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健康寿命を伸ばし、誰もが
健やかに長生きするために

　町は、新婚・子育て世帯を中心に境町に移住・定住
を希望する方向けに 2 期目となる賃貸マンション「ア
イレットハウス カンナ館」（旭町・全 20 部屋満室）
を建設しました。従来の町営住宅とは異なり、町施工
ではなく、PFI 方式による地域優良賃貸住宅で、建設
費の約 45% は国の補助金が充当されます。現在、第
3 期の定住促進住宅を建設中です。

新婚・子育て世帯を応援！
定住促進住宅建設で 34 名が移住

　今後、町に移管される国道 354 号山神町を、県に要望し整備してもらい
ました。大型車の通行により段差での振動が激しかった、国道 354 号山神
町（下小橋交差点から境大橋交差点までの約 950m 区間）は、道路舗装を
実施し、子供たちが安心して通学できるようグリーンベルトを設置。併せて、
冠水被害の軽減として、側溝の整備と新たな水路を設置し、冠水対策も行い
ました。

国道 354 号山神町、道路の劣化を
補修し、グリーンベルトを設置

境町の移住者に対する様々
な優遇策に魅力を感じて、
アイレットハウスへ入居し
ました。近くに買い物でき
るお店もたくさんあり、快
適に暮らしています。

古谷弘樹さん、香緒里さん（旭町）

　脳卒中・認知症の予防効果が期待され、世界中で注目を浴び
ている成分「葉酸」。境町では、株式会社 DHC と包括連携協
定を結び、健康寿命を延伸するための様々な健康づくり事業に
取り組んでいます。その一つとして、平成 29 年度より、65
歳以上の希望者全員に葉酸サプリメントを 1 年分配布し、健康
長寿を全力サポートしています。平成 30 年度からは、「さし
ま茶入りの葉酸サプリ」の配布を行っています。

65 歳以上の方にさしま茶配合の
葉酸サプリを無料配布！

健康維持の効果が期待でき
るサプリなので、毎日継続
して飲んでください。さら
に、町の健康イベントにも
足を運んでもらえればと思
います。平成 30 年度は 65 歳以上の 1,109 人

に 1 年分のサプリを無料配布

健康推進室
織原智史

　健康づくり事業の一環として、平成 29 年度より、株式会社
DHC と連携し、生活習慣の改善をサポートする「境町メタボ
脱出プロジェクト」を実施しています。昨年度は BMI 指数 25
以上の男女 92 名の皆さんが、普段の食事と置き換えて摂取す
る「DHC プロテインダイエット」を使用した減量プログラム
に挑戦しました。約３カ月間にわたる減量プログラムの結果、
約９割の方が減量に成功しました。

プロテインの置き換えダイエットで
「境町メタボ脱出プロジェクト」を実施

7.3kg 痩せることができま
した。記録賞をいただき、
ありがとうございました。
痩せてサイズダウンしたの
で、洋服を買っておしゃれ
したいです。平成 30 年度さかいまちダイエットア

ワード受賞者の皆さん

鹿久保栄子さん（蛇池）

7.3kg の減量に
成功しました

メタボ脱出減量プログラム事業
339 万円

オートロック、エレベーター、宅配ボックス完備の賃貸
住宅

国の補助金＋民間資金を活用

地域優良賃貸住宅整備事業　4 億 4,828 万円

県に要望し実現
施工前 施工後道

道路補修

街なかに再び賑わいと
更なる活気を創出するために

葉 酸 サ プ リ プ ロ ジ ェ ク ト 事 業
485 万円

久保さつきさん、隼さん
（長井戸）

我が家は子どもが 3 人いる
ので、子育て支援クーポン
は非常に助かっています。
取り扱い商店が多いので、
様々なお買い物で利用でき
うれしいです。

移住・定住対策！
新婚・子育て世帯を呼び込むために

　道の駅さかい敷地内にオープンした世界的建築家隈研吾氏設
計による「さかい河岸レストラン茶蔵」は、さしま茶をテーマ
に設計され、外壁には、さしま茶が植えられたポッドが設置さ
れ、店内には、さしま茶の葉で染めた淡いグリーンの生地があ
しらわれています。１階には地元食材を使用したビュッフェレ
ストラン「さかいキッチン」、２階にはさしま茶やさしま茶を
使用したスイーツを提供する「さしま茶サロン」、予約制で常
陸牛や梅山豚などの鉄板焼きを提供する「さかい鉄板」が入っ
ており、町の新たな観光拠点となっています。

