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　青少年健全育成さかい町民の
会会費については、例年、普通
会費 ( 一戸：300 円 )、賛助会費
( 一口：5,000 円 ) のご協力を町
民の皆さんからいただいていま
す。
　今年度については、昨年度に
引き続き、新型コロナウイルス
感染症により活動を縮小して行
うため、普通会費・賛助会費を
徴収しないことになりましたの
でお知らせします。

生涯学習課
　電話 81-1326

7 月の納税

固定資産税　2 期
国民健康保険税　1 期
後期高齢者医療保険料　１期
介護保険料　１期
納期限日：8 月 1 日（月）
※ 口座振替をご利用の方は、預金

残高のご確認をお願いします。
＜土曜・日曜・祝日の納税＞
土日祝日の閉庁時も、日直が税
金をお預かりします。
※領収書は後日郵送します。

税務課　電話 81-1302
　保険年金課　電話 81-1306
　介護福祉課　電話 81-1323

第 1032回出会いパーティー参加者募集

・ マスクは必ず着用
してください。

・ 飲み物は持参くだ
さい。
※ �37.5℃以上の方、
体調のすぐれない
方は参加をお控え
ください。

境古河ＩＣ周辺地区内の町名及び地番が変更になりました

　現在、土地区画整理事業が進められている境古河ＩＣ周辺地区に
おいて、「令和４年６月 10 日（金）付で土地区画整理法第 103 条
第４項の規定による換地処分が公告されました。これにより区域内
の町名が変更となり新地番が付きました。
　新町名は、「みらい平一丁目」「みらい平二丁目」になります。
　引き続き、圏央道境古河インターチェンジ周辺開発へのご理解と
ご協力をお願いします。

みらい平一丁目

みらい平二丁目

企業立地推進室　電話 81-1304

青少年健全育成さかい町民
の会会費についてのご案内

◆持ち物　身分証明書（運転免許証等）、飲み物
◆申込方法　開催日の 2 日前までにホームペー
ジ、電話、FAX のいずれかで申込み
◆申込受付　火・金 15：00 ～ 17：00、
土・日 10：00 ～ 16：00（月・水・木定休）
※キャンセルは必ずご連絡ください。
※ 前日・当日・無断キャンセルの場合は、キャン

セル料1,000 円が発生します。
◆後援　（一社 ) いばらき出会いサポートセンター

NPO 法人　ベル・サポート境　
　　電話 87-7085 もしくは 090-3140-2580（倉持）
　　FAX 33-8176　ホームページ http://www.bell-support.net

圏央道

スタンバイ
リーグさかい 国道 354 号

バイパス

境古河 IC
料金所

県道
結城野田線

日　時 場　所 対　象　者 参加費

7 月 31 日（日）
14：00 ～ 16：00

（受付 13：15 ～）

結城市民文化
センターアクロス

（結城市中央町 2-2）

A コース　独身
男・女とも５名ずつ
30 ～ 40 歳代の方

男性
3,000 円
女性
1,000 円

B コース　独身
男・女とも５名ずつ
50 歳以上の方
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国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証が更新になります

　現在使用している国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は、有効期限が７月31日（日）となっています。
令和 4年度分の新しい保険証を郵送しますので 8月1日（月）からは、新しい保険証を使用ください。保険証
が届かなかった場合には、役場保険年金課へご連絡ください。
　また、国民健康保険証と後期高齢者医療保険証で配達方法が異なります。
◆配達方法　

〈国民健康保険証〉　簡易書留　対面手渡しでの受け取りとなります。不在の場合は数回訪問後に不在票が投　
　　　　　　　　　　　　　　函されます。再配達は不在票の電話番号へ問合せください。

〈後期高齢者医療保険証〉　 特定記録郵便　自宅の郵便ポストへ投函されますが、配達の記録を追跡できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ 有効期限が 7月31日までの保険証は、8月1日以降は使用できませんので、必ず処分してください。
※ 国保の新しい保険証が届いた方で、社会保険等に加入した方は国保喪失の手続きが必要となります。保険年

金課まで問合せください。
◎後期高齢者医療保険証の有効期限は令和 4年 9月30日（金）までです。
　令和４年 10 月より、 一定以上の所得のある後期高齢者医療保険加入の方は、現役並み所得者（窓口負担割
合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。そのため、7 月に配達される保険証の有効期限は
一律で 8 月1日から 9 月 30 日までとなります。10 月以降の保険証は改めて郵送します。
※限度額適用・標準負担額減額認定証（黄色）及び限度額認定証（青色）の有効期限については令和 4 年 8
月1日から令和 5 年 7 月 31日までです。

