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11 月の納税

固定資産税　4 期
国民健康保険税　5 期
後期高齢者医療保険料　5 期
介護保険料　5 期
納期限日：11 月 30 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

11月は「児童虐待防止推進月間」

新型コロナウイルスワクチン接種（３回目以降）について

　これまで２年間、年末年始の後に新型コロナウイルス感染は流行しています。
　流行に備えて、重症化リスクの高い高齢者等はもとより、12 歳以上の若い方も積極的にオミクロン株対
応ワクチンによる接種を行いましょう。
◎接種間隔について
　オミクロン株対応ワクチンについては、接種間隔が３カ月へ短縮（変更前は５カ月）されました。接種券
が届きましたら、接種の予約をお願いします。
　既に予約が済んでいる方も接種日の前倒しが可能ですので、コールセンターまたは Web から変更をお願
いします。
◎ワクチンの種類について
　国の規定により、12 歳以上の方については、令和４年９月 20 日からオミクロン（BA.1）株対応ワクチ
ン接種が開始されていますが、BA.4/5 株対応ワクチン（ファイザー）の接種が承認されました。
　３回目接種以降の方は、接種券が届き次第、境町民体育館・一部町内医療機関・とねミドリ館（４・５回
目接種の方）にて接種を受けられますので、コールセンターまたは Web から予約をお願いします。
※医療機関へ直接の予約及び問合せはご遠慮ください。
　日程や会場等の詳細については、随時更新しますので、町ホームページまたはコールセンターからご確認
ください。
　なお、10 月 20 日（木）現在の規定ではオミクロン株対応ワクチン接種は１人１回までとなっています
ので、BA.1 株対応ワクチンで接種がお済みの方は BA.4/5 株対応ワクチン接種の対象外となります。

境町コロナワクチンコールセンター　電話 0120-110-861

◎虐待かもと思ったらすぐにお電話をください！
　出産や子育てに悩んだときや、虐待を受けたと思わ
れる子どもを見つけたときは、ご連絡ください。

　　境町役場子ども未来課　電話 81-1301　
　　　茨城県筑西児童相談所　電話 0296-24-1614
　　　児童相談所全国共通 3 桁ダイヤル　189（いちはやく）

相談

◎児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
　児童虐待に関する相談は、依然として増加傾向にあります。特に、
子どもの命が奪われる重大な事件が後を絶たない状況において、児童
虐待問題は社会全体で早急に解決する課題となっています。
『児童虐待とは……』

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負
わせる、溺れさせる等

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被
写体にする等

ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車
の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等

心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子ども
の目の前で家族に対して暴力をふるう等
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　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　12 月 31日（土）まで　※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、すでに受診券等を送付してあります。（施設等入所者除く）
◆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てあります。
◆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し、受診日当日に被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯

ブラシを持参のうえ、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

高齢者を対象とした無料の歯科健康診査を実施します！

　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：管理栄養士による認
知症と食事について）
◆日程　11 月 9 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

令和４年分 青色申告決算説明会のご案内

個人事業税第二期分の納付について

　税務署では、個人事業者を対象に青色決算書の作成方法や作成に当
たっての注意点などについて、説明会を開催します。
　説明会で使用する資料は、当日会場で配付し、講師は、税務署職員
または税務署が依頼した税理士が行います。

開　催　日 開催時間 会　場 対象地区

12 月５日（月） 10：00 ～ 12：00 境町商工会館
境町 965-29

境　町
五霞町

12 月 13 日（火） 10：00 ～ 12：00 坂東市商工会館
坂東市岩井 3230-1 坂東市

12 月 14 日（水） 10：00 ～ 12：00 古河商工会議所
古河市鴻巣 1189-4 古河市

古河税務署　個人課税第一部門
　電話 0280-32-4161（代表）
　※自動音声に従い「２」を選択してください。

　茨城県内において個人で事業を行っている方は、一定の所得を超え
た場合に、個人事業税が課税されます。
　第一期分に続き、第二期分の納付書を 11 月中旬に送付しますので、
11 月 30日（水）の納期限までに納付をお願いします。

茨城県筑西県税事務所　境支所
　電話 87-1120

※開始時間の 30 分前から受付を行います。
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◎全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫・パート
ナーからの暴力やストーカーなど女性をめぐる様々
な人権問題に積極的に取り組むことを目的として、
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実
施し、悩みを持った女性からの相談に応じます。
　秘密は守られますので、安心してご相談ください。
◆期間　11月18 日（金）～24 日（木）まで
◆時間　8：30 ～ 19：00
　　　　※土・日・祝は 10：00 ～ 17：00
◆電話　0570-070-810
　　　　（全国共通ナビダイヤル）
◆相談員　人権擁護委員・法務局職員

