
さかいまちさかいまち

WELCOME!
TOWNOFSAKAI
「自然と近未来が体験できるまち」

そうだ！ 境町に行ってみよう

い
いとこ！

茨城県境町 移住応援ガイド



バス 40分

バス 40分

バス 40分

高速バス１時間20分

電車 35分

電車 1時間

電車 30分

電車 45分

電車 30分

電車 10分

上野駅

北千住駅 東武動物公園駅

古河駅

大宮駅

久喜駅

川間駅

境町

成田空港

※所要時間は参考情報としてご覧ください。移動手段、混雑具合や、工事、天候などの影響で異なります。
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まちづくり

境町とは？
本町は、利根川と江戸川の分岐点に位置し、江戸時代には水運を活か

した利根川随一の河岸のまちとして、人や文物の行き交う文化交流の場
として栄えました。

現在では、平成27 年の圏央道「境古河 IC」開通によって都心へのア
クセスも約１時間と容易になり、さらには平成29年度より成田空港行
きの高速バスも運行されるなど、ますます便利に快適に発展を続けて
います。

都心へのアクセス良好

面積　46.59km2

人口　24,106 人
　　　（令和 2 年４月1日現在）
町の木　カンナ
町の花　モクセイ

い

い
とこ

！
さかいまち

羽田空港から

1時間
川口JCTから
30分

東京駅から

1時間

約15 分

約30分

約 40分

約 1時間

約 1時間

約 1時間

約 1時間

約 1時間

約1時間30分

成田空港

茨城空港

羽田空港

東京駅

久喜白岡JCT

川口JCT

鶴ヶ島JCT

八王子JCT

海老名 JCT

圏央道
境古河 IC

電車・バスで楽々アクセス！

自動車で気軽に
あらゆる場所へアクセス！

境町境町
茨城県茨城県
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境町で初めての
いちご農園　をはじめました！

Voice!
移住

しました

いちごマルシェ　尾崎 智弘さん（37歳）、知子さん（34歳）

■移住エピソード

東京農業大学卒業後、JA 茨城むつみ境地区営農センターに４年間勤め、将来
は、自分で農業をしてみたいと思っていました。境町は農業が盛んで、JA 勤務時
代に培った人脈もあります。町民同士のコミュニティの深さも移住・定住の安心材
料となり、「農業をやるなら境町！」と決めていました。

いちごそのものの魅力はもちろん、対面販売の楽しさ、商品化しやすい点など
から、いちご農家としての独立を決意。東京の食品会社での営業職やいちご農家
としての経験や勉強を積み重ね、平成 26 年１月から、境町にて「いちご高設栽
培農家」として独立しました。

■夫婦二人三脚で、新規事業にも挑戦！

独立後、経営も順調に運び、さらに忙しくなった２年目、妻の知子さんも会社
を退職し、夫婦二人三脚での経営がスタートしました。いちごを使った商品化は、
いちごジャムにはじまり、このたび、いちごジェラートを中心とした新規事業「ジェ
ラート la fragola」（イタリア語でいちごの意味）も開始。知子さんは、ジェラー
ト職人としてデビューすることに。智弘さんは、「町近郊の生産者の作るフルーツ
や野菜を使ったジェラートを作り、町の活性化に役立てたい」と語ります。

■いちごマルシェが、市場のような交流の場となるように

いちごマルシェでは、いちご狩りやいちごパフェを作る参加型イベントといった
観光農園としての活動や、町の幼稚園や小学校、老人ホームなどでいちごを使っ
た食育活動も積極的に行っています。
「いちごマルシェの “ マルシェ” は “ 市場 ”という意味です。私たち夫婦が経営

するこのいちごマルシェにたくさんの人が集まって、様々な人たちの交流やかけは
しの場となるのが理想です」

古 河 市 か ら 境 町 へ 移 住

▲ いちごマルシェのいちご「とちおとめ」は、粒も大
きく濃密な甘さが魅力。今朝摘み完熟にこだわって
販売しているため、午前中に売り切れてしまうことも。
購入の際は事前予約がおすすめ

▲ いちごジャムも
販売。道の駅さか
いなどで購入でき
ます

農業をやるなら境町！ いちごを通して町の活性化につなげたい
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住むと
いいとこ
境町

子育て・新婚世帯
住宅取得で
50万円

住宅の新築・購入で
奨励金 50万円を交付

固定資産税
（居宅部分）相当額
がもらえる
３年間の固定資産税

実質負担なし

子育て・新婚世帯
の民間賃貸住宅

家賃を
一部助成

最大 24 ヶ月分20年住むと
無償でもらえる

新築戸建住宅
家賃 50,000 円〜

PFI住宅
新築マンション

家賃 52,000 円
「アイレットハウス」

充実の住環境、各種制度で
あなたの「さかいじゅ・ ・ ・ ・ ・う・」を
全力でサポートします

▼ 

移
住
・
定
住
支
援

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

実質負担実質負担
00円！円！

最大最大
３６万円！３６万円！

境町に転入される方を全力でサポートします

住民税
（町民税）一部相当額

がもらえる
居住期間に応じて

最大４年度分

全国初の全国初の
取り組み取り組み

子育て・子育て・
新婚世帯に新婚世帯に
ぴったりぴったり

町外からの町外からの
転入者限定！転入者限定！ 住宅の

詳細はこちら
（境町公式ホームページ）
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奨励金・助成金 内　　　容 申請時期（初回）

