
育園で育成し管理している
花壇で、校庭・校舎周辺を
花で飾り、周辺環境の向上
に努めているもの
②団体・職場の部
市内の各種団体(ＰＴＡ、
母の会、子ども会を含む)、
会社等で育成し管理してい
る花壇で、一般の方が自由
に観賞できる街路・広場等
の共有空間を花で飾り、周
辺環境の向上に努めている
もの
応募方法
①参加申込み
6月6日(月)～17日(金)の
期間に、参加申込書に必要
事項を記入のうえ、持参･
メール･FAXのいずれかでお
申し込みください。参加申
込書は、生涯学習課、岩井
公民館、猿島公民館にあり
ます。市ホームページから
もダウンロードできます。
②応募用紙と写真の提出
参加申込み後、応募用紙
を送付します。6月27日(月)～
★左ページから
続く

10月21日(金)の期間に、必
要事項を記入し、写真と一
緒にご提出ください。
審査方法 写真審査
審査結果
12月上旬に代表者の方に
通知します。優秀な花壇は
次年度の「全国花のまちづ
くりコンクール｣に推薦しま
す。
応募・問合せ
生涯学習課
50297-21-2204

一般財団法人自治総合セ
ンターでは、宝くじを財源
に、コミュニティ活動に必
要な施設や設備の整備に対
して助成を行っています。
今回、令和5年度に実施･完
了する事業を募集します。
なお、助成事業実施の有
無を含め内容が変わる場合
もあります。また、申請し
た団体に必ず交付されるも
のではありません。ご了承
ください。
対象団体
コミュニティ組織(自 治
会､自主防災組織等)または
コミュニティ組織の連合体
等で､公共団体等から補助
金を受けていない団体
助成額
一般コミュニティ助成事業
100～250万円
●

自主防災組織育成助成事業
30～200万円
青少年健全育成助成事業
30～100万円
申込期間
6月2日(木)～8月31日(水)
申込・問合せ
市民協働課
50297-21-2183
●

●

「坂東市自
立・分散型
エネルギー
設備導入促進事業費補助
金」として、住宅用蓄電池
の購入・工事費の一部を補
助しています。補助件数に
限りがありますので、ご希
望の方はお早めに申請をお
願いします。
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。
対象設備
発電出力10㎾未満の太陽
光発電設備と接続する、未
使用の蓄電システム（蓄電
池）
補助金額 上限50,000円
補助件数 10件(先着順)
※1世帯あたり1基まで。
申請方法
必要書類をご提出くださ
い（郵送申請不可）。
申請・問合せ
生活環境課
市ホームページは
50297-21-2189
こちらから

6月24日（金）から購入申込はがきを順次送付します。詳細については広報坂東6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。《問合せ》商工観光課 50297-20-8666
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税務署や国税局で「税の
スペシャリスト」として勤
務する税務職員（国家公務
員）を募集します。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。
受験資格
令和4年4月1日現在、高
校を卒業した日の翌日から
3年を経過していない方お
よび令和5年3月までに高校
を卒業見込みの方
第１次試験 9月4日(日)
第２次試験
10月12日(水)～21日(金)
のいずれか指定する日時
試験の程度 高校卒業程度
申込方法
原則、インターネットか
らお申し込みください。イ
ンターネット申込みができ
ない場合は、希望する第1
次試験地を所轄する国税局
または沖縄国税事務所にお
問い合わせください。
申込期間
6月20日(月)午前9時～
29日(水)【受信有効】
問合せ 関東信越国税局
人事第二課試験係
5048-600-3290
※インターネット申込みに
関する問合せ
人事院人材局試験課
503-3581-5311
＊ホームページ
｢人事院 採用情報
NAVI ｣で検索
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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）

募集職種・人数
①消防本部
消防職 5人程度
②利根老人ホーム
支援員 1人程度
受験資格
①消防職
平成6年4月2日～平成17年4
月1日に生まれた方で、高校
卒業以上の学歴がある方（令
和5年3月卒業見込みを含む）
②支援員
昭和62年4月2日～平成17年
4月1日に生まれた方で、高校
卒業以上の学歴がある方（令
和5年3月卒業見込みを含む）
採用予定年月日
令和5年4月1日
第１次試験 9月18日(日)
申込方法
必要書類を持参または郵送
(簡易書留等)で提出してくだ
さい。
申込書等の設置場所
①消防職
坂東消防署、各消防分署、
消防本部
②支援員
茨城西南地方広域市町村圏
事務組合事務局、利根老人
ホーム、坂東市役所企画課
※各申込書は、事務組合ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。
申込期間
7月4日(月)～8月5日(金)
〈土曜･日曜･祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分〉

※郵送の場合は当日消印有効
申込・問合せ
茨城西南地方
広域市町村圏事務組合
①消防職について
消防本部 総務課
〈古河市中田1683-9〉
50280-47-0124
②支援員について
利根老人ホーム
〈境町長井戸1687〉
50280-87-2120