【窓口負担が 2 割になる背景】
▪令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
▪後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫）の負担（支援金）となっていて、　　 
　今後も拡大していく見通しとなっています。
▪今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

【窓口負担割合２割の判定】
　窓口負担が 2 割になるかどうかは、下記の流れで判定します。

現役並み所得者※に該当するか

後期高齢者医療被保険者の方のうち課税所得が
28 万円以上の方がいるか

世帯に後期高齢者医療被保険者の方が２人以上いるか

「年金収入＋その他の合計所得金
額」が 200 万円以上か

「年金収入＋その他の合計所得金
額」の合計が 320 万円以上か

200 万円
未満

200 万円
以上

320 万円
以上

320 万円
未満

該当する

いない いる

2 人以上1 人だけ

該当しない
※課税所得 145 万円以上で、医療費の窓口負担が 3 割の方

世帯全員が
1 割 1割 世帯全員が

1 割
世帯全員が
2 割

世帯全員が
３割 2割
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◎国民健康保険税の賦課方式が、従来の 4方式（平等割・均等割・所得割・資産割）から 2方式（均等割・
所得割）に変わります

 

◎国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の賦課限度額が変わります

◆国民健康保険税賦課限度額                                        ◆後期高齢者医療保険料賦課限度額

【国保制度・後期について】　保険年金課　電話 81-1306
　【国保税について】　税務課町民税係（国保税担当）　電話 81-1302

国民健康保険限度額適用認定証等のご案内

　現在使用している国民健康保険限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、
7 月 31日（日）となっています。更新及び交付を希望する方は、申請が必要となります。
　ただし、所得審査がありますので、所得内容によっては認定区分が変更になる場合があります。
 ※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の食事療養費の自己負担額が減
額、 高額療養費の自己負担限度額が低くなります。

保険年金課　電話 81-1306

【窓口負担が 2 割になる方には、負担を抑える配慮措置があります】
▪令和 4 年 10 月 1 日の施行後 3 年間 （ 令和 7 年 9 月 30 日まで）は、2 割負担となる方について、1 カ月の
外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑えます（入院の医療費は対象外）。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、
１カ月の負担増を 3,000 円までに抑えるための差額を払い戻し。
▪配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、後日払い戻します。
◆配慮措置が適用される場合の計算方法

【国保 ･ 後期について】　保険年金課　電話 81-1306
　【後期について】茨城県後期高齢者医療広域連合　電話 029-309-1212
　【後期制度改正の見直しの背景等について】厚生労働省コールセンター　電話 0120-002-719

国保税の賦課方式・保険税（料）賦課限度額が変わります

窓口負担割合１割のとき① 5,000 円
窓口負担割合 2 割のとき② 10,000 円

負担増③（②－①） 5,000 円
窓口負担増の上限④ 3,000 円
払い戻し等（③－④） 2,000 円

配慮措置

1 カ月 5,000 円負担増を
3,000 円までに抑えます。

4 方式（令和 3 年度まで）
区分 医療給付分 後期支援金分 介護給付分

平等割（円） 20,000 7,000 5,000

均等割（円） 20,000 7,000 8,000

所得割（％） 7.5 3.1 2.6

資産割（％） 26.2 9.6 5.6

2 方式（令和 4 年度から）
医療給付分 後期支援金分 介護給付分

－ － －

35,000 14,000 14,000

7.2 2.4 1.8

－ － －

➡

国民健康
保険税

令和 3 年度 令和 4 年度

99 万円 102 万円
後期高齢者医療

保険料
令和 3 年度 令和 4 年度

64 万円 66 万円

※後期高齢者医療保険料の賦課方式、税率は従来と変わりありません。
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募集種目 応　募　資　格 受 付 期 間 試　験　日　時

自衛官候補生 採用予定月の 1 日現在、
18 歳以上 33 歳未満の方 随時募集中 受付時にお知らせ

一般曹候補生 採用予定月の 1 日現在、
18 歳以上 33 歳未満の方

7 月1日（金）
～ 9 月 5 日（月）まで※必着 一次 9 月15 日（木）～18 日（日）

のうち指定する1日

航空学生
（海上・航空）

海：18 歳以上 23 歳未満の方
空：18 歳以上 21 歳未満の方
※令和 4 年 4 月1日現在、上記年齢内
の方で、高卒者（見込含）または高専 3
年次修了者（見込含）