子育て世帯等
定住促進奨励金

以下の条件に該当する世帯に、奨励金 50 万円を交付します。
子育て世帯または新婚世帯
住宅を新築または購入した世帯

新築・購入した年の
翌年１月末まで

定住奨励金
（固定資産税の軽減）

以下の条件に該当する方に、固定資産税の家屋部分（居住部分）相当額を奨励金として
交付します。（最大３年度分）

Ｉターン者またはＵターン者
転入日から２年以内に住宅を新築または購入した方

新築・購入した年の
翌々年１月中
※毎年度、申請が必要

移住促進奨励金
（町民税の軽減）

境町へはじめて
4 4 4 4

転入された方（ I ターン者）に対し、納めた町民税の一部相当額を奨
励金として交付します。（最大４年度分）※転入して２・３年目に課税される町民税の
30％相当額、４年目は 40％相当額、５年目は 50％相当額

転入した年の
翌々年１月中
※毎年度、申請が必要

民間賃貸住宅 
家賃助成金

（家賃の補助）

以下の条件に該当する世帯に、家賃の一部を奨励金として交付します。
（上限：月額 15,000 円、最大 24 ヶ月分）

子育て世帯または新婚世帯
申請者（契約者）がＩターン者またはＵターン者（平成 31 年４月１日以降の転入）

町内の民間賃貸住宅に入居し住民登録している世帯（平成 31 年４月１日以降の契約）

家賃が５万円以上の住宅に住んでいる世帯
夫婦共に 40 歳未満の世帯（申請時）

年間所得の合計が 510 万円以下の世帯

随時
※毎年度、申請が必要

※Ｉターン者：境町に住んだことがなく初めて転入された方、 Ｕターン者：境町に住んだことのある方で、転出後 1 年以上経過した後に再び
転入された方、子育て世帯：中学生以下の子を養育する世帯、新婚世帯：婚姻後３年以内の世帯

移住・定住「さかいじゅう
4 4 4 4 4 4

」制度一覧
境町では、移住・定住される皆さんを全力でサポートする制度をご用意しています。

　日野自動車本社において開催された、茨城県内への
移住・定住促進を目的とした「新生活お役立ちフェア」
にて、圏央道周辺の11市町の中から、境町は移住先
として検討している市町で1位に選ばれました。

境町は移住先検討アンケートで
1位を獲得しました

現在、移住先として検討している
市や町はありますか？

2015 年 8 月29 日アンケート実施
（回答者数 51名 ※複数回答可。境町のブースで実施）

境町
39%

古河市
35%

下妻市
13%

結城市
13%

境町
第1位

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 合計

境町の場合 10万円 実質 7万円 実質 7万円 実質 6万円 実質 5万円 実質35万円

通常 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 50万円

例えば…
どのくらいお得？

（例）町民税を年間 10 万円
納める人の場合

奨励金
3万

奨励金
3万

奨励金
4万

奨励金
5万

5年間で
15万円の奨励金が
受け取れます

＜納税イメージ＞

境境＋＋移住で移住で
「「
  

さかいじゅうさかいじゅう
・・・・・・・・・・・・

」」
なんだね！なんだね！

境町 PR ゆるキャラ
「サカイタチ」

はじめて境町に住む方の特権！
住民税が戻ります

町民税
1.5年分相当額を
奨励金として
交付します

全国初！全国初！

Welcome to Sakai town  Welcome to Sakai town  55



子育て
いいとこ
境町

第２子以降
保育料無料

＆

３〜５歳児の
給食費無料

２０歳までの
医療費助成

中学３年生までは
自己負担なし！

20 歳の学生まで
手厚くサポート

第３子以降に
出産奨励金
最大５０万円

紙おむつ等
育児用品の
購入クーポン
最大３万円分

１歳未満の乳児が対象、
町内薬局で使えます

境町なら、産前・産後も、
大切なお子さんが 20 歳になるまで
様々な制度で子育てをサポートします

▼ 

子
育
て

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

所得制限所得制限
なし！なし！

やさしさあふれる子育てのカタチがあります

マル福の拡充やマル福の拡充や
クーポン券、 クーポン券、 
うれしいです。 うれしいです。 
子育てがしやすく 子育てがしやすく 
なると思います。なると思います。

紙おむつ等の助成紙おむつ等の助成
について詳しく知りについて詳しく知り
たいです。たいです。

紙おむつの助成、紙おむつの助成、
とてもうれしいです。とてもうれしいです。

キキッッズハウスのズハウスの
ような所がもっと ような所がもっと 
あるといいな♪あるといいな♪

段々 と子育てに関する段々 と子育てに関する
支援策が増えるので、支援策が増えるので、
助かっています。助かっています。

Mama's Voice!

Mama's Voice!

Mama's Voice!

Mama's Voice!

Mama's Voice!Mama's Voice!

