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８月のごみ収集のお知らせ 8月11日（木･祝）は、可燃ごみの収集日となっている地区に限り収集します。

お盆期間の8月15日（月）・16日（火）は、通常の収集を行います。《問合せ》生活環境課 50297-21-2189

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

4回⽬接種が進んでいます
■4回⽬接種のスケジュール（60歳以上の⽅）
3回目接種を行った時期 予約方法 接種券発送時期(予定) 接種開始時期(3回目接種から5か月後)

令和4年1月31日以前 通常予約
7月末まで

接種中
2月 1日～3月12日 7月 1日～8月12日
3月13日～17日 おまかせ 8月 1日 8月13日～17日
3月18日～24日 予 約 8月 5日頃 8月18日～24日
3月25日～31日 8月10日頃 8月25日～31日
4月 1日～30日 通常予約 8月中旬以降 9月 1日～

新型コロナワクチン接種証明書がコンビニで取得できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、

セイコーマートのマルチコピー機で新型
コロナワクチン接種証明書を取得するこ
とができます。1通120円です。
※海外用の接種証明書は、令和4年7月21日以降に

窓口または郵送申請かアプリで海外用の接種証

明書を取得（旅券番号を登録）している必要が

あります。

※8月17日(水)から、セブン-イレブンでも取得可能予定です。

■｢おまかせ予約｣の⽅
● ｢おまかせ予約｣とは、市で接種の予定日時・医療機

関・ワクチンの種類を指定する方法です。
● 封筒が届いたら、速やかに開封し、指定内容等の確認を

お願いします(キャンセルや変更は必ずご連絡ください)。
● ｢おまかせ予約｣の指定日は、医療機関により接種開

始時期から1か月先の日付となる場合があります。

18歳〜59歳で接種対象となる⽅

※接種券の発⾏には申請が必要です。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

【電⼦版】スマートフォン専用アプリとマイ

ナンバーカードが必要です。紙版と同じ様

式で画面保存できる機能が追加されました。

【紙 版】窓口または郵送で申請が必要です。

発行には、申請後1週間程度かかります。

接種証明書の詳細については
こちらからご覧いただくか、
お問い合わせください。

新型コロナワクチン接種証明書

医療･⾼齢者施設等
従事者

基礎疾患のある⽅等



市では、県内の新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況が

拡大傾向にあるため、自宅療

養者への食料品支援を再開し

ました｡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。

対象者

市民の方で、新型コロナウ

イルスに感染し、保健所の指

示により自宅療養をしている

本人

支援品

1人あたり5日分相当の食料

品

費 用 無料

申込方法

お電話でお申し込みくださ

い。

申込・問合せ

健康づくり推進課

50297-35-3121

新型コロナウイルス感染症

の影響で介護保険料の支払い

が困難になった方は、介護保

険料が減免になる場合があり

ます。減免の対象となる方は、

65歳以上で、主たる生計維持

者の収入が前年に比べて3割

以上減少する見込みの世帯の

方等です。詳細については、

お問い合わせください。

問合せ 介護福祉課

50297-21-2193

■帯状疱疹とは？

身体の左右どち

らかの神経に沿っ

て、痛みをともな

う赤い斑点と水ぶ

た い じょう ほ う し ん

くれが帯状に出現する病気で

す。水痘（みずぼうそう）と

同じウイルスが原因で起こり

ます。帯状疱疹の発症は50歳

以上の方に多く、毎年60万人

が発症し、80歳までに約3人

に1人が経験するといわれて

います。

■予防するためには？
● 身体の免疫機能を高めるこ

とが大切です。日頃から体

力をつけて、規則正しい生

活を心がけましょう。

● 50歳以上の方は、ワクチン

を接種することで、帯状疱

疹の発生率を低下させ、重

症化を予防することができ

ます。なお、帯状疱疹予防

接種は、全額自己負担とな

ります。ご希望の方は、ま

ずはかかりつけの医療機関

へお問い合わせください。

問合せ 健康づくり推進課

50297-35-3121

お知らせ版 令和4年8月4日号
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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）

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 9月12日(月)･13日(火)･14日(水)･
8月18日(木)～

8月10日(水) 午前9時～

センター 15日(木)･16日(金) 17日(水) 午後4時

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風しん抗体検査

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。※電話･ウェブ各定員あり。

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
▼登録はこちらから
https://kenko-link.org/

けんこうリンク 予約 検索

お詫びと訂正 広報坂東7月21日号 1ページ（表紙）に掲載した写真の説明文

に誤りがありました。お詫びして訂正します。

★右ページへ
続く



お知らせ版 令和4年8月4日号
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８月１５日「戦没者を追悼し平和を祈念する日」正午 黙とうにご協力を

