
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
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9月19日(月)〈敬老の日〉･23日(金)〈秋分の日〉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

4回⽬接種の対象となる⽅は接種のご検討をお願いします

■対象者 3回目接種から5か⽉が経過した、次の①②③の方です。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

18歳〜59歳で

①60歳以上の⽅ ②基礎疾患のある⽅・重症化リスク
が⾼いと医師が認める⽅

③医療従事者等・⾼齢者
施設等の従事者の⽅

■接種券
・①の⽅…申請不要です。4⽉30⽇までに3回⽬接種を⾏った⽅の分まで発送済みです。
・②③の⽅…接種券の発⾏には、市役所への申請が必要です。
詳細についてはお問い合わせいただくか、各二次元コードから
ご覧ください。接種券は、申請受付から1週間程度で発送します
(3回目接種から5か月経過した方の場合)。

※接種券を紛失・破損した場合は、新型コロナワクチン対策室で再発行の手続きをお願いします。

■キャンセルや予約変更の⽅法
● 前⽇までのキャンセル・予約変更は、お電話ま

たはホームページからお願いします。

①坂東市コロナワクチン予約センター

☎0297-21-2336〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

②新型コロナワクチン接種予約サイト〈24時間受付〉
● 当⽇のキャンセルは、新型コロナワクチン対策

室へお電話ください。

■キャンセル後も
再予約が可能です

｢坂東市コロナワクチン予約

センター(☎0297-21-2336）」

に電話、または｢新型コロナ

ワクチン接種予約サイト」

から予約をお願いします。

②の⽅ ③の⽅

Ï新型コロナワクチン接種
予約サイトはこちらから

■当⽇の
持ち物

● 記入済みの

予診票
● 本人確認書類
● お薬手帳または処方

薬が分かる書類

※②③の⽅は、予防接種法第9条に基づく努⼒義務の規定については、現時点では適⽤されていません。



お知らせ版 令和4年9月1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）

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

4回⽬接種では重症化予防効果が確認されています
■どれくらいの効果があるの？

海外の研究では、60歳以上の

方へファイザー社ワクチンを

4回接種した場合、オミクロン株

流行期において、接種した人の

重症化率は、3回接種した人と比

較して62％少ないとの報告があ

ります(重症化予防効果62％）。

そのほか、入院予防効果68％、

死亡予防効果74％が報告されて

います。

■持続性は？
ファイザー社ワクチンの4回接種による重症化予防効果が、6週間経過しても低下せ

ず維持されていたことが報告されています。

※3回目接種から4か月以上経過した60歳以上の方にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合です。

〈重症化予防効果62％とは…〉

3回接種した方が10人重症

化したと仮定した場合、そ

の人たちがもし4回目接種

をしていれば4人程度に抑

えられていたはずという意

味です。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111 ※厚生労働省資料から作成

９月は「茨城県循環器疾患予防月間｣・「がん征圧月間」

健康寿命をのばしましょう！茨城県循環器疾患予防⽉間
茨城県では、心疾患や脳卒中などの循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病