小・中学生の
給食費半額
３人目は無料

きょうだいの年齢に
関わらず

なんと
！

全国で全国で
トトッップクラス！プクラス！

全国で全国で
トトッップクラス！プクラス！
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子育て支援制度一覧

施設・サービス一覧

対　象　者 子育て支援制度 内　　　容

妊婦 妊婦健診助成事業 妊婦健診の料金を一部補助。※ 14 回分（総額 97,950 円分）

妊産婦 子育て支援サポート事業
母子手帳の交付を受けた女性を対象に、㈲モーハウス製の授乳用ブラジャーとマタニ
ティ兼用授乳服をプレゼント。

新生児 新生児記念品給付事業 出産を記念し、エジソンママの子育て製品セットをプレゼント。

乳児 乳児健診助成事業 乳児健診の料金を補助。※２回分（総額 11,006 円分）

第 3 子以降の
乳幼児

子育て出産奨励金支給事業
第３子以降の出産を奨励し、総額 50万円を支給。
※支給回数 3 回　①０歳時 20 万円　②３歳時 10 万円　③６歳時 20 万円

妊産婦、生後６か月〜
小学校修了前の児童

境町チャイルドケアプロジェクト
（産前産後ヘルパー事業）

１時間あたり 500 円でヘルパーさんがご自宅等を訪問し、家事育児をサポート。
①妊娠中〜産後１年未満：家事・育児の援助
②生後６か月〜小学校修了前：保育園や習い事等の送迎、預かり等
※利用料金：非課税世帯は１時間あたり 200 円、生活保護世帯は無料

1 歳未満の乳児
赤ちゃん紙おむつ等

購入費助成事業

町が登録した取扱店で、育児で必要となる紙おむつや粉ミルク等の育児用品を購入す
る際に使用できる 2,500 円分の商品券「境町にこにこ赤ちゃんクーポン券」（最大で
30,000 円分）を交付。

2 歳未満の乳幼児 チャイルドシート購入補助 チャイルドシートの購入費用を、1 人につき 8,000 円を限度に補助。

保育園・認定こども
園を利用する乳幼児

保育料の補助
給食費の補助

０〜２歳児：第２子以降の保育料が無料。
３〜５歳児：給食費（主食費・副食費）が無料。

※保育料も無料（「幼児教育・保育の無償化」により）

小学生・中学生 給食費の補助
小・中学校に在学する児童・生徒の給食費を補助。
①第 1 子・第２子：半額　②第 3 子以降：無料

20 歳までの学生 境町医療費助成事業
保険診療分の一部負担金を助成。中学生までは自己負担なし。高校生相当〜 20 歳ま
での学生は、外来自己負担額は医療機関毎に１日 600 円（月 1,200 円限度）、入院
自己負担額は１日 300 円（月 3,000 円限度）を超えた金額を助成。

子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とした補助金、無料で遊べる施設の開放、
イベントの開催など町全体で赤ちゃんとそのご家族を温かくサポートしていきます。

キッズハウスさかい
乳幼児とご家族の遊び場、お
母さんたちのコミュニティの場
として活躍しています。

こんにちは赤ちゃん訪問
出生後1～2 カ月の赤ちゃんと
お母さんのところへ専任の相談
員が訪問します。

妊婦への無料プレゼント
母子手帳交付時に、マタニティ
キーホルダー、車用ステッカー
等をプレゼント。

絵本のプレゼント
3～4カ月の乳児健診の際
に好きな絵本を１冊プレゼ
ント。

● おおぞら保育園
● ひまわり保育園
●コビープリスクール

さかい
● 遊徳保育園 ● はなぶさ

● 境いずみ保育園
●バンビーノせいしょう
● キリスト愛児幼稚園
● 境杉の子幼稚園

保育料は 保育料は 
最大最大月額月額 32,00032,000 円円

※世帯の前年分所得により
保育料は異なります。

みーんな集まれ子ども広場
子育て支援ネットワーク「SKIP」
等の協力により、親子で遊べるイベ
ントを開催しています。

私立保育園４カ所

認定こども園５カ所

子育て支援アドバイザー
授乳服メーカー「モーハウス」
の派遣する専門家やスタッフが
子育てに関するアドバイスを行
います。妊娠中から使用できる
授乳服セット（ブラとトップス）
をプレゼント。

色やサイズも色やサイズも
選べます選べます
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暮らし
いいとこ
境町

大型店が
たくさん！
買い物が便利

暮らしはじめも
定住後も便利に

ご利用いただけます

幻の豚
「梅
めいしゃんとん

山豚」
境町で育った希少な

最高級豚肉「梅山豚」。
様々なメディアで注目
されるブランド肉です

水害避難
タワーを整備

万が一に備え、防災に
関する様々な取り組みを

行っています

境のおいしい
食べ物

さしま茶、レタス、トマト、ネギ
特産物がたくさん

健康ポイント制度
健幸マイレージ

日々の健康づくりで貯まった
ポイントを健康食品や
サプリと交換できます

境の名産・特産品、充実した
商業施設が豊かで健やかな

「境暮らし」をサポートします

▼ 

暮
ら
し

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

暮らしが豊かで充実しています

（株）DHC（株）DHC
と連携！と連携！

全国初！全国初！
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ドコモ

大型店多数で買い物が便利！ 食事処も豊富！
スーパーマーケットや薬局・ドラッグストア、家電量販店、ホームセンターなど、品揃え豊富な大型店がお買い物を 
サポート。有名飲食チェーン店も多く、安心の食ライフをお過ごしいただけます。

カスミ エコス ケーズデンキ ホーマック

幸楽苑 元気寿司

すき家 ガスト ココス フライングガーデン 31アイスクリーム／不二家

ワークマンサンキ

ソフトバンク au

大型スーパー 5カ所

ワンダーグー

エンターテインメント店

ばんどう太郎

有名人気チェーン店多数

主要携帯ショップ

大型家電量販店 大型ホームセンター

　県内４番目に誕生し、平成 28 年に 20 年
目を迎えた「河岸のまち・さかい」の玄関口です。
特産品コーナーでは、境町の新鮮な野菜やさ
しま茶などの特産品を中心に展示・販売してい
ます。レストランでは梅

