マスクは今までどおり、基本的な
感染対策として重要です。夏場は
熱中症に注意し、場面に応じたマ
スクの着用をお願いします。
問合せ 健康づくり推進課
50297-35-3121

屋

外

人との距離(2ｍ以上)が確保でき
る場合や、確保できなくても会話
をほとんどしない場合は、マスク
を着用する必要はありません。

屋

内

人との距離(2ｍ以上)が確保
できて、会話をほとんど行
わない場合は、マスクを着
用する必要はありません。

新型コロナウイルスワクチン接種 のお知らせ
⾼い重症化予防効果が得られる4回⽬接種をお願いします

60歳以上の⽅は全員が対象です
おまかせ予約のキャンセル等は必ずご連絡ください
■接種券(予診票)の発送⽇(予定)
3回目接種日から5か月後の2週間前まで
■2⽉〜3⽉に3回⽬接種を受けた⽅
｢おまかせ予約｣として、市で4回目接種
の予定日時･会場･ワクチンの種類を指定し
ています。接種券が届いたら速やかに開封
し、指定内容等の確認をお願いします。
※これまでの接種状況により､指定となっていない場合もあります。

⼤切な
お願い

｢おまかせ予約｣の内容をキャンセル・
変更する場合は、ワクチンの廃棄を
防ぐため、電話やインターネット
から必ず連絡をお願いします。

18歳〜59歳の⽅は
基礎疾患のある⽅等が接種できます
■接種の対象者
18歳～59歳で、基礎疾患のある方や重
症化リスクが高いと医師が認める方
■接種の申請をお願いします
接種券の発⾏には申請が必要です。
4回目接種を希望する方で対象となる
方は、忘れずに申請をお願いします。
■申請⽅法
「市ホームページ」「郵送」
「窓口」のいずれかからお申
し込みください。

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〉

申請はこちらから

4回目接種に
ついてはこちらから

7月18日(月)〈 海の日〉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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お知らせ版 令和4年7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）

排水設備等の劣化が進み安
■猿島福祉センター
定した運営が難しくなった
「ほほえみ」〈山2721〉
ことから、廃止となりまし
50297-44-2943
た。長い間ご利用いただき、
50280-88-1000
ありがとうございました。
■さしま健康交流センター
なお、市内には公共の入
「遊楽里」〈寺久1290〉
浴施設が次のとおりありま
50297-20-9822
すので、ぜひご利用くださ
問合せ 介護福祉課
い。
50297-21-2193

岩井福祉センター「夢積
館」の浴室については、新
型コロナウイルス感染症拡
大防止や機器の経年劣化に
より、令和2年3月から利用
を休止していましたが、給

新型コロナウイルスワクチン接種
〈坂東市に転⼊された⽅・海外で接種した⽅への接種券発⾏〉
ワクチン接種を受けるためには、住民票所在地である坂東市が発
行した接種券が必要です。市では、ワクチン接種記録システム(VRS)
の記録をもとに、接種券を発行します。「坂東市に転入された方」と
「海外で接種した方」については、次のとおり接種券を発行します。

坂東市に転⼊された⽅

Ì申請は必要ありません

VRSで前住所地での接種記録を確認し、接種券を発行します。VRSで確認できない場合
には、市から接種状況を確認するための通知を送ることがあります。通知が届いた場合
は、ご確認をお願いします。

海外で新型コロナワクチンを接種した⽅

Ì市役所で⼿続きをお願いします

海外における新型コロナワクチンの接種記録は、VRSで確認できません。海外で接種
を行った場合は、接種したことを証明できる書類をご用意のうえ、新型コロナワクチン
対策室に必ずお越しください。国内承認ワクチンの接種済回数に応じて、接種券を発行
します。
問合せ

新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

市のイベント・事業中止のお知らせ
例年実施している次のイベント・事業について、新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐため中止します。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
■中止決定イベント・事業
名

称

例年の予定時期

問合せ

坂東市岩井の夏まつり(神事を除く)

7月下旬

商工観光課

50297-20-8666

坂東市さしまの夏まつり

8月上旬

坂東市商工会 50297-35-3317

◆6,000円分の商品券を3,000円で販売！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）
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坂東市
Wプレミアム商品券

市内郵便局と観光交流センター秀緑で販売します！
購⼊期間：7⽉ 13⽇(⽔)〜9⽉ 30⽇(⾦)