◎令和 4年度「女性に対する暴力をなくす運動」
　性犯罪・性暴力で悩んでいる方へ、一人で悩まず、
相談してください。
◆期間　11月12 日（土）～25 日（金）
　※（11 月 25 日は「女性に対する暴力撤廃国際日」）

【電話で相談】
内閣府　性犯罪・性暴力被害者のための
　　　　ワンストップ支援センター　♯ 8891
警察庁　性犯罪被害者相談電話　♯ 8103
　　　　【SNS で相談】
　　　　内閣府
            性暴力に関する SNS 相談
　　　　「Cure time」（キュアタイム）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間・令和 4 年度「女性に対する暴力をなくす運動」

住民課　人権・協働ハーモニー室
電話 81-1337

水戸地方法務局　人権擁護課
電話 029-227-9919

猿島コミュニティセンターから募集講座のご案内

講　座　名 対象者・定員 開　催　日　時 費　用 申込日

ミックスアクア 16 歳以上
20 名

11 月 11 日（金）～（全 10 回）
第 2・4 金曜日　10：00 ～ 10：50

500 円 / 回
（入場料込み）

当日窓口

ジュニアスイミング教室 小学生
10 名

10 月 29 日（土）～（全 10 回）
第 2・4 土曜日　17：00 ～ 18：00

500 円 / 回
（入場料込み）

スキルアップスイム 16 歳以上
15 名

10 月 25 日（火）～（全 10 回）
第 2・4 火曜日　19：00 ～ 20：00

500 円 / 回
（入場料込み）

First time ヨガ 16 歳以上
20 名

10 月 25 日（火）～
毎週火曜日　19：00 ～ 20：00 500 円 / 回

クライミングレッスン 小学生
10 名

11 月 5 日（土）～
毎週土曜日　15：00 ～ 16：00

300 円
（施設利用料）

　猿島コミュニティセンターでは、令和４年 10 月よりプールおよび、研修室講座を下記のとおり開催します。

※温水プールの入場料金は大人 300 円／小人 100 円になります。
　その他、回数券（大人 3,000 円 12 枚綴り、小人 1,000 円 12 枚綴り）もあります。

【申込みの注意事項】
※当施設窓口にて、講座開始 30 分前から、本人が直接ご来館のうえ、申込みください。
　（ジュニアスイミング教室は除く）
※定員を超えた場合は抽選となります。定員に達しない場合は、随時募集を行います。
※祝日の講座はお休みとなります。

JSPI・東海体育指導共同事業体
　猿島コミュニティセンター　電話 87-7223



Sakai town newsSakai town news　　お知らせ版お知らせ版4

◎労働者（アルバイトを含む）を 1
・
人
・
でも雇っている事業主は、

　労働保険（労災保険・雇用保険）の成立手続きを行う義
・
務
・
があります。

　法律により農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用する事業主は、労災保険の成立手続が義務づ
けられています。パートタイム労働者の方でも、一定の要件を満たす方は雇用保険の手続きが義務づけられ
ています。
　なお、保険制度の詳細および成立手続については、茨城労働局総務部労働保険徴収室（029-224-6213）、
最寄りの労働基準監督署またはハローワーク（公共職業安定所）へ問合せください。

茨城労働局総務部労働保険徴収室　電話 029-224-6213

11 月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

◎陸上自衛隊　高等工科学校生徒
◆応募資格　令和 5 年 4 月 1 日現在、15 歳以上 17 歳未満（平成 18
年 4 月 2 日から平成 20 年 4 月 1 日までの間に生まれた者）の男子で、
中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了者（令和 5 年 3 月に中
学校卒業者または中等教育学校の前期課程修了見込みの者を含む）
※推薦採用試験は、上記資格以外に学校長の推薦が必要です。

【推薦採用試験】
◆受付期間　10月1日（土）～12月2日（金）※締切日必着
◆試験期日　令和 5 年1月5日（木）～7日（土）までの間の指定する 1日

【一般採用試験】
◆受付期間　10月1日（土）～令和 5年 1月 6日（金）※締切日必着
◆試験期日　令和 5 年 1月 14 日（土）または 15 日（日）のいずれか
指定された日
◎自衛官候補生
◆受付期間　年間を通じて募集中
◆試験期日および試験場　受付時にお知らせ　
◆応募資格
　採用予定月の 1 日現在、18 歳以上 33 歳未満の方
※詳しくは問合せください。