めいしゃんとん

山豚などここでしか味
わえない地元の味が楽しめます。
　より愛される道の駅を目指し、サービスや施
設の向上に取り組んでいます。

御老公の湯

天然温泉のスーパー銭湯

ドン・キホーテ

道の駅「さかい」
電車はなくともあります！ わが町「道の駅」

ウエルシア

薬局・　　　16 カ所ドラッグ
       ストア

大型ディスカウントストア
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学び
いいとこ
境町

世界
×

さかいっ子
世界の国々との

交流により国際感覚豊かな
「グローバルな子ども」

を育成します
「リーダー・イン・ミー
７つの習慣®」
を導入

教育の質を高めるべく、
各種カリキュラムを

導入しています

タブレット
による

パソコン授業
ドローンなど最新技術の
体験のほか、学校教育に

タブレットを導入 
していきます

返済免除型
の奨学金

卒業後、境町に５年住むと
奨学金の返還が
不要になります 温水プール等

充実の
教育環境

温水プールでの水泳授業。
全小中学校の教室・体育館 

にエアコンを完備 
しています

土曜・放課後
学びっ子クラブ

土曜日や放課後に
継続的な学習を支援する

塾を開設しています

子どもたちの想像力を高め
創造力を鍛え、表現力を育む
様々な取り組みがあります

▼ 

学
び

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki アルゼンチンアルゼンチン

共和国との交流共和国との交流
80年以上！80年以上！

ハワイ州ハワイ州
　　（ホノルル市）（ホノルル市）
フィリピン共和国フィリピン共和国
　　　　（マリキナ市）　　　　（マリキナ市）

学校外でも学校外でも
児童・生徒を児童・生徒を
サポートサポート

子どもたちが大きく羽ばたく学びの町

Welcome to Sakai town  Welcome to Sakai town  1010



世界×さかいっ子
アルゼンチン・ハワイ・フィリピン

80 年以上続く町立長田小学校
とアルゼンチン共和国との友好交
流のほか、フィリピン共和国マリキ
ナ市とやハワイ州ホノルル市と協定
を結び、国際感覚豊かな児童・生
徒の育成を行っています。

教育の質を高める
「リーダー・イン・ミー�
７つの習慣Ⓡ」
7つの習慣Ⓡをもとにプログラミ

ングされた「リーダー・イン・ミー　
7 つの習慣Ⓡ」を、全国ではじめて
町内全ての小中学校の教育現場に
導入。自分自身の強みを活かし次
世代のリーダーとなりうる人材の育
成を目指します。
7つの習慣Ⓡ……スティーブン・Ｒ・コビー博士が、
過去200年の成功に関する文献を研究。「主体的
である」、「最優先事項を優先する」、「Win-Winを
考える」、など自らの成長を促し長期にわたり成功
するための習慣が7つにまとめられています。

明治大学生と高校生�
との教育交流

交流人口増加の一環として、政
策アドバイスを受けている明治大学
より現役の大学生を招き、県立境
高校の生徒と大学進学後の学生生
活や学習の方法等を話し合う教育
交流会を行っています。

民間や研究機関から
講師を招いて学習

民間企業、研究機関との提携に
より、社会の第一線で活躍する人々
との交流を通じ、子どもたちに現
在の社会問題を身近に感じてもら
い、自分にできる社会貢献を自発
的に行っていくきっかけづくりをし
ています。

写真は、　「ユニクロ」を展開する
株式会社ファーストリテイリングと
提携し、難民の子どもたちに服を
送る「“届けよう 服のチカラ”プロ
ジェクト」の様子。

各種スポーツ少年団�
等の活動

スポーツを通じて、心身ともに明
るく元気な学校生活を送れる環境
づくりに努めています。
・野球 ・サッカー　・水泳
・剣道 ・空手道　 ・柔道
・ミニバスケ　・バレーボール

食育と地産地消の
取り組み

生徒・児童が町内や県内産の食
材を食べることにより地域に対す
る理解を深めてもらうため、境町
の塚原牧場の協力を得て幻の豚肉

「梅
めいしゃんとん

山豚」を提供するなど、地産 
地消に力をいれています。

町内温水プールの有効活用、
全小中学校にエアコン完備

小中学校の水泳の授業を、衛生面等を考慮し町内
の温水プールにて実施しています。また、教育環境
の充実の一環として、全小中学校の教室及び体育館
等にエアコンを完備。耐震対策についても、全校舎
及び体育館の対策が完了しています。

徳育・知育・体育・食育、バランスのとれた教育

子どもたちの想像力を高め
創造力を鍛え、表現力を育む
様々な取り組みがあります
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▼ 

