
Sakai town newsSakai town news　　お知らせ版お知らせ版 1

News

Sakai
town

Sakai town news
広報さかい

Sakai town web https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/

■発行／境町役場
■編集／秘書広聴課
〒 306-0495
茨城県猿島郡境町 391-1
電話 0280-81-1329

…申込み・申請　 …問合せ先

お知らせ版 2022
8.1号
No.488

　新学期の登校時立哨指導を下記日程で実施します。
◆立哨指導日　９月１日（木）、２日（金）
※定期立哨活動日は毎月 1 日（休日の場合は翌日）です。
※新型コロナウイルス感染防止のため、
日程が変更になる可能性があります。
　皆さんのご協力をお願いします。
　防災安全課　電話 81-1308　9 月 17 日（土）に利根川大花

火大会が 3 年ぶりに開催されま
す。これに伴い、町民の方への
優先先行販売を以下の通り実施
します。なお、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、境町役
場や道の駅でのチケット販売は
行いませんのでご注意ください。
◆町民優先先行販売日　
８月 13日（土）10：00～
19日（金）18：00まで
※ 20 日（土）以降は一般販売
となります。
◆販売方法　チケットサイト
イープラスを通して購入

【ウェブサイト】https://eplus.
jp/sakaihanabi2022-gentei/

境町観光協会　
　電話 81-1319

◆開催日　令和５年１月８日（日）【成人の日前日】
◆場所　境町中央公民館　講堂
◆時間　受付 9：40 ～
　　　　式典 10：30 ～
◆対象者　平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日生まれの方
※民法改正により、成人年齢が引き下げられましたが、境町では 20
歳の方を対象に成人式を行います。
※成人者で式典の運営等についてご協力いただける実行委員も募集し
ています。

生涯学習課　電話 81-1326

8 月の納税

町県民税　2 期
国民健康保険税　２期
後期高齢者医療保険料　２期
介護保険料　２期
納期限日：8 月 31日（水）
※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

児童扶養手当について

令和 5年第 68回境町成人式典のご案内

９月の立哨指導のご案内　境町交通安全母の会

利根川大花火大会チケットの
町民優先先行販売について

　児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じく
していない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長
のために支給される手当です。手当を受けている方は、毎年８月に現
況届を提出する必要があります。この届を提出しないと 11 月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
　なお、現在受給している方（支給停止者を含む）には現況届提出の
お知らせを７月末に送付しますので、必ず提出をしてください。
◆受付日　８月 22 日（月）～ 25 日（木）
※指定日にご都合が悪い方は、８月 12 日（金）から随時受付可能です。
◆受付場所・時間　子ども未来課（役場１階）
　　　　　　　　　9：00 ～ 17：00（休日を除く）
◎令和４年４月から手当の額が変更になりました

境町民専用
QR コード

本体額
全部支給 43,070 円
一部支給 43,060 円 ～ 10,160 円

第 2 子加算額
全部支給 10,170 円
一部支給 10,160 円 ～ 5,090 円

第 3 子以降加算額
全部支給 6,100 円
一部支給 6,090 円 ～ 3,050 円

子ども未来課　電話 81-1301
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令和 4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

在宅介護者に慰労金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、１世帯あたり 10 万円を給付します。
◆給付対象者　
令和 4 年 6 月 1 日において、境町の住民基本台帳に記録されている方で、次の（１）または（２）に該当
する世帯の世帯主となります。

（１）同一世帯の全員が令和 4 年度分の住民税均等割非課税である世帯（以下、非課税世帯とします。）
（２） 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和 4 年 1 月以降申請する月の前月までの家計が急変し、

同一世帯の全員が令和 4 年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世
帯（以下、家計急変世帯とします。）

◆給付対象外の世帯
① 令和 3 年度分の非課税世帯または家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯と同一の世帯及び当該世

