
公
公共交通

商
商工・観光

子
子育て支援

級 レベル 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3
２級 高校卒業 1 1
準 2級 高校中級 1 4 20
３級 中学卒業 1 3 7 48 68
４級 中学中級 3 4 15 30 57 93 68
５級 中学初級 1 2 11 32 58 206 96 54 25

街なかに再び賑わいと
更なる活気を創出するために

スケートボードパーク整備事業　２億 2,476 万円 さかいまちかどカフェ整備事業　6,170 万

国の補助金＋地方債＋ふるさと納税も活用 国の補助金＋地方債＋ふるさと納税も活用

隈研吾氏設計、全国市町村で最多となる
６施設目が完成！

世界大会の開催が可能なレベルのアーバン
スポーツパークが完成しました！

　本年３月、東京五輪の会場
である有明アーバンスポーツ
パークや W 杯のパークを手
がけるフランス ハリケーン
社による、世界大会の開催
が可能なレベルのアーバンス
ポーツパークが完成しました

（常設としては日本初）。

　全国の市町村で最多となる隈
氏設計の建築物６施設目として

「Ｓ－ブランド」が完成しました。
本施設は、町の新たな特産品と
して S-Lab で開発した干し芋を
ブランディングし、関連商品の
販売や、カフェメニューを提供
する店舗として運営されます。

防
防災安全

住民の安全・安心を守り
安心して暮らせるまちをつくる

ご家庭の防犯力をUP! 家庭用防犯カメラ
設置に 1台 1万 5千円を助成します！

ふるさと納税も活用

防犯カメラ設置助成事業　108万円（令和 2年度 72台設置）

　茨城県初となる家庭用防犯カ
メラの購入費用の一部（1 台 1
万 5 千円を上限）の補助を実施
しました。防犯カメラ設置前に
役場への申請が必要となります
ので、詳細は役場防災安全課ま

でお問い合わせ下さい。（81-1308）　

近年増加する「あおり運転」に備えを！
ドライブレコーダー導入を推進します！

　茨城県初となるドライブレ
コーダーの購入費用の一部（1
台１万円を上限）の補助を実施
しました。申請方法等につきま
しては、役場防災安全課までお
問い合わせ下さい。（81-1308）

ふるさと納税も活用

ドライブレコーダー購入費助成事業　155万円（令和２年度159 台設置）

隈研吾氏設計
第６弾

「S- ブランド」境町 1459－１　　

「誰もが生活の足に困らない町」を
目指します！

全国初の公道常時運行！

県の補助金+ふるさと納税も活用

自動運転バス運行事業　1億 68万円 全国
初

　ソフトバンク株式会社の子会社である BOLDLY
株式会社（ボードリー）と株式会社マクニカの協力
の下、令和２年 11 月 26 日から自治体として国内
で初めて自動運転バスの公道での常時運行を開始
しました。第１期ルートとして、河岸の駅さかい～
郵便局～茨城西南医療センター病院～シンパシー
ホール間の運行を実施し、令和 3 年３月３１日まで
に延べ約 1,400 名の方にご利用いただきました。
今後も「誰もが生活の足に困らない町」を目指し、
ルートの拡充等を実施していきます。

朝日バス古河路線運行補助金　297万円

バス運行費を補助！
　公共交通網を
維 持 す る た め、
朝日自動車株式
会社が運行する
境車庫～釈迦～
古河駅西口線路
線バスの運行費
を補助していま
す。

令和 2 年度  主な事業

子育て世帯が安心して
育み・暮らせるまちづくり

　子どもを産み育てやすい
環境を作るため、子どもを
２人以上持つ世帯において、
第１子の子どもの年齢や保
護者の所得に関わらず、第
２子以降の子どもが保育所
などを利用する場合の保育

料について、町独自に無償化を実施しています。

　猿島小学校、静小学校及
び森戸小学校に通学する半
径２ｋｍ以上の地域の全学
年児童を対象に、スクール
バスの運行を開始しました。

ふるさと納税も活用

ふるさと納税も活用

第２子以降の保育料無償！

3 歳以上児童の給食（副食費・主食費）
無償化！　所得制限なし！

　保護者の子育ての不安感等を緩和し、
子どもの健やかな育ちを支援する拠点
と併せて、子どもを遊ばせながら安心
して仕事ができる場所（コワーキング）
の運営を有限会社モーハウスの系列会
社（NPO 法人子連れスタイル推進協会）
へ委託しました。　

子連れコワーキングスペースの利用を促進
し、子育てと仕事の両立を支援します！

スクールバス拡充！
3年間の英検合格者数

県の補助金+ふるさと納税も活用

さかい子育て支援センター運営事業　2,071 万円

境町スクールバス事業　1,445 万円

ふるさと納税も活用

第２子以降保育料無償化事業　1,191 万円

保育園・認定こども園副食費・主食費無償化
補助事業 2,193 万円

さかい子育て支援センター「Ｓ- ＷＯＲＫ+ＫＩＤＳ」
境町 38－1

新規新規

　幼児教育・保育無
償化（国の施策）の
対象となる３～５歳
児の給食費について、
児童一人当たり月額
5,300 円（ 所 得 制 限
なし）を補助。幼保
無償化により、これ

まで保育料に含まれていた給食費が保護者負担となるところ、
境町では給食費の無償化を実現しました。

新規

学
教育充実

子ども達のため
質の高い教育
環境を整えます！

自然の木目を基調とした建物に
リノベーションされました！

国の補助金＋地方債＋ふるさと納税も活用

境小学校校舎大規模改造事業　3億 7,438 万円 新規

英語力チャレンジUP事業

ふるさと納税も活用

英語検定補助事業　206万円

　　　　　　　    　　　　　　　

　小学６年生、中学３年生及び
英検受験希望者に対して、年 1
回を上限として受験料の全額補
助を実施し、受験に係る負担を
軽減しました。
　事業を開始した平成 30 年度

から、令和 2 年度までの３年間で、境町の小学生 366 人が英検
５級（中学初級）以上を保有、６年生の３人に１人が英検合格
しています。中３の英検取得率は 31.9% で、県平均の 30.6%
を上回っています！

小１小２で中学初級の
５級に合格する子も！！

　今回の大規模リノベーション
では、境町の目指す「自然と近
未来が体験できるまち」がコン
セプトになっており、安全で快
適な教育環境を整備するととも
に、新しくエレベーターを設置

したことで利便性も向上しました。
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