学
び

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

さかい元気っ子クラブ
町内小学校の５・６年生の参加希望者を対象に、夢を持ったたくましい子どもた

ちを地域で育てることを目的とした「さかい元気っ子クラブ」を実施。休日を利用し、
自然体験や社会体験などの活動を活発に行っています。

返還免除型の奨学金を創設
修学のために経済的支援が必要な大学生、大学院生、短期大学生に奨学金を貸

付けしています。茨城県内初の取り組みとして、学校卒業後境町に一定期間継続して
居住した場合、返還を免除します。

この奨学金の基金は、境町出身でウエルシアホールディングス創業者の故 鈴木 
孝之氏からの寄附により創設されました。

土曜・放課後学びっ子クラブ
小学生を対象に、校内における放課後塾の開催や、町施設を利用した土曜塾を開

催。児童の疑問に、退職した教員、大学生、一般住民などのボランティア講師が回答・
サポートします。

キッズフューチャーキャンプ
子どもたちが最新 ICT※ （iPad、ドローン、アプリ、

3Dプリンター）を楽しみながら体験、活用してチーム
で課題（ミッション）を解決していく1泊 2 日のキャンプ
を実施しています。ミッションをクリアすることで、さかい
ジュニア ICTライセンスを授与します。
※情報・通信の技術をまとめて ICTと呼びます。

最新テクノロジーを最新テクノロジーを
体験できる2日間体験できる2日間

▲

３Dプリンター
形のあるものを何でも作れる未来のプリンター

▲

ドローン
空から撮影したり、物を運べる無人の飛行機

▲

アプリ
探し物を見つけたり、コミュニケーションしたり、 

アプリを使えば何でもできます

▲

ロボット
お話ししたり、ダンスをしたり、未来のお友だち

▲

AR（拡張現実）
そこにはないものを出現させる未来の技術

体験できる最新機器

ボクとたくさんボクとたくさん
お話ししよう！お話ししよう！
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Voice!
東大合格
しました

石井 南
な ほ

帆さん（18 歳／西泉田）

■合格エピソード～難関大制覇の理由～

東京大学文科一類に現役合格を果たし、2016 年春より大学生として新た
な一歩を踏み出す南帆さんに学習法を伺いました。

勉強部屋は、もっぱら自宅のリビングなんだとか。「父がいて母がいるリビ
ングが安心するし、いちばん集中できます。それが当たり前だったので、勉強
をサボるという感覚がないんです」。その集中力は、６歳から現在も続けてい
るピアノや中学三年間励んだ吹奏楽部で培いました。部活引退後の秋から高
校受験に集中し、はじめての塾にも通いました。そして、高校は、難関大学
突破を目指す T 特選クラスを設ける埼玉県の私立昌平高等学校に進学。高
校三年間は、勉強に専念しましたが、南帆さんの勉強スタイルは変わりませ
んし、十分な睡眠時間も欠かしませんでした。

そして迎えた大学受験。第一志望の東京大学のほか、慶応義塾大学、早
稲田大学、中央大学、立教大学の各法学部に合格しました。

■「勉強好き」のルーツは、
両親の影響と「負けず嫌い」の性格

南帆さんの両親は教師です。その教育スタイルは独特で、「勉強しなさい」
と言われたことは一度もありません。むしろ、「そのくらいにしたら？」とたし
なめられることも多かったとか。読書家の父の影響もあり読書が自然と趣味に
なり、国語が一番得意な科目となりました。母が持ち帰る、自分よりも年上の
児童の教科書を見て、理解できない自分自身が悔しくて努力しました。ピアノ
教育に熱心な母から「家に宿題は持ち帰らない。持ち帰るくらいなら勉強しな
くていい」と言われた学童保育時代。宿題は学校の休み時間に終わらせるこ
とが習慣でした。そんな教育環境、自身の性格が、南帆さんを自然と勉強好
きに育てていきました。

■町の教育環境が伸びやかな精神を育て
　密接な地域社会が愛郷心を育む

小学生のときは、長田小学校と町の取り組みであるアルゼンチン大使館へ
の訪問が恒例でした。外国の文化にふれた経験は、今でも楽しい思い出になっ
ているそう。町が今後推進する「土曜・放課後学びっ子クラブ」については、「勉
強は自発的にするのが一番身につきます。しかし、不明点を教えてもらう場は、
自主学習のきっかけになるので良い施策ですね」と回答いただきました。

最後に町についてのコメントを伺うと「地域社会の崩壊という記事をよく目に
しますが、境町は地域のコミュニティが強く、あたたかい町です。将来の夢は
弁護士で東京で就職する予定ですが、愛郷心は人一倍強いので、いつか戻っ
てきたいです」と笑顔で話してくれました。

現 役 東 大 生 イ ン タ ビ ュ ー

中学の吹奏楽部で培った集中力が、受験勉強でも大活躍！

高校 High school

●境高等学校 ●古河第三高等学校 ●古河第一高等学校 
●下妻第一高等学校 ●水海道第一高等学校 ●坂東総合高等学校
●常総学院高等学校 ●総和工業高等学校 ●昌平高等学校

など

大学 University

●筑波大学 ●茨城大学
●早稲田大学 ●明治大学
●法政大学 ●青山学院大学

など

▲ 南帆さんの趣味
は読書。好きな作家
は、芥 川 龍 之 介 や
遠藤周作、石川啄木
など。芥川龍之介の

『河童』を読み、表現
力の深さに感動し、
読書がさらに好きに
なったんだそう

▲

受験勉強では、集
中できる中央公民館
の図書室を利用して
いました。お気に入
りの席にて

主
な
進
学
先

境町で生まれ育って18年
東京大学に現役合格しました

※ 境高等学校
からの実績
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▲

365日安心の小児救急
茨城西南医療センター病院を中心とした県西地区の３病院

が交代で、小児救急医療を行っています。

▲

健診費用のお手伝い
人間ドックを受診する際の費用を一部助成（一律２万円）

※国民健康保険被保険者を対象に助成

▲

茨城西南医療センター病院
（第３次救急医療施設）

充実した付属施設
透析センター、総合健診センター、訪問看護
ステーション、院内保育所、居宅介護支援事
業所など。

▼ 

医
療
体
制

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

境町には、急な病気や怪我の治療時でも、安心できる医療体制
が整っています。中でも「茨城西南医療センター病院」は、救急
救命センターを併設。いざという時も安心な生活をお約束します。

