
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

オミクロン株に対応した２価ワクチンの接種が受けられます
対 象 者 2回以上接種を受けている12歳以上のすべての⽅（一人1回接種）
接種間隔 前回の接種完了日から3か月以上経過後

使用ワクチン オミクロン株対応2価ワクチン（ファイザー社製またはモデルナ社製）

※市では、国からワクチンの供給スケジュールが示されたことにより、11月1日(火)

からファイザー社ワクチン(BA.4-5対応型)を使用しています。

■4回⽬接種を受けた⽅も接種が受けられます
接種間隔が短縮されたことにより、従来型ワクチン

の4回目接種を受けた60歳以上の方などへ「4回目接種

日から3か⽉後を目安」に、順次接種券を発送してい

ます。事前予約が必要ですので、接種券が届き次第、

電話またはインターネットから予約をお願いします。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 0297-21-7111 ※掲載している情報は10月21日時点のものです。

1

11月23日(水) 祝日のごみ収集はありません 不燃ごみ・粗大ごみの日ですが、収集はありません。

次の週以降のごみ出しをお願いします。《問合せ》生活環境課 0297-21-2189

市内交通規制 ご協⼒のお願い
当日は、マラソンコース、周辺道路、将門

まつり会場が交通規制されます。皆さんの

ご協力をお願いします。

規制場所・時間等、詳細について

は市ホームページまたは広報ばん

どう10月号裏表紙をご覧いただく

か、お問い合わせください。

4回目接種を 接種券発送時期
行った時期 (予定)

令和4年
発送済み

7月まで
8月上旬 11月上旬
8月中旬 11月中旬
8月下旬 11月中旬～下旬
9月以降 11月下旬以降順次

交通規制図は
こちらから

■第32回坂東市将門ハーフマラソン大会

時 間 午前9時30分～午後0時30分

ところ 八坂公園⇔岩井･中川･長須地区

問合せ スポーツ振興課

0297-35-1711

■第49回坂東市将門まつり

時 間 午前10時～午後4時

ところ 國王神社・岩井商店街

問合せ 商工観光課

0297-20-8666



■投票日

と き 12月11日(日)

午前7時～午後6時

ところ

市内36か所の投票所

◎投票日当日に予定があり

投票所に行けない方は、

期日前投票をご利用くだ

さい。

■投票所変更のお知らせ

「猿島地域の期⽇前投票所｣
と ｢⼭第2投票所｣の場所

が、今回の選挙から次のと

おり変更となります。お間

違いのないようお気をつけ

ください。

変更前 猿島公民館

変更後 さしま窓⼝センター

■期日前投票

期 間
● 県議選

12月3日(土)～10日(土)
● 市議選

12月5日(月)～10日(土)

時 間

午前8時30分～午後8時

ところ
● 市役所 1階多目的ホール
● さしま窓口センター 1階

問合せ

坂東市選挙管理委員会

〈総務課内〉

0297-21-2178

応募資格

令和5年4月1日現在、15歳

以上17歳未満で中学校卒業

の男子（令和5年3月卒業見

込みを含む）

試験日
● 推薦

1月5日(木)～7日(土)

の指定する1日
● 一般

1月14日(土)･15日(日)

のいずれか指定する1日

申込期限
● 推薦 12月2日(金)
● 一般 1月6日(金)

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-7239

お知らせ版 令和4年11月4日号
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代表 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

まだ新型コロナワクチンを接種したことが無い⽅・1回しか接種していない⽅は
年内に初回(1･2回⽬)接種を完了することをご検討ください
検討をお願いしている理由

①1・2回目接種に使用している従来型ワクチンは、

年内で国からの供給を終了する予定です。

②オミクロン株対応2価ワクチンは、

1・2回⽬接種が完了しないと接種できません。

③市内で1・2回目接種を受けられるのは、

集団接種（岩井保健センター）の限られた⽇時のみです。

④年末年始の新型コロナ流⾏への備えをお願いします。

(これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています)