問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666

お知らせ版 令和4年7月7日号

市では、事業所や各種団
体向けの「マイナンバーカー
ド出張申請受付サービス」
を実施します。
出張申請受付サービスと
は、申請いただいた会場に
市職員が訪問し、マイナン
バーカードの申請に必要な
写真撮影や申請受付を行う
ものです。カードはご自宅
に郵送します(約1か月後)。
詳細についてはお問い合わ
せいただくか、市ホームペー
ジをご覧ください。
対象団体
市に住所のある申請希望
者が10人以上いて、市内に
事業所や事務所等を置く企
業または各種団体(自治会、
各種サークル活動団体等)
申込方法
訪問希望日の10日前まで
に、申込書を提出してくだ
さい。申込書は市民課にあ
ります。市ホームページか
らもダウンロードできま
す。
出張可能日時
火曜･水曜･木曜
午前10時～午後4時30分
〈祝日と祝日前後を除く〉
※令和5年3月31日(金)まで
の期間、随時訪問します。
申込・問合せ
市民課〈マイナンバー関
連専門ダイヤル〉
50297-21-6333

｢坂東市体育施設長寿命
化計画(個別施設)(案)｣に
ついて、パブリック･コ メ
ント手続きによる意見募集
を令和4年1月28日～2月28
日の期間実施したところ、
ご意見は寄せられませんで
した。決定した内容につい
ては、次のとおり公表しま
す。

公表期間
7月7日(木)～10月6日(木)
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
スポーツ振興課
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711
●

●

●

●

●

●

●

●

●

被保険者証の有効期限は、毎年7月31日です。
新しい被保険者証は、7月末までに世帯主あてに郵送し
ます。新しい被保険者証が届きましたら、住所･氏名･生
年月日などの記載内容に誤りがないかご確認ください。
資格がないのに被保険者証が届いたり、資格があるのに
被保険者証が届かない場合は、お問い合わせください。

医療費が高額になりそうな場合は
国民健康保険「限度額適用認定証」
国民健康保険では、病気や入院で医療費の自己負担
額が高額となった場合、医療機関で「限度額適用認定
証」を提示することで、窓口での負担が法令で定めら
れた限度額までになります。
認定証が必要になる方は、あらかじめ申請をお願い
します。また、認定証の有効期限は、毎年7月31日で
す。8月以降も認定証が必要な方は、保険年金課また
はさしま窓口センターで更新手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
●
被保険者証
●
来庁者の本人確認ができるもの（免許証等）
●
世帯主と被保険者のマイナンバーカード・通知カード
※別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要です。

申請・問合せ

保険年金課

50297-21-2187

◆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）

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販売します！
購⼊期間：7⽉13⽇(⽔)〜令和5年2⽉28⽇(⽕) 問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666
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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）

ページをご覧ください。
学科・募集人数
農学科
40人
畜産学科 10人
園芸学科 30人
研究科
10人
願書受付期間
推薦入試
10月3日(月)～21日(金)
一般入試前期
11月14日(月)～12月9日(金)
●

県立農業大学校は、農業
の実践力を養成する学校で
す。園芸学科は岩井キャン
パスにあり、農業の知識や
技術、経営について学ぶこ
とができます。詳細につい
てはお問い合わせいただく
か、県立農業大学校ホーム

●

●

●

●

●

一般入試後期
令和5年1月30日(月)～
2月22日(水)
体験入学会
長岡キャンパス(農学科･
畜産学科)…7月28日(木)
岩井キャンパス(園芸学科)
…7月29日(金)
問合せ
茨城県立農業大学校
5029-292-0010
●

●

●

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、従来の給付金対
象の方に加え、新たに対象となる世帯へ給付金を支給します。

注意！

令和4年2月下旬以降「令和3年度住民税非課税世
帯等に対する臨時特別給付金」の⽀給をすでに
受けた世帯は⽀給を受けることはできません。

ー⽀給額ー

10万円／1世帯

■新たに対象となる世帯
非課税世帯
令和4年6月1日時点で坂東市に住民登録
支給
があり、世帯全員の令和4年度「住民税
対象世帯 均等割が非課税」の世帯（対象世帯に
は、市から通知を送付します）

家計急変世帯
令和4年1月以降の収入が
減少し、世帯全員が｢住
要申請
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
●
6月下旬から順次送付する｢確認書｣
または郵送でご提出ください。
の内容を確認し、市に返信してくだ
● 申請書は社会福祉課・さしま窓口セ
さい。
返信・
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
申請方法
からもダウンロードできます。
記載されています。
● 受付窓口：市役所1階 社会福祉課
※一部申請が必要な場合があります。
● 申請期限：9月30日(金)
支給方法 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：7月下旬（予定）
支給時期
※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。
※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
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会計年度任用職員(児童発達指導員)募集 こども発達センターにじ〈沓掛1781-2〉で、 ★右ページへ
続く
発達に心配のあるお子さんの発達支援等を行う児童発達指導員を募集します。