による死亡率が高いことを踏まえ、9月を「循環器疾患予防月間」

としています。今年のテーマは、「1に運動 2に食事 しっかり禁煙

最後にクスリ～健康寿命の延伸～」です。生活習慣の見直しや

定期的な健康診断の受診で、生活習慣病の予防に努めましょう。

問合せ 健康づくり推進課 50297-35-3121

がん検診は定期的に がん征圧⽉間
コロナ禍でも、定期的な検診受診が重要です。がん検診の受診を先延ばしにしてしま

うと、気付かないうちに「がん」を進行させてしまう恐れがあります。

検診会場は、皆さんが安全・安心に受診できるよう、時間別予約制や検温等の感染防

止対策が徹底されています。がん検診の定期的な受診をお願いします。

問合せ (公財)茨城県総合健診協会 経営企画室 5029-241-0011

お持ちですか？マイナンバーカード マイナンバーカードを利用することで、各種証

明書をコンビニで取得することができます。交付手数料は200円、窓口よりお得です。

★右ページへ
続く



ヘルプマーク・
カードは社会福祉課へ

坂東市選挙管理委員会で

は、市民の皆さんに政治や

選挙への関心を持っていた

だき、選挙をもっと身近な

ものに感じていただくため、

期日前投票立会人を募集し

ます。18歳、19歳の若い有

権者からの応募もお待ちし

ています。

と き

期日前投票期間中（選挙に

よって6～16日間）のうち希

望する日

ところ 市内2か所

内 容

投票手続きが適正に行わ

れているかの立会い等

（投票用紙の交付・投函・

持ち帰りの誤りがないかの

確認）

応募資格

市内在住で坂東市の選挙

人名簿に登録されている(選

挙権がある)方

申込方法

応募用紙に必要事項を記

入し、総務課にお持ちいた

だくか、郵送してください。

応募用紙は総務課にありま

す。市ホームページからも

ダウンロードできます。

※すでにご応募いただいて

いる方は、申込み不要で

す。

問合せ

坂東市選挙管理委員会

〈総務課内〉

50297-21-2178

市では、市内にお住まい

の難病患者本人とご家族を

支援するため、難病患者福

祉手当を支給しています。

対象者

坂東市にお住まいで、県

から指定難病特定医療費受

給者証または一般特定疾患

医療受給者証の交付を受け

ていて、生活保護を受けて

いない方

支給額

難病患者1人につき年額

10,000円(申請は年度中1回

のみ)

申請に必要なもの

①指定難病特定医療費受給

者証または一般特定疾患

医療受給者証の写し(保

健所発行・有効期限内)

②印鑑

③金融機関の通帳

※保護者等が申請するとき

は、保護者等であること

を証明できるもの

申請期間

9月1日(木)～

令和5年3月31日(金)

申請・問合せ

社会福祉課

50297-21-2190

高齢者の口腔機能の低下

や肺炎等の疾病を予防する

ために、無料の歯科健康診

査を実施します。

対象者

後期高齢者医療被保険者

で、次に該当する方

①昭和21年4月1日～昭和22

年3月31日に生まれた方

②昭和16年4月1日～昭和17

年3月31日に生まれた方

③昭和11年4月1日～昭和12

年3月31日に生まれた方

※対象者には、8月下旬に

ご案内を送付しています。

健診内容

問診、口腔内の状態の検

査、口腔機能の評価、事後

指導（セルフケアの歯ブラ

シ指導）など

受診期間・回数

9月1日(木)～12月31日(土)

の間に1回(休診日を除く)

受診料 無料

※引き続き治療を行う場合

は､別途料金がかかります。

受診方法

ご案内に同封の実施歯科

医療機関一覧表の中からご

希望の歯科医院に予約し、

受診してください。

持ち物

被保険者証、受診券、受

診票、歯ブラシ

問合せ

茨城県後期高齢者医療

広域連合 事業課

5029-309-1212

お知らせ版 令和4年9月1日号
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ヘルプマーク・カードとは、外見か

らは分からなくても援助や配慮を必

要としている方が、周囲にその事を

知らせるためのものです。社会福祉

課で無料で配布しています。

取得できる証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、

所得証明書（児童手当用を含む） 《問合せ》市民課 50297-21-2186

★左ページから
続く
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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５年度 県立農業大学校 学生募集

県立農業大学校は、農業の実践力を養成する学校です。農業の知識や技術、経営につ

いて学ぶことができます。園芸学科は岩井キャンパス〈岩井5205-3〉にあります。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ページをご覧ください。

■募集人数等

学科名 募集人数 受験資格 修業年限 専攻コース

農 学 科 40人 高校等を卒業した方または令 普通作･露地野菜･果樹

畜産学科 10人 和5年3月に卒業もしくは修了 畜産

園芸学科 30人 見込みの方 2年 施設野菜･花き

研 究 科 10人
農業大学校卒または短大等卒

作物･園芸･畜産
以上もしくは卒業見込みの方

■願書受付・入学試験

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法

推薦入試
10月3日(月)～21日(金) 11月 1日(火)

小論文

(研究科を除く各学科) 個別面接等

一般入試 前期 11月14日(月)～12月9日(金) 12月16日(金)
筆記試験

（各学科） 後期 令和5年1月30日(月)～2月22日(水) 令和5年3月2日(木)
個別面接等

研究科入試 11月14日(月)～12月9日(金) 12月16日(金)

問合せ 茨城県立農業大学校 入試事務局 5029-292-0010

〈事業者の方向け〉インボイス制度説明会

事業者の皆さんを対象に、インボイス制度の理解を深め、制度開始に向けて必要な準

備を進めていただくため、坂東市と古河税務署の共催で「インボイス制度説明会」を開

催します。各日、午前･午後の2回に分けて開催しますので、この機会にご参加ください。

開催日 ところ 定員(各回･先着順) 申込期限

岩井会場 10月13日(木) 市役所 3階 大会議室 30人 10月7日(金) 午後5時

猿島会場 11月 8日(火) 猿島公民館 会議室2･3 25人 11月2日(水) 午後5時

時間
午前10時～11時

内容
今まで消費税の申告をした

ことがない方等を対象に、

消費税の基本的な仕組みか

ら説明します。

午前の回
時間
午後1時30分～2時30分

内容
消費税の申告をしたことは

あるが、制度を知らない方

等を対象に、制度全体の仕

組みを説明します。

午後の回
申込⽅法
古河税務署(50280-32-4161)にお電

話でお申し込みください。

※自動音声案内｢2｣を選択

問合せ
軽減・インボイスコールセンター

50120-205-553（無料）

〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

共通事項

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ています！

購⼊期限：9⽉30⽇(⾦) 問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666

◆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）。



一般の方も参加できる入

札により、近隣市町村が相

互協力して不動産の合同公

売を行います。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。中止になる場合

もありますので、ご了承く

ださい。

と き 10月25日(火)