問合せ 新型コロナワクチン対策室 0297-21-7111

接種券を紛失･破損した場合は、
再発⾏が必要です。
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。

自衛官候補生も年間を通

じて募集しています。

詳細についてはお問い合

わせください。

応募資格

18歳以上33歳未満の方

ハーフマラソン・将門まつりの開催にともない 11月13日(日) 会場付近で合図の 花火を
打ち上げます。 ご理解とご協力をお願いします。《問合せ》坂東市観光協会 0297-20-8666



会場地図は
こちらから

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 11月16日(水)

午前11時

問合せ 交通防災課

0297-21-2180

生徒が栽培したシクラメ

ンを販売します。数に限り

がありますので、売り切れ

の際はご了承ください。

と き 12月4日(日)

午前8時～午後2時

注意事項

今年から旧坂東総合高校

正門が使用できないため、

坂東清風高校農場北門が出

入り口となります。

ところ・問合せ

坂東清風高等学校

農場「草花温室」

〈逆井2833-115〉

0280-88-8222

市が発注する物品の買入

れ、建設工事等の競争入札

に参加する業者の登録を受

け付けます。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。

■物品・役務等

申請方法

必要書類を書留郵便でお

送りください。

申請・問合せ

管財課 0297-21-2179

■建設工事・

建設コンサルタント業務等

申請方法

茨城県入札参加資格電子

申請システムをご利用くだ

さい。

申請・問合せ

茨城県土木部

監理課 建設業担当

029-301-4334

お知らせ版 令和4年11月4日号
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◆まだ健診を受けていない方へ◆

未受診者健診（胃がん検診なし）の
申込みを受け付けます

今年度の健康診査を受けていない方を対象に、未受診

者健診を実施します。ご自身の健康状態を把握するため

にも、年に一度、健康診査の受診をお願いします。

実施会場 実施日 電話申込開始日

岩井保健
12月12日(月)･13日(火) 11月14日(月)～

センター

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、健診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(一般健康診査) 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 お電話でお申し込みください。

申込・問合せ（予約に関すること）

健康づくり推進課 0297-35-3121

〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉

問合せ（未受診者健診に関すること）

保険年金課 0297-21-2187

健康保険を

切り替えた方は、

受診前に保険証が

切り替わっているか

ご確認ください

受付期間

11月14日(月)～12月14日(水)

名簿登載期間

令和5年4月1日～

令和7年3月31日

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

ワクチンの接種に関わらず、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。



高齢者を対象に、無料の

歯科健康診査を実施してい

ます。対象者には、8月下

旬にご案内を送付していま

す。まだ受診していない方

は、ぜひご利用ください。

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

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

029-309-1212

お知らせ版 令和4年11月4日号
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代表 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）

市では、令和5年2月1日(水)以降入居の市営住宅の入

居者を募集します。詳細についてはお問い合わせくだ

さい。

募集住宅

住宅名 藤田住宅、さしま住宅

構 造 鉄筋コンクリート造3～5階建て

戸 数 2DK 3戸 3DK 9戸

※募集中に同種類の空き部屋が出た場合は、募集住宅

に追加します。

募集期間 11月14日(月)～25日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉

入居可能日 令和5年2月1日(水)

月額家賃 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（次のすべての要件に該当する方）

①坂東市内に住所または勤務場所がある方

※外国人の方で、永住許可を取得していない場合は、

日本に3年以上在住していることが必要です。

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兄弟だけの申込みでないこと(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

※高齢者や障がいのある方等の場合、一部要件が緩和

されます。

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〉 0297-21-2179

防災ラジオで災害に備えましょう 市では、災害時の避難に関する情報や

国が発表する緊急情報であるJアラート等を防災ラジオでお伝えします。

★右ページへ
続く



古河税務署では、個人事

業者を対象に青色申告につ

いての説明会を開催しま

す。資料は当日配付します

ので、お気軽にお越しくだ

さい。

と き 12月13日(火)

午前10時～正午

ところ 坂東市商工会館

〈岩井3230-1〉

内 容

青色決算書の作成方法、

作成における注意点等

講 師

税務署職員または税理士

問合せ 古河税務署

個人課税第一部門

0280-32-4161

※自動音声案内｢2｣を選択

個人で事業を行っている

方が一定の所得を超えた場

合は、個人事業税が課税さ

れます。対象の方には、第

2期分の納付書を11月中旬

に送付しますので、納期限

の11月30日(水)までに納付

をお願いします。

問合せ

筑西県税事務所境支所

0280-87-1120

■精神保健相談

心の病、うつ、自殺念慮

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 ①11月16日(水)