7 月1日（金）
～ 9 月 8 日（木）まで※必着 一次 9 月 19 日（月）

自衛官採用試験のご案内

　自衛官候補生、一般曹候補生、航空学生（海上・航空）を募集します。

※詳しくはホームページをご覧ください。
＜自衛官募集ホームページ＞ http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所　電話 0296-22-7239

シルバーリハビリ体操をやってみよう！シルバーリハビリ体操をやってみよう！

モデル：シルバーリハビリ体操指導士  渡辺 よう子さん
介護福祉課　電話 81-1323

目的：太ももの裏側のストレッチ片足あぐら片足あぐら

・ 伸ばした足の膝頭とつま先は天井を向くようにし　
ます。

・ 体を倒す際は、視線はつま先を見るようにして、　
背中が丸まらないようにしましょう。

・無理はせず、心地よいところまで伸ばしましょう。

ここがポイント

①床に、左足をのばし
て座ります。右足はあ
ぐらをかくように膝を
曲げ左足の膝の下に入
れます。

➡
➡

知ろう・語ろう・相談しよう！
オレンジカフェを開催します

　認知症の方やその家族、地域の方々が集まりお
茶を飲みながら一緒に楽しく過ごしませんか。お
気軽にご参加ください。（ミニ講話：フレイルにつ
いて）※フレイルとは加齢により心身が疲れやす
く、弱った状態をいいます。
◆日程　7 月 13 日（水）
◆時間　13：30 ～ 15：00
◆場所　境町社会福祉協議会　2 階多目的ホール
　　　　（長井戸 1681-1）
◆対象者　認知症の方やその家族、認知症に関心
　　　　　のある方等
◆申込方法　事前に電話で受付
※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止
となる場合があります。

介護福祉課　
　　電話 81-1323

②伸ばした左足が外側
に倒れないよう右手で
左膝を押さえます。

③左手ををまっすぐ前
に向けてゆっくりと体
を倒していきます。呼
吸は楽にして、15 秒
～ 20 秒その姿勢を保
ちながらゆっくりと維
持しましょう。
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各種相談（無料）

相談項目 日　時 場　所 問合せ先

法律相談
7 月 27 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：7 月 20 日（水）8：30 ～
※先着 8 名

境町中央公民館 2 階
小会議室 秘書広聴課　電話 81-1329

行政相談 7 月 26 日（火）9：00 ～10：00 境町社会福祉会館 秘書広聴課　電話 81-1329

消費生活相談

毎週月～金　9：00 ～ 17：00
予約日：相談日前日の 10：00 まで
※対面の他、リモートや電話での
　相談も可能です

まちづくり推進課
（役場 4 階）

まちづくり推進課
電話 81-1314

外国人相談
Foreigners 

desk

毎週月～金　9：30 ～ 17：00
※祝日除く

多文化共生推進室
（役場３階）

多文化共生推進室
電話 81-1320

Monday ～ Friday　9：30 ～ 17：00
※ Excluding National Holidays

Sakai Town Office 3F, 
Multicultural Promotion 
Office

Multicultural Promotion 
Office
Phone number 81-1320

子どもの
教育相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町教育委員会（役場 3 階）
文化村公民館教育支援セン
ター

境町教育委員会　
電話 86-6022
文化村公民館教育支援センター
電話 86-7844

認知症に関する
相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町地域包括支援センター
ファミール境
介護福祉課（役場 1 階）
境町社会福祉会館

境町地域包括支援センター
ファミール境　電話 87-7111
介護福祉課　電話 81-1323
境町社会福祉協議会
電話 87-2525

心配ごと相談
（身障相談も含む）

毎週火曜日　※祝日除く
13：00 ～ 16：00 境町社会福祉会館 境町社会福祉協議会

電話 87-2525

ＤＶ相談 毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 16：00 社会福祉課（役場 1 階） 社会福祉課　電話 81-1305

こころの
健康相談

7 月 9 日（土）・23 日（土）
8 月 6 日（土）
14：00 ～ 16：00
予約日：相談日前日の 10：00 まで

地域活動支援センター煌
きらめき

（坂東市）
地域活動支援センター煌
電話 0297-30-3071

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

社会福祉課（役場 1 階）
境町保健センター

社会福祉課　電話 81-1305
健康推進課　電話 87-8000

ひきこもり
専門相談

7 月15 日（金） 13：30 ～14：30
※要予約 古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068

