
市では､令和5年4月1日から

犬猫の避妊・去勢手術に要す

る費用の一部を補助します。

対象者

市内にお住まいの住所登録

がある方で、市税等を滞納し

ていない方

対象動物

対象者が飼育し、手術を行

うことが適当であると獣医師

が認めた生後6か月以上の犬

猫

補助額

手術に要した費用の2分の1

以内とし、補助限度額は次の

とおりです。

■避妊手術 犬1頭 4,000円

猫1匹 3,000円

■去勢手術 犬1頭 3,000円

猫1匹 2,000円

申請方法

手術を行った日から20日以

内に、市役所2階生活環境課

に申請してください。

※予算がなくなり次第受付を

終了します。

持ち物

・犬猫避妊去勢手術補助金

交付申請書

・手術を行った獣医師が発行

した領収書の写し

・振込先口座が分かるもの

※申請書は生活環境課にあり

ます。市ホームページから

ダウンロードもできます。

問合せ 生活環境課

0297-21-2189

市では、本人と世帯全員

が住民税非課税の方を対象

に、居宅介護サービス利用

負担額から高額介護サービ

ス費を控除した額の一部を

助成してきましたが、当事

業は令和4年度をもちまし

て終了とさせていただきま

す。

問合せ 介護福祉課

0297-21-2193

子宮がん･乳がん医療機関検診申込受付

市の助成を利用して、委託医療機関で子宮がん・乳

がん検診を受けることができます。

▽子宮がん検診：20歳以上の女性の方

▽乳がん検診：30歳以上の女性の方

検 診 日 各医療機関の指定日

医療機関 茨城西南医療センター病院、

古河赤十字病院、友愛記念病院

申込期間 ･3月23日(木)～29日(水)

･5月29日(月)～6月2日(金)

申込方法 お電話でお申し込みください。

負 担 金 各2,000円(75歳以上の方･生活保護受給者は無料)

申込・問合せ 健康づくり推進課 0297-35-3121

1

3月21日(火)〈春分の日〉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 0297-21-2189

■次の方には｢無料クーポン券｣を5月下旬に郵送します｡
● 子宮がん検診 平成14年4月2日～平成15年4月1日生
● 乳がん検診 昭和57年4月2日～昭和58年4月1日生

その他の医療機関については

市保健事業予定表や市ホーム

ページをご覧

ください。

市ホームページ
はこちらからí

※令和5年4月1日以降に受ける手術が

対象です。

※当該年度1世帯当たり犬1頭、猫1匹

までです。また、犬については、登

録されていて当該年度に狂犬病予防

注射を受けている場合に限ります。



総合健診（胃がん検診あり）の申込みを受け付けます

令和5年度から、「センター健診」の名称を「総合健診」に変更します。

総合健診では、特定健診と胃･肺･大腸などのがん検診を同時に受診できます。

実施会場 実施日 電話申込開始日 ウェブ申込期間

猿島保健センター
5月11日(木)･12日(金)･

3月29日(水) 午前9時～
14日(日)･15日(月) 4月4日(火)～

4月 3日(月) 午後4時
岩井公民館 5月16日(火)～18日(木)

対 象 者 40歳以上の方 当日受付時間 午前8時～11時30分

健診内容 ①胃がん ②特定健診(一般健診) ③大腸がん

④肺がん・結核(胸部レントゲン) ⑤前立腺がん ⑥肝炎ウイルス

※④～⑥のみの健診をご希望する方は、基本健診(旧コミュニティ健診)を受診してください。

※ウェブ申込の注意事項や各負担金については「市保健事業予定表」をご覧ください。

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。※各定員あり

申込・問合せ 健康づくり推進課 0297-35-3121
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お知らせ版 令和5年3月16日号 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）

申込・問合せ 健康づくり推進課 ０２９７－３５－３１２１
下表中「児童」は児童福祉センター・「猿島」は猿島保健センター
※岩井保健センター改修工事のため、会場が例年と異なりますのでご注意ください

こ ど も 対 象 事 業
4月

会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間
5日（水）児童 ３か月児健診 令和4年12月生 午後１時～１時45分
7日（金）児童 ひよこサロン（２か月児相談） 令和5年1月生 午前９時15分～９時30分

13日（木）児童
離乳食教室 令和4年10月生 午前９時45分～10時

※3月27日(月)～31日(金)にお申し込みください。
17日（月）児童 ２歳児歯科検診 令和3年3月生 午後１時～１時45分

20日（木）児童
Happyバンビィクラス forファミリー

妊産婦・家族 午後１時～１時15分
あかちゃんのいろは

25日（火）児童 ３歳児健診 令和元年10月生 午後１時～１時45分
26日（水）児童 １歳６か月児健診 令和3年9月生 午後１時～１時45分
27日（木）猿島 乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時
※妊娠がわかったら産婦人科を受診し、出産予定日確定後、速やかに健康づくり推進課へお越しください。
母子健康手帳や妊産婦健診受診票等を交付します。
（持ち物：妊婦本人のマイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。振込先の口座が分かるものもお持ちください。）