8月15日は、先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため「戦没者を

追悼し平和を祈念する日」となっています。8月15日(月)の正午に、合図のサイレンを

鳴らしますので、各家庭や職場などで黙とう(1分間)をお願いします。

なお、当日正午、日本武道館において「全国戦没者追悼式」が行われます。坂東市でも、

市戦没者遺族会の主催する平和の像慰霊祭が行われますが、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、規模を縮小し、役員のみでの開催となります。ご理解をお願いします。

問合せ 社会福祉課 50297-21-2190

坂東市職員採用試験を実施します

採用職種・受験資格

高等学校卒業以上の学歴がある方または令和5年3月末までに卒業見込みの方もしくは

高等学校卒業程度認定試験規則による試験に合格した方で、次のいずれかに該当する方

職 種 予定人数 受験資格・年齢要件

事務職Ａ 10人程度 昭和62年4月2日以降に生まれた方

昭和57年4月2日以降に生まれた方で、文化芸術･スポーツ･社会

事務職Ｂ 若干名 貢献･学業等で実績･成果を収めた方（一芸に秀でた方を含む）

で、物事に挑戦する意欲が高く、能力を市政で発揮できる方

昭和52年4月2日以降に生まれた方で、土木工学の専門課程を専

土木技師 1人程度 攻し卒業した方または1級土木施工管理技士の資格を有する方

(令和5年3月末までに卒業・取得見込みを含む）

保 健 師 1人程度
昭和52年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方

(令和5年3月末までに取得見込みの方を含む）

※各職種を重複して受験することはできません。
受験手続

受験申込書、履歴書（市指定のもの）に所要事項を自筆で記入、押印のうえ必要書類

を添付し、市役所3階総務課にお持ちいただくか、郵送してください。受験申込書等は総

務課、さしま窓口センターにあります。市ホームページからもダウンロードできます。

受付期限 8月17日(水)〈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、8月17日の消印有効です。

第１次試験

【とき・ところ】 9月18日(日) 午前9時～ 岩井公民館

【科 目】 教養試験、専門試験、適応性検査、作文試験

※第２次試験の詳細は、第１次試験合格者に対してのみ通知します。
※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なります
ので、募集要項または市ホームページをご確認ください。

申込・問合せ 総務課 50297-21-2178

★左ページから
続く

訂正箇所 （誤）生子管小シャボン玉教室（関連記事13ページ）

（正）生子菅小シャボン玉教室（関連記事13ページ）

ホームページは
こちらから



道路や歩道への生垣、樹

木の張り出しは、通行の支

障となるだけでなく、事故

につながるおそれがありま

す。また、強風や大雨によ

り、樹木等が道路に倒れる

こともあります。

事故防止のためにも、道

路上に張り出した庭木・生

垣の剪定、所有する土地の

樹木の伐採等、適切な維持

管理をお願いします。

問合せ 道路管理課

50297-21-2196

国では、令和2年4月1日

時点で戦没者等の妻や父母

など、公務扶助料や遺族年

金等を受ける方がいない場

合に、支給順位が高いご遺

族お一人に特別弔慰金を支

給します。請求期限を過ぎ

ると第11回特別弔慰金を受

けることができなくなりま

すので、お早めに請求手続

きをお願いします。

■支給順位対象者
● 順位1：弔慰金受給権者
● 順位2：戦没者等の子
● 順位3：戦没者等の①父母

②孫③祖父母④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生

計を共にしていた等で順

番が入れ替わります。

● 順位4：1～3以外の戦没

者等の3親等内の親族(甥･

姪等)で、戦没者等の死

亡時まで引き続き1年以

上生計を共にしていた方

支給内容 額面25万円

（5年償還の記名国債）

請求方法

新型コロナウイルスの感

染拡大を防ぐため、事前に

お電話で来庁日時を予約の

うえ、ご来庁ください。

持ち物

①請求者の印鑑

②本人確認書類(運転免許証､

マイナンバーカード等）

③戸籍抄本などの証明書手

数料(1通450円または750

円）

※個別の状況により、他の

証明書等が必要になるこ

とがあります。

請求期限

令和5年3月31日(金)

請求・問合せ

社会福祉課

50297-21-2190

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

大10万円助成します。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個人住

宅の改築･修繕工事が対象

です。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。

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。

申込・問合せ

商工観光課

50297-20-8666

個人で事業を行っている

方で一定の所得額を超えた

場合は、個人事業税が課税

されます。第1期分の納税

通知書を8月中旬に送付し

ますので、8月31日(水)の

納期限までに納付をお願い

します。納税に便利な口座

振替もご利用ください。

問合せ
● 課税について

筑西県税事務所 境支所

50280-87-1120
● 口座振替について

筑西県税事務所 総務課

50296-24-9184

お知らせ版 令和4年8月4日号
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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）