ひきこもり
家族教室

7 月15 日（金）14：30 ～16：00
※初回のみ要予約 古河保健所 2 階大会議室 古河保健所　電話 32-3068

精神保健相談
7 月 20 日（水）14：00 ～
8 月 5 日（金）13：30 ～
※要予約

古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068
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◎熱中症を予防しよう
　暑さが厳しい季節となりまし
た。熱中症の予防のため、以下
のことに心がけましょう。
【こまめに水分を摂りましょう】
　一度にたくさんの水分を摂る
と尿として排泄されてしまうた
め、喉が渇いていなくても、少
しずつ頻回に摂るように心がけ
ましょう。
【塩分も必要です】
　コーヒー、お茶などカフェイ
ンを多く含むものは利尿作用が
あり、また、ミネラルウォーター
だけでは体に水分が吸収されに
くいため、麦茶やイオン飲料な
どがおすすめです。
【適切に冷房を使用しましょう】
　高温（28℃以上）でなくても、
湿度が 70％を超える時は注意が
必要です。

健康推進課（保健センター）
　電話 87-8000

健康推進課からのご案内

　個人事業税の口座振替納税は、公共料金と同じように預金口座から
自動的に納税ができ、安全で大変便利です。
　口座振替の申込みは、8 月に県税事務所から送付する納税通知書同
封の申込用ハガキで簡単に手続きができます。（ゆうちょ銀行は除く）
　ゆうちょ銀行での口座振替希望（別手続き）の方や、ご不明な点が
ある方は問合せください。

茨城県筑西県税事務所　総務課　管理担当
　電話 0296-24-9184

個人事業税の納税は便利な口座振替で

お気軽にご相談ください。

　相続、遺言、農地、VISA、各
種許認可申請など、暮らしのなか
の諸手続きに関する相談に、行政
書士がお答えします。お気軽にご
相談ください。※予約不要
◆日時　7 月 31日（日）
　　　　13：00 ～16：00
◆場所　境町中央公民館　
　　　　2 階小会議室

肥後　電話 090-3043-1916

行政書士無料なんでも相談会

　「働きたいけど、どうすればいいの？」など就職の悩みや不安を話
してみませんか。
　サポステでは、課題克服のための様々なセミナー、面接練習、履歴
書添削等を行っています。オンライン面談も実施中ですので、お気軽
にご利用ください。（現在、サポステにて無料パソコン講座実施中）
※就職先の斡旋はしていません。
※前日までの予約制。
◆ 日時　7 月 27 日（水）14：00 ～ 16：00
◆  場所　境町研修センター（境町商工会館となり）
◆対象者　就職に悩みがある 15 歳～ 49 歳までの方、または保護者・
　　　　　関係者
◆相談員　いばらき県西若者サポートステーション相談員

いばらき県西若者サポートステーション
　　電話 0296-54-6012（火～土 9：30 ～17：30）※日・月・祝を除く
　　ホームページ http://www.iw-saposute.org

働くことの無料相談会

◆申込方法　インターネット申込み
　　　　　　（https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html）
◆受付期間　7 月 5日（火）10：00～ 7月 14日（木）まで（受信有効）　
※ 詳しくは裁判所ウェブサイトまたは裁判所で配布している受験案内

をご覧いただくか、問合せください。
水戸地方裁判所事務局　総務課人事第一係

　電話 029-224-8417

◆試験日及び種目
試　験　日 試験種目

一次試験 9 月 11 日（日） 基礎能力試験（多肢選択式）
作文試験（記述式）

二次試験 10 月中旬～ 10 月下旬 人物試験（個別面接）

裁判所職員採用一般職試験のご案内
（裁判所事務官、高卒者区分）

熱中症に気を付けよう！

水分
塩分

冷房
◆受験資格　

（1） 令和 4 年 4 月 1 日において、高等学校または学校教育法に基づ
く中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して 2 年を経過して
いない方。及び令和 5 年 3 月までに高等学校または中等教育学
校を卒業する見込みの方。

（2） 最高裁判所が（1）に掲げる方に準ずると認める方※具体例など
詳しくは裁判所ウェブサイト内の採用情報ページをご覧ください。