帯の世帯主であった者を含む世帯
②令和 3 年度非課税世帯分給付金に該当し、未申請または支給を辞退した世帯
③住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
◆給付額　１世帯 10 万円　※支給は（１）、（２）のどちらか１回のみです。
◆申請方法　【令和 4 年度非課税世帯】　受付期間　8 月 1 日（月） ～ 10 月 31 日（月） 
　　　　　　境町から確認書を郵送します。必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて返送ください。
　　　　　　【家計急変世帯】　　　　　受付期間　6 月 1 日 （水）～ 9 月 30 日（金） 
　　　　　　申請が必要となります。詳細は社会福祉課まで問合せください。
※期間内に申請がないと、給付金の支給はできません。

社会福祉課　電話 81-1305

◎境町家族介護慰労事業　（国庫補助事業）
◆対象者　介護保険制度において、要介護 4・要介護 5 と認定されて
いる高齢者を在宅で介護する方のうち住民税非課税世帯に属する方
◆要件　令和 3 年 8 月 1 日から令和 4 年 7 月 31 日の一年間で介護
保険サービスを利用していないこと（一週間までのショートステイの
利用を除く）
◆支給金額　10 万円
◎境町在宅介護慰労金支給事業　（町単独事業）
◆対象者　介護保険制度において、要介護３以上と認定されている高
齢者を在宅で介護する方
◆要件 ( ①と②の両方を満たすこと )
① 令和 4 年 4 月 1 日～令和４年７月 31 日の間に、介護保険のサービ

スを利用していないこと（一週間までのショートステイの利用を除
く）

② 要介護４以上と認定された高齢者を在宅で介護する方のうち、家族
介護慰労事業を受給していないこと

◆支給金額　3 万円
<共通事項>
◆申請方法　令和４年８月 31日（水）までに、印
鑑と介護者の通帳を持参し介護福祉課にて申請して
ください。申請書の様式はホームページからもダウ
ンロードできます。
※介護保険料の未納がない方が対象となります。

介護福祉課 電話 81-1323

　認知症の方やそのご家族、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：熱中症について）
◆日程　8 月10 日（水）
◆時間　13：30 ～15：00
◆場所　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、そのご
家族、認知症に関心のある方等
◆申込方法　事前に電話にて受
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

知ろう・語ろう・相談しよ
う！オレンジカフェを開催
します
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申請はお済みですか~第十一回特別弔慰金~

　いばらき出会いサポートセン
ターは、県が労働団体と共同で
設立した団体で、結婚を希望す
る独身の方を対象に、会員登録
制によるパートナー探しの支援
を行っています。
　新たに導入した AI マッチング
システムの更なる利用促進を図
るため、女性を対象に、入会登
録料の無料キャンペーンを実施
します。詳しくは、センターの
ホームページをご覧ください。
◆対象者　対象期間中にセン
ターに入会登録する女性
◆対象期間　8 月 2 日（火）～
11 月１日（火）
◆キャンペーン内容　入会登
録 料（ 通 常 11,000 円 ま た は
22,000 円）が無料になります。
会員は 2 年間有効です。

いばらき出会いサポート
　　センター
　　電話 029-224-8888　
https://www.ibccnet.com

　国として改めて戦没者等の遺族の方々へ弔慰の意を表すため、第十一回特別弔慰金が支給されます。受給
には申請が必要です。　
◆対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 2 年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の
順番による先順位のご遺族お一人に支給。 
① 令和 2 年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 
②戦没者等の子 
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替

わります。
④上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◆請求期限　令和 5年 3月 31日まで（期限を過ぎると請求ができません。）
◆国債の額面　額面 25 万円　５年償還の記名国債

社会福祉課　電話 81-1305

いばらき出会いサポートセンター
「入会登録料無料キャンペーン」

高齢者を対象とした無料の歯科健康診査を実施します！

　高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、無料の歯
科健康診査を実施します。
◆期間　９月１日（木）～ 12 月 31 日（土）
※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。
◆対象者　茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、以下の生年
月日の方
①昭和 21 年４月１日～昭和 22 年３月 31 日生まれの方
　（前年度で 75 歳になられた方）
②昭和 16 年４月１日～昭和 17 年３月 31 日生まれの方
　（前年度で 80 歳になられた方）
③昭和 11 年４月１日～昭和 12 年３月 31 日生まれの方
　（前年度で 85 歳になられた方）
※対象となる方には８月下旬頃、健診の案内を送付します