お知らせ版 令和4年7月7日号
申込期限
問合せ
個人事業税の口座振替納税
は、公共料金と同じように預
金口座から自動的に納税がで
き、大変便利です。お申し込
みは、8月に送付される納税
通知書同封の申込用ハガキで
簡単にできます(ゆうちょ銀
行を除く)。ゆうちょ銀行で
の口座振替を希望する方は、
お問い合わせください。
問合せ
筑西県税事務所 総務課
50296-24-9184

試験区分
警察官Ａ(男性・女性)
警察官Ｂ(男性・女性)
受験資格
①警察官Ａ（大卒程度）
平成元年4月2日以降に生
まれた方で、大学を卒業し
た方（見込みを含む）また
は人事委員会がこれと同等
と認める方
②警察官Ｂ
平成元年4月2日～平成17
年4月1日に生まれた方で、
警察官Ａの受験資格（学歴
区分）に該当しない方
第１次試験 9月18日(日)
申込方法
インターネットからお申
し込みください。
※インターネット環境の無い
方はお問い合わせください。
★左ページから
続く

8月12日(金)
午後5時
境警察署 警務課
50280-86-0110

ご相談ください

Ïホームページは
こちらから

①自衛隊一般曹候補生
受験資格
採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方
第１次試験
9月15日(木)～18日(日)の
うち指定する1日
申込期限 9月5日(月)
②航空学生(海上･航空)
受験資格
令和4年4月1日現在、次の
年齢の方で高校を卒業した方
(見込みを含む)
海上
18歳以上23歳未満の方
航空
18歳以上21歳未満の方
第１次試験 9月19日(月･祝)
申込期限 9月8日(木)
●

●

いばらき就職支援センター
県西地区センターは、県が
運営する無料職業紹介所で
す。仕事をお探しの方のた
めに、就職相談・キャリア
カウンセリングから職業紹
介まで一貫したサービスを
提供しています。
また、事業者からの求人
申込み(求人情報)を随時受
付し、センター利用者に提
供するほか、ホームページ
でも広く公開しています。
お気軽にご利用ください。
開設時間
月曜～金曜
午前9時～午後4時
〈祝日･年末年始を除く〉
就職支援の内容
職業紹介・内職斡旋
就職情報の提供
キャリアカウンセリング・
職業適性診断
就職支援セミナーの実施
求人受付など
ところ・問合せ
いばらき就職支援センター
県西地区センター
(県筑西合同庁舎内)
〈筑西市二木成615〉
50296-23-3811
●

●

●

③自衛官候補生
受験資格
採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方
試験日 受付時に通知
◎受付は年間を通じて行って
います。
※各募集の詳細については、
お問い合わせください。
申込・問合せ
自衛隊 筑西地域事務所
50296-22-7239

●

●

ホームページは
こちらから

詳細についてはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
市ホームページは
《問合せ》こども発達センターにじ 50297-30-3639
こちらからÌ
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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）

ところ

講座やイベント
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 7月31日(日)
午後1時～4時
ところ 岩井公民館
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

ライフジャケットを着用
した川遊びや、関東最大の
鍾乳洞「不二洞」体験、キ
ャンプ場でのテント泊等を
行います。自然の中で、仲
間たちとさまざまな体験を
してみませんか。詳細につ
いては、お問い合わせくだ
さい。
と き
8月19日(金)～21日(日)

群馬県神流町
｢ブナの森キャンプ場｣
集合･解散 児童福祉センター
〈岩井4326-1〉
対象者 小中学生の方
※小学3年生以下の方は保
護者同伴でお願いします。
参加費 子ども･大人
1人 10,000円
募集人数
20人(保護者を含みます)
申込期限 7月27日(水)
後 援 坂東市教育委員会
申込・問合せ
坂東こども劇場
5･ 0297-36-3504
bandokodomo@gmail.com
〈受付：月曜･水曜･木曜〉

猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」
教室名

日

時

定員

内

容

講

師

習字の課題を 染谷曠邨
8月4日(木)
習 字
20人 仕上げよう
午前10時～正午
先生
（半紙）
こうそん

■精神保健相談
と き ①7月20日(水)
午後2時～
②8月5日(金)
午後1時30分～
■ひきこもり専門相談
と き 7月15日(金)
午後1時30分～2時30分
■ひきこもり家族教室
と き 7月15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
6

古橋由美子

作文・ 8月10日(水)
作文･感想文の
先生
20人
感想文 午前9時～正午
書き方を学ぼう 中山尚美
先生

①8月2日(火)
各 ポスターや
飯田正二
絵 画 ②8月3日(水)
夏休みの
15人
先生
午前9時～正午
思い出を描こう
※絵画は①または②の1回のみ申し込みできます。作文・感想文は、
1～3年生が午前9時～10時30分、4～6年生が午前10時40分～正午
に分けて開催します。