午後1時～

ところ

つくば市役所

2階 会議室202

〈つくば市研究学園1-1-1〉

公売不動産

売却区分番号 坂4-1
● 見積価額 5,200,000円
● 公売保証金 600,000円
● 所在 沓掛字西村2539番1
● 地目 畑
● 地積 3493㎡

入札に必要なもの

農地の買受適格者証明書

※坂東市農業委員会事務局

(50297-21-2206)へ、

9月20日(火)までに申請

をお願いします。

注意事項

権利移転後、土地を資材

置場等として利用する場合

は、｢坂東市資材置場等の

土地利用に関する指導要

綱｣により事前協議が必要

となります。

問合せ 収納課

50297-21-2208

土地や家屋を売買、贈与、

交換等により取得したとき

や、家屋を新築等したとき

は、不動産取得税が課税さ

れます。

税額は、土地または住宅

を取得した場合は課税標準

額(固定資産課税台帳に登

録されている価格または固

定資産評価基準により評価

し決定した価格)に3％、住

宅以外の家屋を取得した場

合は4％をそれぞれ乗じた

額です。

ただし、宅地及び宅地評

価土地を令和6年3月31日ま

でに取得した場合は、課税

標準額が2分の1に軽減され

ます。

なお、住宅や住宅用土地

を取得した方は、一定の要

件のもとで税額が軽減され

る場合があります。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

課税第二課

50296-24-9197
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ごみの「野焼き」は犯罪です！

ごみを「野焼き」することは、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」で、一部の例外を除いて禁止されています。法律に
違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に
処せられることがあります。野焼きは絶対にやめましょう。
※ごみの「野焼き」は、野外等での不法な廃棄物の焼却のこ

とです。簡易焼却炉やドラム缶などでの焼却も、野焼きと

見なされる可能性があります。

問合せ 坂東市 生活環境課 50297-21-2189

茨城県 廃棄物規制課 5029-301-3035

野焼きによる被害
・周囲への悪臭

・洗濯物が汚れる

・ダイオキシン類による環境汚染

・火災につながる危険性 など

受付時間：
午前8時30分〜
午後5時15分

〈⼟曜･⽇曜･
祝⽇を除く〉

50120-536-380不法投棄
110番

いつもみんなでむらなく みはれ

▼野焼きや不法投棄を⾒かけたら

※受付時間外は、境警察署へ（50280-86-0110）

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ています！

◆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）。

購⼊期限：令和5年2⽉28⽇(⽕)まで 問合せ：商⼯観光課 50297-20-8666



坂東市女性フォーラムで

は、地域でがんばる女性の

皆さんを募集し、選考のう

えポスターに掲載します。

坂東市で活躍している女性

の「見える化」が目的です。

応募用紙の請求など、詳

細についてはお問い合わせ

ください。

対象者

市内在住・在勤・在学で

あらゆる分野において活躍

している女性の方(年齢や

自薦･他薦は問いません)

応募期限 10月15日(土)

後 援 坂東市

応募・問合せ

坂東市女性フォーラム

〈坂東市男女共同参画活動

事業補助金交付団体〉

服部 ☎090-3048-2586

放送大学は、テレビ・イン

ターネットで授業を行う通信

制の大学です。

心理学・福祉・経済・歴

史・文学・情報・自然科学な

ど、約300の幅広い授業科目

があり、1科目から学ぶこと

ができます。働きながら学ん

で大学を卒業したい、学びを

楽しみたいなど、さまざまな

目的で幅広い世代の方が学ん

でいます。詳しい資料を無料

で送付しますので、お気軽に

お問い合わせください。

入学料
● 科目履修生(6か月在学)

7,000円
● 選科履修生(1年間在学)

9,000円
● 全科履修生(4年以上在学、

卒業を目指す)

24,000円

授業料(教養学部)

1科目(2単位) 11,000円

出願期限 9月13日(火)

