
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

早期接種をご検討ください
■オミクロン株対応ワクチン
対 象 者 新型コロナワクチンを2回以上接種し、

前回の接種日から3か⽉以上経過した

12歳以上の⽅
接種回数 1⼈1回限りです。

※すでにオミクロン株対応ワクチンを1回接種した方には、

前回接種から3か月以上経過しても接種券は発送しませんのでご注意ください。

〈無料接種期間は令和5年3⽉31⽇までの予定です〉
※4⽉以降については、国の⽅針が決まり次第お知らせします。

インターネット 電話(坂東市コロナワクチン予約センター)

予約サイト(24時間)

1

接種券を再発⾏します

接種券（予診票）の紛失・破

損、医師との相談により接種が

できなかった（予診のみで使用

した）場合は、再発行を行いま

す。新型コロナワクチン対策室

の窓口にお越しください。

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、1月24日時点のものです。

オミクロン株対応ワクチンのÌ
効果・安全性についてはこちらから

■新型コロナウイルスワクチン接種表
対象年齢 接種区分 使用ワクチン 接種間隔 接種回数

初回接種（1・2回目）従来型ワクチン 3～4週間 合計2回

オミクロン株対応ワクチン※

12歳以上
追加接種（3回目以降） ● ファイザー社製 3か月以上 1回限り

● モデルナ社製

初回接種（1・2回目） 3週間以上 合計2回
5歳～11歳

追加接種（3回目)
小児用ファイザー社製

5か月以上 1回限り

※アレルギーなどの理由でオミクロン株対応ワクチンを接種できない方で、ノババックスのワクチン

接種を希望する方はご連絡ください。

0297-21-2336
月曜～金曜〈祝日を除く〉
受付時間：午前9時～午後5時

コロナワクチンの予約⽅法

市の集団接種会場は1⽉29⽇をも
って終了し、市内医療機関の予約
枠も縮⼩しています。接種を希望
する⽅は、早めの接種を
ご検討ください。

接種券(接種券番号)を用意して予約をお願いします。

新型コロナだけでなくインフルエンザも流行しています ｢手洗い｣｢うがい｣｢咳エチケット｣

などの基本的な対策を徹底し、感染拡大防止へのご協力をお願いします。



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 2月15日(水)

午前11時

問合せ 交通防災課

0297-21-2180

「坂東市新行政改革プラ

ン2022-2025(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

2月2日(木)～5月2日(火)

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 ● 企画課

問合せ 企画課

0297-21-2181

お知らせ版 令和5年2月2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感染症に関するお知らせ

茨城県｢臨時の発熱外来｣開設中
県では、発熱外来のひっ迫を避けるため、

1日最大300人の検査に対応可能なPCR検査セ
ンターと、オンライン診療を組み合わせた
｢臨時の発熱外来」を開設しています。

開設期間 1月10日～2か月程度（毎日）
※2月23日(木･祝)は検査を休止します。

検査日時 月曜～土曜：午前9時～正午

日曜 ：午前9時～10時

設置場所 つくば市南原2（つくば臨時医療施設の隣）

対 象 者 発熱等の症状のある方

検査方法 PCR検査（ドライブスルー方式）

検 査 料 無料

※希望者は有料（2,000円）で季節性インフルエンザ

の同時検査も可能です。

申込方法

事前予約制のため、インター

ネットからお申し込みください。

※当日の申込みはできません。

問合せ

臨時発熱外来専用コールセンター

0570-00-8966〈毎日：午前9時～午後6時〉

申込方法や
オンライン診療等に
ついてはこちらから

防災ラジオ 有償配付中です 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

⼩学校休業等対応助成⾦の
対象期間が再延⻑されました

申請方法等、詳細については厚生労
働省ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
■小学校休業等対応助成金とは？
小学校などの臨時休業等にともない、

仕事を休まざるをえない保護者(労働
者)に有給(賃金全額支給)の休暇を取得
させた事業者に対して、休暇中に支払
った賃金相当額を助成するものです。
対象となる休暇取得期間
令和4年12月1日(木)～令和5年3月31日(金)

問合せ
● 小学校休業等対応助成金･支援金
コールセンター
0120-876-187（フリーダイヤル）

● 小学校休業等対応助成金に
関する特別相談窓口
(茨城労働局 雇用環境･均等室)