午後2時～

②12月2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

11月24日(木)

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 11月18日(金)

午後2時30分～4時

【 共 通 事 項 】

秘密は厳守します。

費 用 無料

ところ・申込・問合せ

古河保健所

〈古河市北町6-22〉

0280-32-3068

女性に対する暴力には、

配偶者等からの暴力(ＤＶ)､

性犯罪、売買春、セクシュ

アルハラスメント、ストー

カー行為等があります。こ

れらは、女性の人権を著し

く侵害するものであり、い

かなる理由があろうとも決

して許されるものではあり

ません。

次の各機関では、女性に

対する暴力に関する相談を

受け付けています。ひとり

で悩まずご相談ください。

■ＤＶやストーカー被害に

ついての相談

①ＤＶ相談ナビ ＃8008
は れ れ ば

※発信場所から最寄りの相

談窓口につながります。

②県警察女性専用相談電話

029-301-8107〈24時間〉

③市女性相談（女性相談員）

0297-21-2183〈要予約〉

④ＳＮＳ相談「Cure time」

毎日:午後5時～9時

https://curetime.jp

■被害の未然防止について

の相談

警察相談専用電話

＃9110 または

029-301-9110〈24時間〉

※緊急時は境警察署(0280-

86-0110)または110番へ

おかけください。

問合せ 市民協働課

0297-21-2183

お知らせ版 令和4年11月4日号
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ご相談ください

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 0297-21-2180

★左ページから
続く



【相談電話番号】

０５７０－０７０－８１０

夫・パートナーからの暴

力やストーカーなど、女性

の人権侵害に関する相談に

人権擁護委員や法務局職員

が無料で応じます。強化週

間中は相談時間を延長しま

す。秘密は厳守します。

■強化週間の相談時間

11月18日(金)～24日(木)

午前8時30分～午後7時

※土曜･日曜･祝日は

午前10時～午後5時

問合せ 水戸地方法務局

人権擁護課

029-227-9919

いばらき出会いサポート

センターによる出張相談

(登録)会を行います。

と き 12月3日(土)

午前10時30分～午後4時

ところ 岩井公民館

2階 会議室1･2

内 容

■出張相談

結婚を希望する独身の方

やご家族等からの相談に応

じます。相談料無料・予約

不要です。

■出張登録

いばらき出会いサポート

センターの入会登録手続き

を行うことができます。事

前にいばらき出会いサポー

トセンターのホームページ

から、｢入会申込｣と｢来所

予約(出張相談会を選択)｣

を行ってください。

問合せ いばらき出会い

サポートセンター

水戸センター

029-224-8888

お知らせ版 令和4年11月4日号
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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）

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。

※11月15日(火)～20日(日)は点検のため休館となります。

講座名 開催日(祝日を除く) 時 間 定員 対象者 費用(回)

ミックスアクア
11月11日～3月24日の 午前10時～

第2･第4金曜日 10時50分
20人

FIRST TIMEヨガ 毎週火曜日 午後7時～8時 16歳以上の方
500円※

スキルアップスイム
3月28日までの

午後7時～8時 15人
第2･第4火曜日

ジュニアスイミング教室
3月25日までの

午後5時～6時
第2･第4土曜日

10人 小学生の方

クライミングレッスン 毎週土曜日 午後3時～4時 300円
(施設利用料)

※ミックスアクア、スキルアップスイム、ジュニアスイミング教室の費用は、温水プールの入場料込みの金額です。

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〉 0280-87-7223

出張登録の「来所予約」や
詳細についてはこちらから

11月は男女共同参画推進月間 男女共同参画社会とは、男女が互いに人権を尊重し、

責任を分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会のことです。

★右ページへ
続く



古河簡易裁判所の調停委

員（弁護士・司法書士・不

動産鑑定士・一級建築士

等）が、不動産・債務・交

通事故・近隣関係など、も

めごとや困りごとについて

の相談に直接応じます。相

談料無料、秘密厳守、予約

不要です。当日直接会場に

お越しください。

と き 11月16日(水)
● 午前10時～正午
● 午後1時～3時

ところ

サンワックスホール

スペースＵ古河 会議室

〈古河市長谷町38-18〉

問合せ 古河簡易裁判所

0280-32-0291

夫婦・親子・相続・扶養・

金銭・土地建物・交通事故・

公害関係等について、調停

委員が調停手続の利用に関

するご相談に応じます。相

談料無料・秘密厳守・予約

不要です。当日直接会場に

お越しください。

なお、裁判中や調停中の

案件はご遠慮ください。

と き 11月20日(日)