広報坂東お知らせ版5月6日号
で も 掲 載 し ま し た が 、 再 度
お知らせします。

★右ページへ
続く

ペットが逃げ出した場合は、すぐに生活環境課、

境警察署、茨城県動物指導センターに連絡しましょう。

めざせ！

ナンバーわん飼い主！



ごみの減量や資源の再利

用を目的に、修理した自転

車を抽選で販売します。

販売対象者

坂東市､古河市､境町､五

霞町にお住まいの18歳以上

の方

車 種

一般自転車、折りたたみ

自転車、子ども用自転車等

台 数 100台程度

価 格 1台1,000～3,000円

申込方法

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザで、

申込書に必要事項を記入の

うえ、お申し込みください。

※1世帯につき1台の申込み

となります。電話、イン

ターネット、代理による

申込みはできません。

申込期間

8月22日(月)～28日(日)

午前9時～午後4時30分

抽選日 8月31日(水)

午前9時30分～

引渡し

当選された方には提供決

定通知書(当選はがき)を郵

送します。当選はがき・申

込書控え・印鑑・代金をお

持ちのうえ、引き取りをお

願いします。

ところ・問合せ

さしまクリーンセンター

寺久 リサイクルプラザ

〈寺久1353-1〉

50297-20-9980

お知らせ版 令和4年8月4日号

5

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに

現在、児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けている

方は、受給者の前年の所得状況や養育状況を確認するた

めの「現況届」の提出が必要です。

現況届を提出しないと8月分以降の手当が受けられな

くなりますので、必ず提出をお願いします（全額支給停

止の方も現況届の提出が必要です）。

※現況届が必要な方には、個別に詳細を通知します。通知を確認の
うえ、手続きをお願いします。

■特別児童扶養手当 現況届

受付期間 受付会場 受付時間

8月12日(金)～9月12日(月) 市役所1階 午前9時～11時30分

※土曜･日曜を除く。 社会福祉課 午後1時～5時

問合せ 社会福祉課 50297-21-2190

■児童扶養手当 現況届

受付 受付会場 受付時間

8月31日(水) 市役所1階
午前9時～11時30分

まで こども課
午後1時～5時

※18日(木)･19日(金)は午後7時まで

※土曜･日曜･祝日を除く。ただし、8月21日(日)のみこども課で受

け付けます。

問合せ こども課 50297-21-2191

｢低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金」申請受付中

令和4年度住民税均等割が非課税でない方

でも、新型コロナウイルス感染症の影響で直

近の収入が住民税均等割非課税相当になった

場合は、対象になる場合があります。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。

問合せ こども課 50297-21-2191

■所得の申告をお願いします

支給額算定のため、本人及び扶養義務者(生計同一の

方)の令和3年分の所得の申告を必ずお願いします。

《連絡先》生活環境課 50297-21-2189、境警察署 50280-86-0110
茨城県動物指導センター 50296-72-1200

★左ページから
続く



申込みはこちらからÌ

ホームページは
こちらから

つくば香風寮では、里親
こうふうりょう

制度を広く知ってもらうた

めの説明会を開催していま

す。

｢里親｣とは、さまざまな

事情で親と暮らせなくなっ

た子どもたちを自分の家庭

に迎え入れて、温かい愛情

と家庭環境で育てていただ

く方のことです。

今回の説明会では、里親

制度の説明と、里親さんの

体験談をお話しします。オ

ンライン参加(Webex使用)

や、動画視聴による参加

(後日YouTubeで限定公開)

も可能ですので、里親制度

に関心のある方は、ぜひご

参加ください。

と き

8月27日(土)

午前10時～午後0時30分

ところ

つくば同仁会子どもセン

ター 地域交流スペース

〈つくば市高崎802-1〉

参加費 無料

募集人数 30人(先着順)

申込期限 8月20日(土)

申込・問合せ

つくば香風寮

（県里親制度等普及促進・

リクルート事業受託施設）

5080-8434-3329

fostercare.kidskohoo@

doujinkai.or.jp

結婚を希望す

る方の結婚支援

活動を行う「い

ばらき出会いサ

ポートセンター｣への入会

登録料(通常11,000円）が、

対象期間、女性限定で無料

となります。この機会にぜ

ひご登録ください。詳細に

ついては、センターのホー

ムページをご覧いただくか、

お問い合わせください。

対象者

申込期限までにセンター

に入会登録する女性(本人確

認面談まで修了できる方)

申込期限 11月1日(火)

申込・問合せ

いばらき出会い

サポートセンター

5029-224-8888

■精神保健相談

と き ①8月17日(水)

午後2時～

②9月2日(金)

午後1時30分～

■ひきこもり専門相談

と き 8月24日(水)

午後1時30分～2時30分

■ひきこもり家族教室

と き 8月19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

お知らせ版 令和4年8月4日号
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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