029-277-8295

特別相談窓⼝では、事業主へ助成⾦活⽤の働きかけを
⾏っています。〈開設期間：6⽉30⽇(⾦)まで延⻑〉

ホームページは
こちらから



下水道は、家庭や事業場・

工場からの排水を集めてき

れいにし、川や海、湖へ返

す施設です。使い方を間違

うと処理機能が低下するこ

とがありますので、適切な

利用をお願いします。

特に、油や調理くず、水

に溶けない紙類をそのまま

下水道に流すと、管が詰ま

ったり、腐食する原因とな

ります。それぞれ適切な処

理をお願いします。

下水道は、自然環境や生

活環境をより良くするため

の公共財産です。出来るだ

け長持ちさせるとともに、

皆さんが快適に利用できる

よう、一人ひとりのご協力

をお願いします。

■処理の仕方

● 油

固めるか、紙や

布に染み込ませて

可燃ごみとして処

分してください。

● 調理くず

（野菜･肉･魚のくず）

水切りネット等

を利用して十分に

水切りし、可燃ごみ

として処分してください。

● 水に溶けない紙類

(ティッシュ、紙おむつ等）

可燃ごみとして

処分してください。

問合せ 下水道課

0297-21-2198
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広報紙・市ホームページに
有料広告を掲載しませんか？

「広報紙」「市ホームページ」に掲載する有料広告（令

和5年4月分～令和6年3月分）を募集します。新たな広

告媒体として、ぜひご活用ください。

申込資格

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・

五霞町・八千代町・野田市に住所または事業所があり、

市税等を滞納していない方

※ホームページについては、住所の制限はありません。

掲載内容 企業・お店のPRや販売促進等

※政治・宗教活動、意見広告、公の秩序や善良の風俗に反するも

のは掲載できません。

規格･掲載料

広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。

○広報ばんどう ＜カラー＞

毎月第3木曜日発行 発行部数15,100部

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円

(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円

○坂東市ホームページ ＜カラー＞

月平均アクセス数 約92,660件(令和4年1～12月)

(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル

データ形式：gifまたはjpgファイル

データサイズ：4KB以内 ⇒ 1か月間5,000円

申込方法

申込書と広告データをご提出ください。申込書は秘

書広報課にあります。市ホー

ムページからもダウンロード

できます。

※申込後、広告審査を行います。

市外の方は、納税証明書のご提出

をお願いします。

申込期限 3月3日(金)
※掲載スペースに余裕がある場合に

は、随時申込みを受け付けます。

お気軽にお問い合わせください。

申込・問合せ 秘書広報課

0297-20-8265
広報紙

ご登録ください 情報メール一斉配信サービス 右のQRコードまたは市ホーム

ページからご登録をお願いします。《問合せ》秘書広報課 0297-20-8265



令和5年度の市内小中学

校体育館･武道館･校庭の利

用を調整する会議を行いま

す。利用を希望する団体の

代表者は、必ず出席をお願

いします。

と き 3月2日(木)

午後7時～

ところ 総合体育館

主競技場

対象団体

10人以上で構成され、団

員がスポーツ傷害保険に加

入しているスポーツ・レク

リエーション団体

※未成年者で構成される団

体は、20歳以上の責任者

の登録が必要です。

持ち物 上履き

参加方法

登録申請書に必要事項を

記入し、当日お持ちくださ

い。登録申請書は総合体育

館にあります。

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-1711

国民健康保険・後期高齢

者医療制度に加入している

方で、「第三者行為」等が

原因で負傷等をし保険証を

使って治療を受ける場合に

は、法令に基づき、届け出

が必要です。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。

■第三者行為とは
● 相手がいる交通事故
● 他人のペットに噛まれた
● 他人に殴られた など

■第三者行為以外で

届け出が必要な場合

誰かが運転する車に同乗中

の自損事故

ご自身の過失が大きい事故
● 相手が不明の事故

■次のケースは

保険証が使えません
● 業務上の負傷や病気

（労災保険対象）
● 飲酒運転や無免許運転に

よる事故
● けんかや泥酔による傷病

届け出・問合せ

保険年金課

0297-21-2187

自動車税(種別割)は県の

重要な財源となっていま

す。転居などで茨城県に転

入された方は、住民登録と

あわせて、自動車の県内ナ

ンバー（水戸･土浦･つくば）

への変更をお願いします。
● 登録に関する問合せ

土浦自動車検査登録事務所

050-5540-2018

自動車税に関する問合せ

筑西県税事務所収税第一課

0296-24-9190

渡良瀬遊水地のヨシ焼き

は、ヨシに寄生する害虫の

駆除や野火による周辺家屋

へのもらい火防止、貴重な

湿地環境の保全のために毎

年行われています。

風向きや上昇気流により

灰や煙が広範囲に飛び散

り、洗濯物への付着、庭や

屋根への降灰等、大変ご迷

惑をおかけすることがあり

ます。ご理解とご協力をお

願いします。

◎ヨシ焼きの実施状況は､

ホームページや電話によ

る自動音声案内で確認で

きます。

と き

3月4日(土)