病院・
クリニック 歯科 産科・

小児科

11か所 13か所 7か所

安心できる医療体制

町内の病院・クリニック一覧
名　　称 所　在　地 連　絡　先 診　療　科　目

茨城西南
医療センター病院 境町2190 0280-87-8111

内科、外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児科、整形外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、
麻酔科、形成外科、精神科、緩和ケア外来

池田医院 境町2174-100 0280-87-0171 内科、小児科、産婦人科

小島医院 境町若林 421 0280-87-8711 内科、小児科

境クリニック 境町長井戸287-1 0280-87-6500 内科、外科、整形外科、胃腸科、リハビリ科、肛門科

中村医院 境町若林 2256 0280-86-5201 内科、外科、胃腸科、小児科、内視鏡科

ぬまじり医院 境町長井戸247 0280-81-3360 内科、外科、胃腸科、皮膚科、肛門科

村田医院 境町452-1 0280-87-0066 内科、消化器科、胃腸科、小児科

優心会クリニック 境町193 0280-81-1617 内科、循環器科、整形外科、リハビリテーション科

境町・あだち眼科 境町38-3　
ウエルシア境町店 2 階 0280-81-1600 眼科

いとが眼科 境町178-12 0280-87-5558 眼科
あかおぎ整形外科
クリニック 境町上小橋79-7 0280-81-3524 整形外科

救急救命センター

病床数 358 床 一般 356 床
感染症 ２床

県西地区県西地区※※

最大クラス！最大クラス！ （　）
※ 境町、古河市、 

結城市、筑西市、 
坂東市、常総市、 
下妻市、桜川市、 
八千代町、五霞町 
の10 市町。
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▼ 

支
援
体
制

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

生き生き支援体制

▲

町の介護サービス提供事業者
■境町社会福祉協議会【通所介護、訪問介護】
■茨城西南医療センター病院【訪問看護】
■ JA 茨城むつみデイサービスセンターぬくもり【通所介護、訪問介護】
■ファミール境【通所介護、短期入所、特別養護老人ホーム】
■境町メディカルピクニック【通所リハビリ、短期入所、介護老人保健施設】
■夢彩の舎【通所リハビリ、短期入所、介護老人保健施設】
■はるケアサービス【訪問介護】
■光

こうふうきろう
風貴楼【通所介護】

■介護支援センターたんぽぽ【通所介護、訪問介護】
■デイサービスなかよしホーム【通所介護、訪問介護】
■介護サービス花みずき【通所介護】
■たいようの家【通所介護】
■さくらケアサービス【訪問介護】
■まごころケアサービス【訪問介護】
■県西さわやか【グループホーム（認知症の方のみ）】
■さとのこハウス境【グループホーム（認知症の方のみ）】
■燦

さんさん
燦【グループホーム（認知症の方のみ）】

▲

障がいのある方へ
■境町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
　……補聴器の購入費の10 分の 9 を補助。

※ 軽度・中等度の難聴児に対し、言語や社会性
の発達支援を行います。

■障害者手帳交付申請時の診断書代の助成
　……半額を補助（上限額 5,000 円）。
■指定難病特定医療費助成制度
　……上限額 月 3,000 円。
■地域生活支援事業
　……日常生活用具等を給付（紙おむつ等）。

▲ �

健康づくり、地域の活性化のために�
「ＤＨＣ」と包括連携協定を締結

▲
�高齢者を支援するサービスが
充実しています

▲ �

介護施設や補助事業で生活を
サポートします

敬老祝い金
長寿記念品

長寿の節目を迎えた
みなさんに記念品を

贈ります

緊急通報
サービス

急病、事故等で援助を
必要とする場合に
消防署へ通報する

システムの設 置
配食

サービス
配食サービスを

行うことで
安 否を確認します

町単独の町単独の
補助事業補助事業

ひとり暮らしひとり暮らし
でも安心♪でも安心♪

境町はＤＨＣ（株式会社ディーエイチシー）と提携し、健康増進
や健康寿命を伸ばすための取り組み、さしま茶をはじめとした町の
名産品を活用したサプリ開発など、地域の活性化を積極的に行って
いきます。

介護サービス施設 17カ所
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４月

５月　
７月

８月
10月
11月

１月

２月

塚崎の獅子舞

さかい菜の花フェスティバル

さしま茶新茶まつり

塚崎の獅子舞

さかいふるさと祭り

いかだレース

花火大会

少年スポーツ大会（綱引き）

総合美術展

町民運動会

町民祭

町民祭文化展

塚崎の獅子舞

成人式

境達磨市

生涯学習フェスティバル

境町の自慢エトセトラ♪エトセトラ♪

  「高瀬舟」は、江戸時代中期から明治時代にかけて、物
資を東北地方から利根川、江戸川を通じて江戸へ送る重要
な役割を果たし、「河岸のまちさかい」の発展を支えてきま
した。「高瀬舟さかい丸」は、その往時をしのび、現代風に
蘇らせた観光遊覧船です。