お盆期間、各公民館は次のとおり、開館時間短縮や臨

時休館となります。ご協力をお願いします。

13 14 15 16
8月

土 日 月 火
問合せ

岩井公民館
午前9時～

休 50297-35-8800

午後5時
50297-44-3154

猿島公民館 休
50280-88-0835

神大実分館 休 休 休 休 50297-30-1800

午前9時～

午後5時

筑波大学附属病院 市民公開講座「乳がんを学ぼう」 オンライン（Zoom）で開催します。

とき：8月21日（日）午後2時～4時 参加費：無料 申込期限：8月14日（日）

★右ページへ
続く

8⽉10⽇は坂東市⺠の⽇
ばん ど ー

次の施設が無料となります。

● 猿島福祉センターほほえみ 一般浴室
● 八坂公園プール
● さしま健康交流センター遊楽里

ゆ ら り

浴室・プール・トレーニングジム



一般公開ページは
こちらから

と き

9月1日･8日･15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

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

8月22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

大学共同利用機関法人高エ

ネルギー加速器研究機構(KE

K)は、加速器と呼ばれる装置

を使って基礎科学を推進する

研究所です。KEK一般公開で

は、「加速器だから見える世

界ってどんな世界？」をキャ

ッチコピーに、加速器や研究

所をご紹介します。詳細につ

いてはKEK一般公開ページを

ご覧いただくか、お問い合わ

せください。

と き
● オンライン配信(申込不要)

9月3日(土)

午前10時～午後3時
● 現地見学ツアー(完全予約制)

9月4日(日)

午前9時～午後4時

ところ

KEKつくばキャンパス

〈つくば市大穂1-1〉

申込方法

現地見学ツアーをご希望の

方は、KEK一般公開ページか

らお申し込みください。

※先着順･人数限定･各コース

所要時間90分です。

申込開始 8月22日(月)

問合せ

KEK広報室

5029-879-6047

▼第32回県西写楽20展

会員がファインダーを通

して個性豊かに表現した被

写体の妙を展示します。お

気軽にお越しください。

と き

8月21日(日)～27日(土)

午前10時～午後5時

※21日は午後1時から、27日

は午後4時まで〈22日休館〉

後 援

坂東市､坂東市教育委員会

主 催 県西写楽20

問合せ 田邉

50297-35-0460

お知らせ版 令和4年8月4日号
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

9月10日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
9月14日(水)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各12人 各回

9月17日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

9月21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 8月15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

講座やイベント

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。

《問合せ》筑波大学附属病院 総合がん診療センター 5029-853-8096

★左ページから
続く 申込みは

こちらからÌ
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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。

市と「フレンドリータウ

ン協定」を締結しているBC

リーグ茨城アストロプラネ

ッツの試合が、岩井球場で

行われます。当日は「坂東

市・つくばみらい市DAY」

として、坂東市・つくばみ

らい市に在住・在勤・在学

の方は入場無料です。お気

軽にお越しください。

と き 8月11日(木･祝)
● 開場 午後1時30分
● 試合開始 午後3時

ところ 岩井球場

対 戦

茨城アストロプラネッツ対

栃木ゴールデンブレーブス

観戦方法

試合当日、坂東市･つく

ばみらい市に在住･在勤･在

学を証明できるもの（運転

免許証･健康保険証等）を

お持ちのうえ、球場内｢特

設ブース｣にお越しくださ

い。入場券をお渡しします。

問合せ
● 茨城アストロプラネッツ

info@ibaraki-planets.jp
● スポーツ振興課

50297-35-1711

令和4年8月4日発行 ■坂東市秘書広報課■

令和４年 坂東市写真コンクールに
応募してみませんか？

プロ、アマを問わず、どなたでも応募できます。

最優秀賞には賞金3万円、優秀賞には賞金1万円、特

賞には賞金5,000円ほか、入賞、佳作など豪華賞品等

が贈られますので、ふるってご応募ください。

応募規定
● 令和4年1月から12月までの坂東市内の風景・まつり・

イベントを題材とした作品をご応募ください。
● 応募点数は1人2点までです。
● 個人が特定できる作品は、被写体の方の許可・同意

を得てからご応募ください。

応募サイズ

ワイド四切りまたはA4サイズ（カラープリント）

※デジタルカメラで撮影した作品は、銀塩プリントまたはインク
ジェットプリント（光沢紙）で出力してください。

応募方法

プリントした写真に応募票を添え、坂東市観光協会

にお持ちいただくか郵送してください。応募票は坂東

市観光協会ホームページからダウンロードできます。

募集期限 令和5年1月31日(火)(消印有効)

応募・問合せ 坂東市観光協会〈商工観光課内〉

50297-20-8666

昨年の最優秀賞受賞作品

「静寂に射す（菅生沼）」

昨年の優秀賞受賞作品

「坂東コスモス街道」
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