ご相談ください

女性の権利ホットライン
【当日相談電話番号】
5０２９－２３１－１３６１
5０２９－２３１－１３６２
女性に対する暴力や離婚に
関する諸問題、職場における
差別、同性婚など、女性の権
利一般に関する無料電話相談
です。これらの問題に詳しい
弁護士が、対処の仕方や正し
い法律知識を提供し、適切な
アドバイスを行います。お気
軽にご相談ください。
と き 6月28日(火)
午後1時～4時
相談料 無料
※通話料は利用者負担となり
ます。
問合せ 茨城県弁護士会
5029-221-3501

5月31日(火)～6月6日(月)は禁煙週間
今年のテーマは「たばこの健康影響を
知ろう！～若者への健康影響について～」です。健康寿命をのばしましょう。
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と

き

6月17日(金)
午後2時30分～4時

【 共 通 事 項 】
費 用 無料
■精神保健相談
ところ・申込・問合せ
心の病、うつ、自殺念慮、
古河保健所
アルコール問題や思春期な
〈古河市北町6-22〉
どの精神保健相談に、精神
50280-32-3068
科医師が応じます。事前予
約制です。
と き ①6月15日(水)
午後2時～
茨城県ひきこもり相談支
②7月1日(金)
援センターでは、ひきこも
午後2時～
りでお困りのご本人・ご家
■ひきこもり専門相談
族を対象に出張相談を行い
ひきこもりでお悩みの方
ます。「外出することに不
やご家族の相談に、精神科
安を感じている」「動き出
医師が応じます。事前予約
したいけど動けない」「何
制です。
をどうすればいいかわから
と き 6月24日(金)
ない」等、お一人で悩まず、
午後1時30分～2時30分
まずは相談から始めてみま
■ひきこもり家族教室
せんか。
ひきこもりでお悩みのご
相談料無料・事前予約制
家族を対象に、フリートー
です。お気軽にお申し込み
クや勉強会を行います。初
ください。
めての方は、事前にご連絡
と き 7月12日(火)
をお願いします。
午後1時～4時

教 室 名

とんぼ玉

※相談は1件あたり50分です｡
ところ
岩井福祉センター夢積館
申込期限 7月9日(土)
申込・問合せ
茨城県ひきこもり
相談支援センター
50296-48-6631
info@ibahiki.org
〈日曜･月曜を除く
午前9時～午後6時〉

対人関係や家庭に関する悩
み等、こころの問題全般の相
談に、相談員が応じます。
相談電話番号
5029-244-0556
〈月曜～金曜〉※祝日・年末年始を除く。
50120-236-556
〈土曜・日曜〉※年末年始を除く。
※土曜･日曜はフリーダイヤ
ルです。月曜～金曜の通話
料は利用者負担となります。
午前9時～正午
相談時間
午後1時～4時
●

●

●

●

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
7月 9日(土)
ガスバーナーでガラス
7月13日(水)
各12人
各回
午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
7月16日(土)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
7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 6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

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。
○最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
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講座やイベント

市では、定期的に婚活イベ
ントを開催しています。今回
のイベントは「ボールペンづ
くり」です。一緒にものづく
りをすると相手の良いところ
が見えてきます。すてきな出
会いを見つけませんか。
と き 6月26日(日)
午後1時～4時
ところ
ホテルグリーンコア坂東
観光交流センター秀緑
対象者
45歳以下の独身男女
※男性は市内在住の方または
結婚を機に坂東市に住む予
定のある方。女性は地域制
限なし。
参加費 2,000円
募集人数 男女各8人
（申込多数の場合は抽選）
申込期限 6月13日(月)
申込・問合せ
市民協働課
50297-21-2183
●

●
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▼里美美術会展
「静物を描く」をテーマ
に、身近にあるものに向き
合い、愛を込めて描きあげ
た作品を展示します。ぜひ
ご覧ください。
と き
6月5日(日)～11日(土)
午前9時～午後5時
※5日は午後1時から、11日は
午後4時まで〈6日休館〉
主 催 里美美術会
後 援
坂東市､坂東市教育委員会
問合せ 田村
5090-4597-9650

と き
6月16日･23日･30日
の各木曜日〈全3回〉
午後5時～6時
ところ
馬立コミュニティセンター
ふれあい館
対象者
市内在住・在学の小学4年

■坂東市秘書広報課■

生以下の方
参加費
3,000円（初日集金）
募集人数 10人(先着順)
持ち物
上履き、運動できる服装、
タオル、飲み物
申込方法
6月13日(月)の午後8時～9時
の間にお電話でお申し込み
ください。
申込・問合せ
坂東市テニス連盟
由岐 5080-5193-4201

令和4年度茨城県障害者
スポーツ大会「団体競技・
レクリエーション競技」の
申込み受付が始まります。
詳細については、6月13
日(月)に茨城県障害福祉課
ホームページに掲載予定で
すので、ご覧いただくか、
お問い合わせください。
申込期間
6月13日(月)～7月20日(水)
問合せ
茨城県障害者スポーツ・
文化協会
5029-301-3375

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。