（施設等入所者を除く）。
◆健診内容
①問診②歯の状態③咬合状態④口腔衛生の状態⑤口腔乾燥の状態⑥歯
周組織・粘膜の状況⑦口腔機能評価⑧呼吸の異常⑨指輪っかテスト⑩
反復唾液嚥下テスト⑪事後指導（セルフケアの歯ブラシ指導）等
◆受診場所
茨城県歯科医師会に所属の歯科医療機関のうち、『実施歯科医療機関
一覧』に記載のある歯科医療機関
※『実施歯科医療機関一覧』は、健診の案内と併せて送付します。
◆受診方法
①受診を希望する方は、実施歯科医療機関に後期高齢者医療歯科健康
診査事業で健康診査を受診する旨を伝えて、予約をしてください。
②受診日までに、受診票内の問診項目を記入のうえ、受診日当日に被
保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持参し受診してく
ださい。

茨城県後期高齢者医療広域連合 
　事業課保健資格班　　 
　電話 029-309-1212
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◆募集科名　
【金属加工科】（第 1 回入学者選考試験）
【機械システム科、電気工事科】（自己推薦及び学校長推薦入学者選考試験）
◆受験資格　高等学校または中等教育学校を令和 4 年度に卒業または
卒業見込みの方　　　
◆出願期間
①自己推薦 7 月 4 日（月）～ 8 月 24日（水）まで随時
②学校長推薦 9 月 8 日（木）～ 9 月 21日（水）まで随時
◆試験日　① 8 月 31 日（水）
　　　　　② 9 月 28 日（水）

県立筑西産業技術専門学院
　　電話 0296-24-1714
　　FAX 0296-25-6071

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 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）

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

境町社会福祉協議会からの
ご案内

詳しくは上記 QR
からホームページを
ご覧ください。

この事業には、皆さんからいただい
た食料品と、善意銀行の募金及び赤
い羽根共同募金が使われています。　　

　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等
の臨時休業等により仕事を休まざるをえない労働者に対して、有給の
休暇を取得させた事業主を対象とした「新型コロナウイルス感染症に
よる小学校休業等対応助成金」（以下「小学校助成金」）を、令和 3 年
9 月 30 日より再開し、令和 3 年８月 1 日から令和 4 年 6 月 30 日ま
での間に取得した休暇について支援を行っていましたが、対象となる
休暇取得の期間が令和 4 年 9 月 30 日（金）まで再び延長されました。
　また、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」（以下「特
別相談窓口」）を労働局に開設し、労働者の方からの「企業にこの助
成金を利用してもらいたい」等の相談に応じて、事業主へ小学校助成
金の活用の働きかけを行っていますが、特別相談窓口の開設期間につ
いても令和４年 12 月 28 日（水）まで延長しました。

【小学校助成金】フリーダイヤル 0120-876-187
　※ 7 月から電話番号が変わりました。
　【特別相談窓口】 茨城労働局雇用環境・均等室 電話 029-277-8295

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の
対象期間等が延長されました

県立筑西産業技術専門学院学院生募集

◎生活に困っている方への食料支
援を実施します
◆申込方法　電話にて事前申込み
◆申込受付期間　９月５日（月）
～９月９日（金）
◆配布方法　後日職員が訪問に
て食料品をお届けします。
◆対象になる方　境町在住で、生
活に困窮している世帯
※生活保護世帯は対象から除く

◎食料品の寄付にご協力ください
　食の支援を必要としている方々
へ提供するための、食料品の寄付
にご協力をお願いします。
◆お預かりしている食品
①米　②缶詰・ビン詰　③レトル
ト食品　④乾麺　等
※常温保存が可能で未開封の物。
また、賞味期限が３カ月位あるもの。
◆受入場所　境町社会福祉協議会