対 象 者
受 講 料
申込方法
申込開始

市内在住の小学生（習字は小学3年生以上）
無料（教材費は個人負担）
お電話または公民館窓口でお申し込みください｡
7月14日(木)～（先着順）
〈受付は休館日を除く午前9時～午後8時〉
◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。
申込･問合せ 猿島公民館 50297-44-3154／0280-88-0835

7月20日(水)～31日(日) 夏の交通事故防止県民運動 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7月7日号

友だちから始めるお見合い
パーティーです。
と き 10月2日(日)
午後1時～2時30分
ところ
結城市民情報センター
〈結城市国府町1-1-1〉
対象者 45歳までの独身男女
※男性は県内在住･在勤の方。
女性は地域制限なし。
参加費 2,000円
募集人数 男女各15人
(申込多数の場合は抽選)
申込方法
郵送･メール･FAX のいずれ
かからお申し込みください。
申込書は市ホームページから
ダウンロードできます。
申込期限 7月29日(金)
申込・問合せ
LOVE TRAIN 常総
実行委員会事務局〈結城市
まちづくり協働課内〉
50296-54-7008
0296-54-7009 メールはこちらから
送ることができます

教 室 名

とんぼ玉

筑波大学附属病院で開催す
る、がんについての市民公開
講座です。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。
と き 7月31日(日)
午後2時～4時
内 容
肺がん･胃がん･大腸がん･
乳がん･子宮頸がんの「がん
予防」について
参加費 無料
参加方法
オンライン(Zoomを使用)
※パソコン､スマートフォン
等から参加できます。
申込方法
総合がん診療センターホー
ムページからお申し込
みください。
申込みは
申込期限 7月24日(日) こちらから
問合せ
筑波大学附属病院
総合がん診療センター
5029-853-8096

プロコーチを迎えてテニス
レッスンを行います。楽しく
学びませんか。
と き
7月31日、8月7日･14日
の各日曜日〈全3回〉
午前11時～午後0時30分
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
ス初心者で、小学生以上の方
参加費 3,000円(初日集金)
募集人数 12人(先着順)
持ち物
テニスシューズ、ラケッ
ト、運動できる服装、タオ
ル、飲み物、帽子
※ラケットのない方はご相
談ください。
申込方法
7月20日(水)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
石塚 5090-4939-5515

開 催 日
時 間
内 容
募集人数 材料費
8月10日(水)
ガスバーナーでガラス
8月13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
8月17日(水)
(先着順) 1,000円
プを作ります。
8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 7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

7月10日(日)は第26回参議院議員通常選挙 投票日当日の投票時間は午前7時～午後6時です｡
皆さんの大切な一票です。必ず投票をお願いします。《問合せ》選挙管理委員会事務局 50297-21-2178
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令和4年7月7日発行

「坂東市はたちのつどい
2023」は、令和5年1月8日
(日)に開催を予定していま
す。オリジナルの成人式を
企画して、20歳の思い出を
作りませんか。
対象者
平成14年4月2日～平成15年
4月1日に生まれた市内在住･
出身の方で、事前の会議と前
日リハーサルに参加できる方
(市内に住所がなくても参加可)
募集人数 若干名
申込期限 7月22日(金)
申込・問合せ
生涯学習課
50297-21-2204

キャンセルの場合､参加費
の返金はいたしません。
募集人数 240人(先着順)
※新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐため、表彰式は
行いません。
申込方法
7月24日(日)午前9時から、
申込書に参加費を添えて総合
体育館玄関ロビーでお申し込
みください(1人につき4人分
まで可)。電話での申込みは
できません。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。
問合せ スポーツ振興課
〈総合体育館内〉
50297-35-1711

開園日時

と

き

9月5日(月)
〈雨天決行〉

ところ
大利根カントリークラブ
参加資格 市内在住の方
参加費 2,000円
※プレー費12,990円(昼食代
を含む)は当日ゴルフ場フ
ロントでお支払いください。
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休 園 日
利用料金

注意事項

■坂東市秘書広報課■

▼ゆかりの会作品展
幼児から大人まで、幅広い
年齢層の会員による、優美で
明るい書作品を展示します。
お気軽にお越しください。
と き 7月24日(日)
午前9時～午後4時
後 援
坂東市、坂東市教育委員会
主 催 ゆかりの会
問合せ 倉持
5090-1432-4394

8月31日(水)まで
午前9時～午後4時 ※入場は午後3時30分まで
月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）
区 分
大 人
中学生以下

市内の方
３５０円
１５０円

市外の方
７００円
２５０円

・プール敷地内では、より安全性を確保するため、サンダル等を必
ずお持ちください。
・新型コロナウイルスの感染拡大防止や施設内の混雑状況により、
入場者数の制限を実施する場合がありますので、ご了承ください。
・プール敷地内に公衆電話はありませんので、ご了承ください。

問 合 せ

都市整備課

50297-21-2197

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。