…予約受付は実施日前日まで

（定員になり次第受付を終了します）

一 般 対 象 事 業
4月

実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間
10日（月）

岩井
子宮がん・乳がん集団検診

公民館
【対象者】 ● 子宮がん検診：20歳以上の方 ● 乳がん検診のみ

15日（土） ● 乳がん検診（超音波検査）： 午前10時～10時30分
17日（月） 「30歳代｣と｢40歳以上の奇数年齢｣の女性の方 ● 子宮がん・乳がん検診

猿島保健
● 乳がん検診（マンモグラフィ検査）： 午後0時30分～1時20分

21日（金）
センター

「40歳以上の偶数年齢」の女性の方
23日（日）
24日（月）

25日（火）
健康づく いきいき健康相談：保健師・栄養士による健診結果

午前9時30分～11時30分
り推進課 の説明や高血圧など健康についての相談を行います。

27日（木）
健康づく こころの健康相談：こころの病でお困りの方と

午後２時～４時
り推進課 ご家族のため、精神科医師による個別相談を行います。

～

～

13日(木)･14日(金)の午後は託児があります。（各日定員あり･要予約）
対象：生後3か月(首すわり完了後)～未就園児

ウェブ申込の登録はこちらから

https://kenko-link.org/
けんこうリンク 予約 検索

子宮がん・乳がん検診

ホームページはこちらからí

国は､3月13日からマスクの着用を個人の判断に委ねることとしました 場合により､着用を推奨

することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。《問合せ》健康づくり推進課 0297-35-3121



令和5年度に岩井保健セ

ンターの改修工事を行いま

す。

4月からの健(検)診等は

児童福祉センターや岩井公

民館で実施します。

事前に市保健事業予定表

やご案内の通知等で実施会

場をご確認のうえ、お越し

ください。

問合せ 健康づくり推進課

0297-35-3121

①｢第4次ばんどう男女共

同参画プラン(案)｣、②｢坂

東市空家等対策計画(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

3月16日(木)～6月13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 ●担当課

担当課・問合せ

①市民協働課

0297-21-2183

②生活環境課

0297-21-2189

令和5年度の固定資産税

にかかわる価格等の縦覧を

実施します。縦覧では、固

定資産税の納税者が自分と

他の方の土地・家屋の価格

を比較し、評価額が適正で

あるかを確認することがで

きます。

また、本人所有の固定資

産については、名寄帳によ

る閲覧もできます。

縦覧期間

4月3日(月)～5月1日(月)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

縦覧できる方

市内に所在する土地や家

屋の固定資産税の納税者

必要なもの

本人確認ができるもの

（運転免許証等）

※納税者以外の方は、委任状

と代理人の本人確認ができ

るものをお持ちください。

縦覧場所・問合せ

課税課 0297-21-2213

◆休日窓口 4月2日(日)

午前8時30分～午後5時15分

◆夜間窓口 4月19日(水)

午後5時15分～7時15分

ところ

市役所1階 収納課

納められる税の種類

n市県民税(特別徴収分含む)

n法人市民税

n固定資産税・都市計画税

n軽自動車税

n国民健康保険税

問合せ 収納課

0297-21-2208
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お知らせ版 令和5年3月16日号

西：茨城西南医療センター病院

（境 町／ 0280-87-8111）

友：友愛記念病院

（古河市／ 0280-97-3000）

赤：古河赤十字病院

（古河市／ 0280-23-7111）

古：古河総合病院

（古河市／ 0280-47-1010）

【 診 療 時 間 】

月～土曜:午後6時～11時

日曜･祝日:午前9時～午後4時

4月29日（土）昭和の日

内科 存身堂医院（岩井）
・
外科 0297－35－1011

診療時間:午前9時～午後5時

日 月 火 水 木 金 土

1
西

2 3 4 5 6 7 8
友 西 西 西 西 赤 西
9 10 11 12 13 14 15
友 西 古 西 西 赤 西
16 17 18 19 20 21 22
西 西 古 西 西 赤 西
23 24 25 26 27 28 29
友 西 古 西 西 赤 西
30
赤

ご協力ください 広報アンケート（～4/16） 右のQRコードを読み取るか、各公共施設に

設置してあるアンケート用紙をご利用ください。《問合せ》秘書広報課 0297-20-8265



登録資格

市内在住・在勤の方で構

成されたチームで、スポー

ツ傷害保険に加入している

こと。個人で興味のある方

もお問い合わせください。

登録料 1団体 6,000円

(総会時に納入､参加費別途)

申込方法

申込用紙に必要事項を記

入のうえ、総合体育館また

は猿島公民館へご提出くだ

さい。申込用紙は総合体育

館にあります。

申込期間

3月16日(木)～4月7日(金)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時〉

問合せ スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-1711

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

4月4日･11日･18日

の各火曜日〈全3回〉

午前9時～10時30分

※予備日：4月25日､5月2日

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、20歳以上の方

参加費 3,000円(初日集金)

募集人数 10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

3月28日(火)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 090-4939-5515

と き

4月1日･8日･15日

の各土曜日〈全3回〉

午後4時30分～5時30分

※予備日：4月22日

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 1,500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

3月27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 080-5193-4201
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令和5年3月16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。

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 0297-20-8265

「友だち登録」の方法

Web版広報紙

｢広報ばんどうお知らせ版｣と
｢広報ばんどう｣は、市ホームページから
閲覧することもできます。
見逃した記事を確認したい時
など、ぜひご利用ください。

問合せ 秘書広報課 0297-20-8265

市ホームページは
こちらから
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