（長井戸 1681-1）
（8：30 ～17：15 土、日曜日を除く）

境町社会福祉協議会　
　　電話 87-2525
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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
8 月 24 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：8 月17 日（水）8：30 ～
※先着 8 名

境町役場　4 階会議室 秘書広聴課　電話 81-1329

行政相談 8 月 23 日（火）9：00 ～10：00 境町社会福祉会館 秘書広聴課　電話 81-1329

人権相談 8 月17 日（水）10：00 ～15：00 境町中央公民館 2 階 
小会議室

住民課 人権・協働ハーモニー室
電話 81-1337

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

8 月 27 日（土）・9 月 10 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

8 月 24 日（水） 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

8 月19 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
8 月 17 日（水）14：00 ～
9 月 2 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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　骨髄移植等により、定期予防
接種で得られた免疫が低下また
は消失し、再度予防接種を受け
る必要があると医師に判断され
た方を対象に再接種の費用を助
成します。
◆助成対象
次のすべてに該当する方
＊申請を行った日から再接種の   
　日において 20 歳未満の境町 
　民の方
＊ 骨髄移植等により、過去に受

けた定期予防接種で得た免疫
が低下または消失したため、
再接種が必要と医師に判断さ
れている方。

＊ 接種済みの定期予防接種（A
類疾病）の接種回数及び接種
間隔については、予防接種実
施規則の規定により接種して
いること。

◆助成額
委託医療機関での接種の場合は
全額公費負担。償還払いについ
ては以下のうち、少ない方の金
額になります。
＊医療機関に支払った再接種料金
＊境町が定める定期接種料金
◆手続き方法
助成金支給までの手続きは次の
通りです。事前に申請が必要と
なりますので、詳しくは問合せ
ください。
①助成金交付申請書を町に提出
し、再接種を受ける予防接種の
認定を受ける。
②医療機関で再接種を受ける。
※契約医療機関以外で接種した
場合は、助成申請書および請求
書を町に提出する。

健康推進課（保健センター）
　電話 87-8000

　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　8 月 28 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

　茨城県県西生涯学習センター
では、「天体観察」「ウォーキング」
など、様々なジャンルの講座を
多数開設しています。新しい知
識やスキルを身につけるチャン
スです。
◆募集開始　8 月 2 日（火）～
※募集締切は講座ごとに異なりま
す。詳しくはホームページ
をご覧ください。

茨城県県西生涯学習センター　
　電話 0296-24-1151
　（9：00 ～ 21：00）

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、履歴書添削等実施中。オンライン面談実施中、ぜひご利用ください。
※就職先の斡旋はしていません。前日までの予約制。
◆ 日時　8 月 24 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

様々な

があります

神社 般若心経

ウォーキング

茨城県県西生涯学習センター
後期講座受講生募集のご案内

骨髄移植後等の予防接種の
再接種費用助成のご案内

　個人で事業を行っている方は、
所得が一定の額を超えた場合に、
個人事業税（県税）が課税され
ます。個人事業税の第一期分の
納税通知書を 8 月中旬に送付し
ますので、8 月 31日（水）の納
期限までに納付をお願いします。
　なお、納税に便利な口座振替
制度もあります。詳しくは問合
せください。
【課税について】

　茨城県筑西県税事務所境支所
　電話 87-1120
　【口座振替について】
　茨城県筑西県税事務所総務課
　管理担当
　電話 0296-24-9184

茨城県八士会　無料相談会

　県民が抱える多様な法律、司
法、行政、税務、社会保険、不
動産等の問題について、各士業
が連携してその相談に応じます。
◆日時　９月 4 日（日）9：30
～ 15：00（受付 14：30 まで）
◆場所　茨城県産業会館大会議
室（水戸市桜川 2-2-35）
◆申込方法　当日会場で申込み
※予約不要。原則、相談時間は
30 分以内。新型コロナウイルス
の感染状況により、中止になる
可能性があります。事前にホー
ムページをご確認ください。
◆主催　茨城県八士会

茨城司法書士会　
　電話 029-225-0111

個人事業税第一期分の納付に
ついてのご案内

天体観察