次世代のサッカー選手育成のため、「スポー
ツ振興くじ（toto）助成金」※を受け平成28
年に人工芝化、照明の整備を実施しました。
※ スポーツ振興くじ（toto）助成金 …… 地域のスポーツ振興や施設整備などを支

援する日本スポーツ振興センターが、toto の販売によって得られる収益を原資
とする助成金で、平成 27 年度は全国 2,384 件の事業に総額約 161億円が交
付されました。

利根川大花火大会
毎年７月に実施される、「さかいふるさと祭り」のメインイ

ベント。令和元年度は、２万３千発の花火を打ち上げました。
利根川河川敷から打ち上げられる花火と音楽をシンクロさ
せた、ダイナミックかつ繊細な音楽花火や、間近で打ち上
がるスターマインが夏の暑さを忘れるひと時を演出します。

重心移動によって動きを制御し、近未来を体感できる電
動立ち乗り二輪車。日本では珍しいオフロードタイプで、セ
グウェイ・ジャパン公認のインストラクターの親切丁寧な指
導のもと、自然豊かな景色を眺めながらのんびりと河川敷
をドライブすることができます。

２万発以上の２万発以上の
大花火大会大花火大会

ナイター利用ナイター利用
人工芝人工芝

サッカー場サッカー場

▼ 

町
の
自
慢

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

高瀬舟さかい丸

セグウェイ

境町サッカー場

年 間 行 事
楽しさ楽しさ
いっぱい！いっぱい！
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日本一の「さしま茶」
「さしま茶」は境町、坂東市、古河市、常総市、八千代町の３市２町で生産される日

本茶です。その歴史は古く、江戸時代初期に始まったとされており、日本で初めて海外
輸出されたお茶として歴史にその名を残しています。近年では、時代の変化に合わせて、
ペットボトルでの販売や、紅茶などの発酵茶の生産、さらには海外への輸出再開など様々
な試みが行われており、境町の若手生産者が全国や世界で大賞に輝いています。

2011年　第15回全国手もみ製茶技術競技大会　最優秀賞

2015 年　第19回全国手もみ製茶技術競技大会　最優秀賞

2008 年　世界緑茶コンテスト		 最高金賞

2015年　日本茶 AWARD2015	 ラチナ大賞（香りのお茶部門）

野口 公輝さん
（野口園代表）

飯田 耕平さん
（飯田園代表）

木村 昇さん
（木村製茶工場代表）

最
優
秀
賞

最
高
金
賞

日本一の手もみ茶
香り高い烏龍茶
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境町フィルムコミッション
町を舞台に様々なメディアの撮影が行われています

撮影日 作品名（媒体） 主な出演者 ロケ地

2015 4/16 いばキラTV VISIT IBARAKI
菜の花 [4K]（Web） 利根川河川敷菜の花畑

5/14 うぃーくえんど茨城境町編
（情報ガイド） リポーターさかいちゃん 道の駅さかい

5/21 かざみしずか PV（PV） 風見穏香 道の駅さかい、利根川河川敷など

6/6 花咲舞が黙ってない（ドラマ） 杏、上川隆也、大和田獏、
土屋美穂子 キャベツ畑、栄橋など（塚崎）

6/6 ナポレオンの村（ドラマ） 唐沢寿明、麻生久美子 境町役場庁舎

6/27・28 超特急 PV（PV） 超特急、カイ 丸共製材資材置場

7/3 世界おもしろ通販
（バラエティ番組） ロバート馬場 利根川河川敷

7/19 おーい！ひろいき村
（バラエティ番組）

篠原信一、庄司智春、
しずちゃん、石井一久 利根川河川敷

7/27 いばらき　いいね！発見ナビ
（情報番組） NHK 水戸放送アナウンサー 利根川河川敷

8/18・19 仮面ライダードライブ （ドラマ） 竹内涼真、内田理央 さしま環境センターごみ処理場跡地

8/14・27 仮面女子映画（ミニ映画） 仮面女子 6 名 さしま環境センターごみ処理場跡地

9/4 HAPPY ランチ
（ラジオ・インタ－ネットTV） 町内飲食店各店主 町内飲食店多数

10/18 昼めし旅 （バラエティ番組） 庄司智春 荒井川魚店、野村進さん宅など

11/26 BAD DAY（専門学校卒業制作・
ところざわ学生映画祭入選） さしま環境センターごみ処理場跡地

2016 1/14・15 怪盗　山猫　第 3 話（ドラマ） 亀梨和也、菜々緒、中村静香 さしま環境センター

4/8 AC ジャパン（CM） 塚崎・大山さん宅 、伏木・中村屋、
若林・中村さん宅

4/25 CROW'S BLOOD
（Webドラマ） 宮脇咲良、マイコ 池田医院（産婦人科）

5/3・6、
6/12・13 お迎えデス。第6話（ドラマ） 福士蒼太、鈴木亮平、門脇麦 旭化成グラウンド、

さしま環境センターグラウンド

5/8・9 野村證券（WebCM） 紅甘、古賀清、近藤さつき 若林・鈴木さん宅

7/26・30、
8/7・21

NHK「スニッファー」
（ドラマ） 阿部寛、香川照之、劇団ひとり 稲毛田商事スクラップ置場、

さしま環境センターごみ処理場跡地

9/6～
10/30

とげ 小市民 倉永晴之の逆襲 
（ドラマ） 田辺誠一、西田尚美、山口良一 境町役場庁舎ほか

9/22・23・
30

仮面ライダーエグゼイド 第６話
（ドラマ） 飯島寛騎、松田るか、松本享恭 さしま環境センターごみ処理場跡地

境町を全国の皆さんに知ってもらう、撮影に訪れる皆さんに境町のおいしいものを
食べてもらう、いいところを知ってもらうため、メディアへの PRを積極的に行っています。▼ 

