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令和 3年 8月 17日、国から茨城県に対して

境町民のみなさまへのお願い

緊急事態宣言

８/20（金）～ 9/12（日）
期間

が発令されました

〇三密（密閉・密集・密接）を避ける

〇不要不急の外出や移動はしない

〇感染症対策をしっかり
買い物や病院など必要な外出は、最少人数・最短時間で行きましょう

ソーシャルディスタンス・マスクの着用・手洗いをしっかり行いましょう

たくさん人があつまる場所、イベント・会合などの集まりに行かないでください

新型コロナウイルスの急速な感染拡大に伴い、国が茨城県に緊急事態宣言を発令しました。
町民の皆さまにはご不便をおかけしますが、新型コロナウイルスの危機を一刻も早く収束
させるため、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
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緊急事態宣言発令
境町では、感染拡大防止のため、また、万が一感染したときに町
民の皆さんが安心して療養できるよう、新型コロナウイルス対策
を行っていきます。

　新型コロナウイルスに感染し自宅療養が必要な方
で、家族への感染を避けたい等、避難先を必要とす
る方に向け、境町のホテル「スタンバイリーグさか
い」の無料貸し出を行います。（宿泊のみ。医療従
事者の常駐はありません。）
　ご利用方法については、追ってお知らせいたしま
す。

　コロナ禍の影響を受けている非正規の方や、就活中
の方、内定を取り消された方等へ向け、会計年度任用
職員の募集を行います。

採用予定人数：若干名
職　種：一般行政職（会計年度任用職員）
任期：�令和 3年 9月 15日（水）から令和 4年 3月

31日（木）まで
申込締切：令和 3年 8月 31日 ( 火 ) 午後 5時まで

　新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響
が強まる中、町の商店を応援するため、プレミアム
付商品券「さかエール！！」を販売します。今回は
50％のプレミアムが付き大変お得です。
　また、前回、65歳以上と 18歳以下が配布対象だっ
た 3,000 円の商品券配布を、今回は若者世代応援券
として 19歳から 29歳まで配布対象を拡大して行い
ます。財源は、寄付額が６年連続茨城県 1位となった
ふるさと納税を活用します。

　　詳しくは裏表紙をご覧ください !

　三密を避け、新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、テレワーク・ローテーション勤務・夏季休
暇取得の推進により、出勤者５割削減を目指します。
ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

公共施設の休館や利用停止につ
いても国から要請があったこと
から、公共施設・公園等を休止
等の対応とさせていただきます。

境町
公式サイトで
情報発信中
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申込方法等、詳細は公式サイトを
ご確認ください

　これまで PCR検査は 65歳
以上が国の助成金の対象でした
が、境町では独自に 64歳以下
の町民（税滞納者を除く）にも
補助を行います。これにより、
自己負担 3,000 円で PCR検査
を受けることができるようにな
ります。

　新型コロナウイルス感染症の健康観察や重症度診
断では、血中の酸素飽和度が着目されています。こ
の血中酸素飽和度を測定できるパルスオキシメー
ターについて、購入費用を助成します。

■�助成額�
購入額の 50%（上限 5,000 円）

　また、医療用のパルスオキシメーターの品薄が
続いていることから、町の薬局にご連携いただき、
200台を確保しました。購入できる店舗等について
は、追ってお知らせいたします。

　町内の小中学校について、9月 10日（金）まで臨
時休業します。１・２・３日にオンライン�授業�に�向�
け�、タブレットやWi-Fi ルータ配布などの�準備�を進
め、準備ができた学校から、順次、緊急事態宣言中の
10日まで、オンライン授業を実施します。

緊急事態宣言最終日
町内小中学校臨時休業

オンライン授業９月

茨城県の感染者数
令和3年 8月 22日時点

2

64 歳以下の町民に対して
PCR検査費用を補助します

パルスオキシメーター
購入費用を補助します！コロナ対策クーポン券事業第２弾

コロナ禍における就職難救済

感染拡大を防止するため、全職員
の5割をテレワーク勤務等とします

ホテル「スタンバイリーグ」
を療養所として貸し出します町立小中学校を 9月 1日から 12日

まで、オンライン授業に切り替え

入場制限
道の駅さかい
今の取組を継続
保育園・認定こども園
今の取組を継続・学校臨時休業期間は休止
放課後児童クラブ
境町民のみの利用に限る
スタンバイリーグさかい
S-Work+Kids（キッズハウスさかい）
S-Study&Heart（英語塾）
伏木児童公園
はなの木公園
けやき公園
さくらの森パーク
さくらの丘公園
ニコニコパーク
休止
SAKAI�Teniss�Court2020
S-Study&Heart（フィットネス）
勤労青少年ホーム
文化村公民館
総合運動場
町民体育館
武道館
サッカー場
歴史民俗資料館
アーバンスポーツパーク
ホッケーフィールド
ふれあいの里
中央公民館
伏木文化センター
S-Gallery
さしま環境センター関連施設
ふれあいの里
猿山公園
下砂井親水公園
一ノ谷農村広場
百戸農村広場
塚崎一区農村広場
稲尾農村広場
志鳥農村公園
横塚子どもの広場
町営住宅・サンコーボラス（遊具）
アイレットハウス（遊具）

〇�屋外であっても人との接触を避け、マスク
や手洗いの感染防止対策を行いましょう

〇人の多い公園は避けてください
〇�子ども同士で集まって遊ぶのはやめましょ
う

新規感染者 188人を記録した７月 28日から
爆発的に感染数が増え続け、
これまでとは比べ物にならない数の感染者が
確認されており大ピンチな状況です。

■�検査方法�
①���事前申し込みによる検査�
境町保健センターに申し込み、指定日に検体（唾
液）を採取します。

　②�陽性者が出た場合の緊急検査�
職場等、近い所で陽性者が出たときに、保健所
から濃厚接触判定を受けなかった方で、検査を
希望する場合、職場等にて検体を採取します。

　申込方法などの詳細は広報紙や境町公式サイトな
どでお知らせいたします。

公共施設・公園等の利用状況

スタンバイリーグさかい（蛇池７０６−１）

拡充
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食べて！ 買って！ 使って！

10月上旬
販売開始

さらに！ 高齢者応援券
65歳以上の町民の方

18 歳以下の町民の方

19 歳以上 29 歳以下の町民の方

子育て世帯応援券

若者世代応援券

境町新型コロナウイルス対策緊急経済支援対策プロジェクト

境町のお店を応援しよう！

発行総額

発行総額3,950万円

5,000円で 使える！
50％
おトク

限定１万２千セット !!

地元商店で使える商品券

プレミアム付商品券

さかエール！！
( 仮）

９,000万円

さかいまち

地元応援券
3,000円分
配布します !!

円分

第2弾

詳細は追って境町広報紙や、境町公式サイトでお知らせします。
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