午前8時30分～

第1予備日 3月5日(日)

第2予備日 3月11日(土)

第3予備日 3月12日(日)

※前日の午後5時から遊水

地全域が関係者以外立ち

入り禁止となります（ゴ

ルフ場等を除く）。

実施範囲

渡良瀬遊水地全域

問合せ

「渡良瀬遊水地ヨシ焼き

連絡会」実施本部

(周辺4市2町等で組織)

50282-62-1161

＊自動音声案内

0282-62-0915

＊ホームページ

渡良瀬遊水地 検索

わ た ら せ
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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）

お詫びと訂正 広報ばんどう1月号 17ページ「スポーツ大会の結果」の「令和4年度 第35回

岩井ライオンズクラブ杯少年サッカー大会」について、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

●

●

●



ホームページは
こちらから

現在仕事をお探しの方を

対象に、合同就職面接会を

開催します。事前予約は不

要です。複数の企業の人事

担当者と直接会えるチャン

スですので、ぜひご参加く

ださい。

と き 2月17日(金)

午後1時30分～3時30分

ところ 県水戸合同庁舎

2階 大会議室

〈水戸市柵町1-3-1〉

※来場は、公共交通機関の

利用をお願いします。

対象者

若年者や離職中の求職

者、就職氷河期世代の方

参加事業所 約20社

問合せ

茨城県 労働政策課

いばらき就職支援センター

029-233-1576

就職や転職を検討してい

る障がいのある方を対象に

令和4年度(後期)障がい者

就職面接会を開催します。

と き 2月17日(金)

午後1時～3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〉

申込・問合せ

ハローワーク常総

0297-22-8609

（部門コード 41#）

県では、県内の保育施設

における保育士不足を解消

するため、「いばらき保育

人材バンク」を設置し、就

職のあっ旋、保育士の復職

に向けた支援に取り組んで

います。

令和4年には「いばらき

保育人材バンクポータルサ

イト」をオープンしました。

登録は無料です。保育士の

方だけでなく、資格をお持

ちでない方も、ぜひご利用

ください。

■ポータルサイトで

できること

● 県内保育施設情報の検索

● イベント･研修等の申込み

● 保育に関する各種制度・

お役立ち情報の閲覧

● 求人情報の検索と問合せ

● 求人保育施設とのマッチ

ングのサポート 等

問合せ

(一社)いばらき保育

サポートセンター

（県事業受託団体）

● 水戸オフィス

029-350-5137

● 土浦オフィス

029-896-6366

＊ホームページ

いばらき保育人材バンク 検索

■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 ①2月15日(水)

午後2時～

②3月3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

2月24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 2月17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

お知らせ版 令和5年2月2日号
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ご相談ください

★左ページから
続く

訂正箇所 （誤）写真見出し：準優勝 長須SSS

（正）写真見出し：第３位 長須SSS



2月は「相続登記はお済

みですか月間」です。相続

登記に関する相談を各司法

書士事務所において無料で

実施しています。

令和6年4月から相続登記

の申請が義務化されますの

で、この機会にぜひご相談

ください。

期 間 2月の1か月間

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

ところ

県内の各司法書士事務所

申込方法

事前に各司法書士事務所

にお申し込みください。

問合せ 茨城司法書士会

029-225-0111

■ボタニカルキャンドル

一足早く、春を呼ぶ華や

かなお花のキャンドルを作

りませんか。

と き 2月25日(土)

午前10時～正午

対象者

市内在住･在勤･在学の方

◎親子での参加もできます。

講 師 保坂 由美子 氏

受講料 500円

定 員 16人

申込方法

お電話または岩井公民館窓

口でお申し込みください。

申込・問合せ

岩井公民館

0297-35-8800

〈火曜～土曜の

午前9時～午後5時〉

■手編み･パッチワーク

キルト･エコクラフト

〈令和4年度講座生〉

丹精込めて作られた作品

の数々を展示します。ぜひ

ご覧ください。

と き

2月17日(金)～3月2日(木)

午前9時～午後9時

※2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

と き 3月26日(日)～

ところ 岩井球場ほか

参加資格

茨城県内在住・在勤の方

で、スポーツ傷害保険に加

入していること

参加費 1チーム15,000円

内訳：参加費10,000円＋

登録費 5,000円

申込方法

申込書に必要事項を記入

し、総合体育館にお持ちく

ださい。申込書は総合体育

館にあります。

申込期間

2月3日(金)～3月3日(金)