町
の
自
慢

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki
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太陽光発電
電気も地産地消。

太陽光発電の収入に
よる新たな財源も

創出しています

水素自動車
茨城県内の市町村初導入。

水素を燃料として走る
クリーンな次世代自動車

リノベーション
エコなリサイクル建材を

使用して町の施設の
共用部をリノベーション

環境にやさしいまちづくり
HONDA�スマート水素ステーション

トヨタ自動車「MIRAI」

「境町文化村」リノベーション

「スマート水素ステーション」
とは、水と電気から水素燃料を
生成し、燃料電池車に供給する
設備です。水素発電は有害なガ
スを排出しないため、クリーンな
エネルギーとしてさまざまな分
野での利用が期待されています。

水素自動車（FCV）は、水素を燃料と
して空気中の酸素との化学反応により発
生する電気により走行し、有害なガスや
CO2 を一切排出せず、排出物は水のみ
というクリーンな次世代自動車です。１回
３分程度の水素補給によりフル充填した
場合、約 650㎞の走行が可能です。

通常走行のほか、災害時には非常用電
源としても活用することができます。

使用しているリサイクル建材は優
れた保水力があり、内部に雨水を
貯め、その打ち水効果で路面、表
面を冷却する効果があります。

さらに緑化部分を増やし、エコ
で使いやすい場所へとリノベーショ
ン※しました。
※ リノベーション……既存の構造をそのまま利用

し、新たな機能や付加価値を付け加える改修
工事。

太陽光発電会社を設立
し、町内施設 37 箇所に
太陽光パネルを設置。太
陽光発電事業を積極的に
推進しています。今後も環
境への取り組みを進めてい
きます。

スマート水素
ステーション

北関東初の取り組み
平成 29 年２月設置

▼ 

環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

For You*Sakai Tow
n,Ibaraki

町内に町内に
37箇所37箇所

究極の究極の
エコカーエコカー

平成28年度平成28年度
茨茨城県まちづくり城県まちづくり
グリーンリボン賞グリーンリボン賞

受賞受賞
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茨城県境町は立地条件が
良いだけの町ではありません

Voice!
ようこそ
境町へ

W E L C O M E  T O W N  O F  S A K A I

さかいじゅうナビゲーター（境町役場 地方創生課）

〒306-0495　茨城県猿島郡境町 391-1　
0280-81-1309（月〜金 8:30 〜17:15 ※土日祝日・年末年始を除く）　
0280-86-7521（24 時間 OK ）

↓↓↓メールでもお気軽にお問合せください。↓↓↓

sakai junavi@town.ibaraki-sakai.lg.jp
https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/（右の QR コードからアクセスできます）　

境町は利根川・江戸川の恵まれた自然環境と豊かな歴史・文化に育まれ
ながら、茨城県西部・猿島郡の中心地として発展を遂げ、平成 27年に合併
60周年という節目を迎えました。この地域の宝を磨き、絆を生かしながら、
町民のみなさまとともに知恵を出し合い、勇気を持って新しい時代のまちづく
りに取り組んでいるところです。

平成27年3月には待望の圏央道境古河 ICが開通し、都心や中部・関西
方面へのアクセスも容易になりました。

人口約2万5千人の小さな町ですが、多くのみなさまに境町に来ていただ
けるよう、各種施策に取り組んでおります。

このたびの出会いが、境町に興味を持っていただく一助になれば幸いです。
ぜひ、境町へお越しください。心よりお待ちしております。

境町長　橋本　正裕

茨城県

埼玉県

栃木県

千葉県

神奈川県

東京都

群馬県

千葉と埼玉の県境にある

いばらき県の
小さな町

境町に
どうぞお越しください

お
問
合
せ
先

WELCOME!
TOWNOFSAKAI

大子町大子町

東海村東海村

ひたちなか市ひたちなか市

大洗町大洗町

鉾田市鉾田市

那珂市那珂市
城里町城里町

笠間市笠間市
桜川市桜川市

筑西市筑西市
結城市結城市

古河市古河市

境町境町五霞町五霞町

八千代町八千代町

坂東市坂東市
常総市常総市 つくば市つくば市

つくばみらい市つくばみらい市

守谷市守谷市
取手市取手市

利根町利根町 河内町河内町

美浦村美浦村

稲敷市稲敷市
龍ヶ崎市龍ヶ崎市

牛久市牛久市

阿見町阿見町

土浦市土浦市
かすみがうら市かすみがうら市

行方市行方市

潮来市潮来市

鹿嶋市鹿嶋市

神栖市神栖市

下妻市下妻市

石岡市石岡市

水戸市水戸市

茨城町茨城町

小美玉市小美玉市

常陸大宮市
常陸太田市

北茨城市

高萩市

日立市