問合せ 放送大学

茨城学習センター

5029-228-0683

＊ホームページ

放送大学 検索

(一社)茨城県労働者福祉協

議会と関係団体が運営する

「ライフサポートセンターい

ばらき」では、日常生活にお

けるちょっとした悩みや困り

ごと等のご相談に応じます。

専任相談員が、アドバイスや

適切な専門家･専門機関の紹

介を行います。通話料無料･

秘密厳守です。

相談日時

月曜～土曜

午前10時～午後5時30分

〈祝日を除く〉

相談電話番号・問合せ

ライフサポートセンター

いばらき

50120-786-184

誰かに聞いてもらうだけ

でも楽になることがありま

す。一人で悩まず、まずは

ご相談ください。

■よりそいホットライン

（24時間対応）

50120-279-338

■こころの健康相談統一

ダイヤル（厚生労働省）

50570-064-556

■まもろうよこころ

（ホームページ・SNS相談）

電話･SNS･チャットでの

相談窓口や自殺対策の取り

組みについて紹

介しているホー

ムページです。

＊ホームページ

まもろうよこころ 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）

ご相談ください

防災ラジオで災害に備えましょう 7～10月は台風が接近しやすい時期です。

市では、避難に関する｢緊急情報｣を防災ラジオや市ホームページ等でお伝えします。

★右ページへ
続く



■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 ①9月21日(水)

午後2時～

②10月7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 9月16日(金)

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 9月16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

「いばらき県西若者サポー

トステーション（県西サポ

ステ）」による、働きたい

けれど自信がない方、お子

さんの就職に悩んでいる方

のための出張相談会です。

市内で月1回の開催です。

相談日時

10月12日(水)･11月 9日(水)･

12月14日(水)･ 1月11日(水)･

2月 8日(水)･ 3月 8日(水)

午後2時～4時

ところ

中心市街地活性化センター

対象者

15歳～49歳の方、その保

護者や関係者の方など

参加費 無料

申込方法

相談会前日の午後4時ま

でにお申し込みください。

■県西サポステとは

若者の就労などの自立支

援を目的に誕生した厚生労

働省委託の支援機関です。

課題克服のためのさまざ

まなセミナー、面接練習、

履歴書添削、ビデオ通話相

談、無料パソコン講座等を

行っています。

まずは電話やメールで、

お気軽にお問い合わせくだ

さい。

※就職先の斡旋は行ってい

ませんので、ご注意くだ

さい。

申込・問合せ

いばらき県西若者

サポートステーション

50296-54-6012

hola@iw-saposute.org

〈筑西市西方1790-29〉
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

10月 8日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
10月12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

10月15日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

10月19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 9月15日(木) 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

防災ラジオの申込みは、交通防災課またはさしま窓口センターにお越しください。

負担金（1台目は3,000円）が必要です。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180

★左ページから
続く
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子育てに関する悩みや失

敗話、自慢話などを持ち寄

り、市長を囲んで楽しくお

話ししませんか。お気軽に

お申し込みください。

と き 10月24日(月)

午後2時～3時30分

ところ 市役所

3階 大会議室

対象者

市内在住で子育て中の方

募集人数 10人(先着順)

申込方法

お電話または市ホームペー

ジからお申し込みください。

◎託児(満1歳～未就学児)

の利用をご希望の方は、

申込時にお知らせください。

申込期間

9月5日(月)～26日(月)

主 催

ばんどう市女性団体協議会

申込・問合せ

市民協働課

50297-21-2183

と き 10月17日(月)

〈雨天決行〉

ところ 坂東ゴルフクラブ

参加資格

市内在住で60歳以上の方

参加費 2,000円

※大会当日集金です。キャン

セルの場合も参加費は集金

しますのでご了承ください。

プレー費 8,890円

※昼食代を含みます。当日ゴ

ルフ場フロントでお支払い

ください。

募集人数 140人(先着順)

申込方法

9月25日(日)午前9時から、

申込書をお持ちのうえ、総合

体育館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。

◎組合せは主催者が行い、後

日代表者に組合せ表を送付

します。

主 催 坂東市スポーツ協会

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

50297-35-1711

世代を問わず楽しめる、

劇団夢による大衆演劇二本

立て公演です。混乱の時代

に気丈に生きる母の姿、年

の瀬の商人の家庭をぜひお

楽しみください。

と き ● 10月1日(土)

午後5時 開演
● 10月2日(日)

午後1時 開演

ところ 市民音楽ホール

料 金 指定席 2,300円

自由席 1,500円

後 援

坂東市､坂東市教育委員会､

岩井ライオンズクラブ

申込・問合せ
● 古矢 5090-1451-4436
● 木村 5090-1854-5877
● 山﨑 50297-38-2663
● 島田 5090-3313-9600
● 染谷 5090-3401-7997

令和4年9月1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。

講座やイベント

坂東市LINE公式アカウント
⽣活に役⽴つ最新情報等を配信中です。
ぜひご登録ください！

右の⼆次元コードを読み取
るか、LINEアプリのID検
索で「@bando-city」を検索
してください。
問合せ 秘書広報課 50297-20-8265

「友だち登録」の⽅法
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