新たな観光拠点で賑わいを創出
さかい河岸レストラン「茶蔵」を整備

　利根川土手沿い朝日バスロータリー向かいに、新たな地域活
性化の拠点となる複合施設、「河岸の駅さかい」がオープンし
ました。企業版ふるさと納税の寄付金を活用し、長く空き家だっ
た古民家（旧大久）をリノベーションしました。
　１階は、境町産の小麦粉「ゆめかおり」を使用した焼き立て
パンの店「さかい河岸ベーカリー」と、町の食材を使用した新
製品の試作・開発などに利用できるテストキッチンを整備しま
した。２階は最大 20 社を収容するシェアオフィスとして整備
され、現在町内外の 12 社が入居しています。

空き店舗をリノベーションし
「河岸の駅さかい・さかい河岸ベーカリー」を整備

道の駅さかい敷地内に
6 次産業化施設「さかいサンド」を整備

　町内の加盟店で使用でき、買い物が 10％お得になる「ふる
さとクーポン券」を過去最高の総額１億 1,500 万円分発行し
ました。子育て支援や高齢者支援のために実施した 20％お得
になる特典も大好評で、開始からわずか 5 日間で完売となりま
した。　　　　　　　　　　　　　　

町内商店で使用できる
10％お得なクーポン券を販売！

中心市街地の活性化に向けて、20 年前
からの空き店舗を再活用しました。

企業版ふるさと納税を活用

河岸の駅さかいリノベーション
事業　2,000 万円

境町産の食材にこだわった
サンドイッチ

10 月 29 日に行われた落成式での記念
撮影

ふるさと納税＋国の補助金を活用

隈研吾氏設計

多くの方が境町商工会でクーポン券を
購入しました。

100％ふるさと納税を活用

ふるさとクーポン券事業　
2,000 万円

隈研吾さん設計の建物が斬
新な外観で、おしゃれだと
思いました。ビュッフェは
一つ一つの料理が自然な味
わいで、とても美味しかっ
たです。

外観に県内産のスギ材を使用し、新国
立競技場とリンクするデザインに。

樋口起子さん（左 / 久喜市）
金子真弓さん（右 / 久喜市）

ふるさと納税＋国の補助金を活用

隈研吾氏設計

是非また食べに
来たいです！

１階の「さかい河岸ベーカ
リー」では、境町産の小麦粉
を使用したパンを販売。

２階のシェアオフィスは現在
12 社が入居

店内での販売の様子

　道の駅さかい敷地内に 6 次産業化施設「さかいサンド」が
オープンしました。” 境町のおいしものを丸ごとサンド ” をコ
ンセプトに、地元の新鮮野菜はもちろん、ソースやドレッシン
グ、ビネガーも道の駅さかいで販売しているものを使用してい
ます。塩（パタゴニアソルト）とオリーブオイルは、境町と
80 年以上交流があり、2020 年東京オリンピック・パラリン
ピックで境町がホストタウンを務めるアルゼンチン共和国産を
使用。パンにも具材にもこだわった、ボリューム感のあるサン
ドイッチを楽しめます。 境町を描いた町内小学 3 年生の絵がプリントされたクーポン券が販売さ

れました。

宅配ボックス
便利です！！

ふるさと納税＋国の補助金で
町の持ち出し 0 円

ふるさと納税＋国の補助金で
町の持ち出し 0 円

さ か い 河 岸 レ ス ト ラ ン「 茶 蔵 」
建設事業 総事業費 3 億 6,552 万円

（内 H30 年度事業費 3 億 4,966 万円）　

道の駅 6 次産業化施設建設事業
総事業費 1 億 2,065 万円

（内 H30 年度事業費 7,968 万円）　

TOPICS

平成 30 年度  主な事業

Sakai town news Sakai town news11 10