自衛隊茨城地方協力本部　筑西地域事務所
　　電話 0296-22-7239

陸上自衛隊　高等工科学校生徒（推薦・一般）自衛官候補生募集

　 茨 城 県 で は、
若年者や離職さ
れた方などで求
職中の方を対象
とした就職面接
会を開催します。
　複数の企業の採用担当者の方
に直接会えるチャンスです。履
歴書を複数枚持参のうえ、ぜひ
ご参加ください。
※事前申込不要、参加費無料
◆ 日時　11 月 29 日（火）
　　　　13：30 ～ 15：30
　　　　（受付 13：00 ～）
◆ 場所　 茨城県筑西合同庁舎
　　　　本庁舎大会議室
　　　　（筑西市二木成 615）
※ JR下館駅南口より徒歩約 20 分
◆参加予定事業所数　約 20 社

いばらき就職支援センター
　県西地区センター
　電話 0296-23-3811

元気いばらき就職面接会
開催のご案内（筑西会場）

【労働保険とはこんな制度です】
　労働保険は、労働者災害補償保険（通称・労災保険）と雇用保険を総称したもので、労働者とその家族、
ひいては事業主を守るための制度です。
【労災保険とはこんな制度です】
　労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で、業務災害や通勤災害を
受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災者・遺族を援護
するものです。
　また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
【雇用保険とはこんな制度です】
　労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、失業等給付を行うとともに、
再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
　また、雇用保険には失業等給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に
労働者を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事
業主等に対して支給される各種助成金があります。
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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
11月16 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：11月 9 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 11月 22 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 12 月 6 日（火）10：00 ～15：00 境町中央公民館 2 階 
研修室

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

11 月 26 日（土）・12 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

11月 24 日（木） 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

11月18 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
11 月 16 日（水）14：00 ～
12 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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　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　11月 27 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

◎健康相談※予約不要
　体の健康についての相談に保
健師・管理栄養士が対応します。
　希望者には血圧測定、体脂肪
測定、尿検査を行います。
◎思春期相談※事前予約制
　思春期についての悩みや相談
に保健師が対応します。プライ
バシーは厳守されます。お気軽
にご相談ください。
◆日時　11 月 29 日（火）
　9：30 ～ 11：00
◆場所　境町保健センター

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

◆日時　12 月 7 日（水）～11日（日）
　　　　9：00 ～ 17：00　

（入館は 16：30 まで／最終日は 16：00 まで）
◆会場　古河街角美術館
　　　　（古河市中央町 2-6-60）
◆ 内容　絵画、書道作品の展示
※開催状況は本校ホームページにてご確認ください。

茨城県立境特別支援学校
　電話 87-8231 　　　　　　ホームページ

（https://www.sakai-sn.ibk.ed.jp/）

茨城県立境特別支援学校　芸術部作品展
『第10 回さかとく展』のご案内

入場
無料

　「いい歯デー」（11 月８日）に伴い、歯科医師による「歯のなんで
も電話相談」を無料で実施します。ふだん、歯医者さんに聞けないこと、
入れ歯のこと、お子さんの歯の悩み、インプラント・矯正、口臭の悩み、
ブラッシングの仕方等、お気軽にお電話ください。費用は無料です。
◆日時　11 月 13 日（日）13：00 ～ 16：00
◆受付電話番号 029-823-7930
◆回答者　歯科医師

（一社）茨城県保険医協会　電話 029-823-7930

歯のなんでも電話相談

坂東清風高等学校からシクラメン販売のご案内

◆日時　12 月４日（日）
　　　　８：00 ～ 14：00
◆場所　坂東清風高等学校　農場（草花温室）
　　　　（坂東市逆井 2833-115）
※販売数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※ 旧坂東総合高校正門が使用できないため、坂東清風高校農場北門で

の出入口となりましたのでご了承ください。
茨城県立坂東清風高等学校　電話 0280-88-8222

目的：肩痛・肩こり予防
　　　僧帽筋の運動

肩の上下運動肩の上下運動
肩回りの筋肉が動いている
ことを意識しながら行いま
しょう。

ワンポイント

①両足を肩幅に広げ、背筋を伸ばします。
②息を吸いながら、肩を首元に寄せ集めるように斜め後ろに引き上げます。
③息を吐きながら、ストーンと脱力するように、両肩を下げます。

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　井上　一美さん介護福祉課　電話 81-1323

僧帽筋
そうぼうきん1 2 3