午前9時～正午

ところ

下妻市立下妻公民館

〈下妻市本城町3-36-1〉

主 催 下妻調停協会

問合せ 水戸家庭裁判所

下妻支部 家事係

0296-43-7193

丹精込めて作られた作品

を展示します。ぜひご覧く

ださい。

■パッチワークキルト・

手編み

〈コットン会･キルト会･

さざんかの会〉

と き

11月11日(金)～24日(木)

午前9時～午後9時

※24日は午後3時まで

■手編み

〈カシミヤの会･

編み編み会･ゆずの実会〉

と き

11月27日(日)～12月10日(土)

午前9時～午後9時

※10日は午後3時まで

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-1800

お知らせ版 令和4年11月4日号

7

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

12月10日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
12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

12月17日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

12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 11月15日(火) 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 0297-20-9980

講座やイベント

坂東市地域応援商品券 好評発売中！
地域応援商品券を飲食店・小型店で利用すると、店舗が換金

する際、市が5％を上乗せして支払います。地域のお店を応援しませんか。

販売価格：10,000円（10,000円分の商品券）

販売場所・問合せ： ● 坂東市商工会 0297-35-3317
● 観光交流センター秀緑 0297-35-0002

男女共同参画社会の実現を目指し、職場・学校・地域・家庭などの身近なところで、

できることから始めてみませんか。《問合せ》市民協働課 0297-21-2183

★左ページから
続く
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申込みは
こちらから

市では、国内で

も積極的な取り組

みがスタートして

いる｢SDGs(持続可能な開発目

標)｣と、目標の一つである

ジェンダーの平等について、

国連職員としてSDGs指標策定

に従事された富田敬子氏を講

師に迎え、男女共同参画講演

会を開催します。この機会に

SDGsを学んでみませんか。

なお、この講演会は、企業

等のトップや管理職に向けた

「トップセミナー」を兼ねて

います。

と き 12月19日(月)

午後1時30分～3時

ところ 市役所1階

多目的ホール

講 師

常磐大学・常磐短期大学

学長 富田敬子氏

参加費 無料

募集人数 50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。

申込期限 11月28日(月)

主 催

坂東市、ばんどう市女性

団体協議会

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-2183

市では、「坂東市民作品

展」「坂東市文化協会まつ

り」「岩井公民館まつり」

を同時に開催する「坂東市

民文化祭2022」を実施しま

す。

絵画・書道・手工芸・写

真等、子どもたちや市民の

方の作品を展示するほか、

団体による発表や体験活

動、作品の販売等を行いま

す。ぜひご来場ください。

と き

11月18日(金)～20日(日)

午前9時～午後7時

※20日は午後4時まで

ところ ● 総合体育館

● 岩井公民館

問合せ 生涯学習課

0297-21-2204

コロナ禍で大切にしたい

｢人とのつながり｣を築く｢傾

聴｣について学んでみませ

んか。

と き 12月9日(金)

午後2時～3時30分

ところ 岩井福祉センター

夢積館 娯楽室

対象者

市内在住・在勤で、ボラ

ンティアに興味のある方

講 師

(公財)茨城カウンセリング

センター カウンセラー

受講料 無料

募集人数 20人(先着順)

申込方法

お電話でお申し込みくだ

さい。

申込期限 11月28日(月)

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会
● 本所 0297-35-4811
● 支所 0297-44-2943

0280-88-1000

令和4年11月4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。

◆ジェンダーとは？

｢男(女)らしさ」「男性(女性)は

こうあるべき｣といった、社会

的・文化的に作られた性別の

ことです。
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