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-1711

県薬剤師会では、積極的

に健康管理に努める「セル

フケア」や、自分の身体の

状態を正しく知る「セルフ

チェック」について、オン

ライン(インターネット上)

で公開講座を開催します。

詳細については、お問い合

わせください。

と き 2月26日(日)

午前10時～正午

開催方法 オンライン

(Zoomウェビナーを使用)

講 師

医薬情報研究所

(株)エス・アイ・シー

医薬情報部門責任者

堀 美智子先生

参加費 無料

定 員 1,000人

申込方法

茨城県薬剤師会ホームペー

ジからお申し込

みください。

問合せ

(公社)茨城県薬剤師会

029-306-8934

お知らせ版 令和5年2月2日号

6

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）

講座やイベント

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○散歩と称した放し飼いは絶対にやめましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！
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リサイクル教室
教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

3月 8日(水)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
3月11日(土)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各12人 各回

3月15日(水)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

3月18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 2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

〈坂東市寺久1353-1〉 0297-20-9980

リサイクル⾃転⾞を
展⽰・販売します

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 2月27日(月)～3月5日(日)

午前9時～午後4時30分

抽選日 3月8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。

リサイクル教室
作品展⽰会を開催します

さしまクリーンセンター寺久では、

構成市町在住・在勤の方を対象に、年

間を通してリサイクル教室を開催して

います。

今回、各教室と各サークルで制作さ

れた作品の展示会を開催します。リサ

イクル自転車の展示・販売と同日開催

ですので、ぜひご覧ください。

と き 2月27日(月)～3月5日(日)

午前9時～午後4時30分

ところ さしまクリーンセンター寺久

リサイクルプラザ

2階・3階南側ホール

展示作品
● とんぼ玉教室制作作品
● 裂き織り教室・サークル制作作品
● 竹工画教室・サークル制作作品
● クラフト教室・サークル制作作品

来館される際は、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。
新型コロナウイルス感染症の影響で⽇程の変
更・中⽌となる場合は、さしまクリーンセン
ター寺久ホームページでお知らせします。

坂東市Wプレミアム商品券･地域応援商品券の利⽤期限は2⽉28⽇(⽕)です
使い忘れのないよう、ご注意ください。 問合せ：商⼯観光課 0297-20-8666
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申込みは
こちらから

「もしもコンサー

ト中に地震が起き

たら…」をテーマ

に、お客様参加型

の避難訓練を行います。い

つどこで起こるか分からな

い「災害」について、一緒

に考えてみませんか。

と き 3月12日(日)

開場:午後1時30分

開演:午後2時

ところ 市民音楽ホール

出 演 茨城県警察音楽隊

入場料 無料

申込方法

2月25日(土)から、各申

込窓口でお申し込みくださ

い。整理券を配布します。

※電話での受付は行いませ

ん。

申 込

①市民音楽ホール

午前9時～午後5時

〈月曜を除く〉

②郷土館ミューズ

● 火曜～金曜

午前10時～午後6時30分

● 土曜･日曜･祝日

午前10時～午後5時

問合せ 市民音楽ホール

0297-36-1100

女性の生き方を考える日

である｢国際女性デー(3月8

日)｣を記念して、体の中か

らキレイを叶える食事と温

活の秘訣を学べるセミナー

を開催します。温活スイー

ツ＆お茶を楽しめるアフタ

ヌーンティー付きです。

と き 3月12日(日)

午後1時30分～

ところ

観光交流センター秀緑

本蔵

対象者

市内在住・在勤・在学で

15歳以上の方

講 師 小川原 智子 氏

参加費 500円

募集人数 20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 2月20日(月)

主 催

● 坂東市女性フォーラム

● 坂東市

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-2183

市では、クラブ・講座生

の作品展示（絵画・生花・

着物リメイク作品等）、団

体による発表、バルーン無

料配布、フリーマーケット

等を行う「さしま公民館ま

つり」を開催します。

また、開催期間中はミュー

ズまつり、ごみ減量イベン

ト、スポーツまつり、東京

直結鉄道建設・誘致促進大

会も行います。ぜひご来場

ください。

と き

2月17日(金)～19日(日)

午前9時～午後8時

※19日は午後4時まで

ところ

● 猿島公民館

● 郷土館ミューズ

● 猿島体育館

● さしま窓口センター

北側駐車場

問合せ 猿島公民館

0297-44-3154

0280-88-0835

令和5年2月2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。
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