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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、１世帯あたり 5 万円を給付します。
◆給付額　１世帯 5 万円　※支給は（1）、（2）のどちらか１回のみです。
◆受付期間　11 月 10日（木）～令和 5年 1月 31日（火）
※期間内に申請がないと、給付金の支給はできません。
◆給付対象者　
令和 4 年 9 月 30 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）予期せず令和 4 年 1 月から令和 4 年 12 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）
◆申請方法　　

（1）非課税世帯　対象世帯には確認書を郵送します。必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて返送して
ください。
※令和 4 年 1 月 2 日以降の転入者が含まれる世帯
境町に住民税の情報がない方については、転入前の市町村の課税情報を照会し、確認が取れた世帯から順次、
確認書を発送します。照会の結果、給付対象として確認できず、確認書を発送できない場合があります。ご
自身が当てはまると思われる場合は、社会福祉課へ問合せください。

（2）家計急変世帯　詳しくは社会福祉課まで問合せください。
社会福祉課　電話 81-1305

犯罪被害者週間について

　誰もが突然、事件や事故など
にあう可能性があります。被害
にあわれた際は、境警察署や下
記の相談窓口等にご相談くださ
い。
　被害にあわれた方やそのご家
族が回復するためには、周囲の
方のご理解とあたたかな支援が
必要です。皆さんのご協力をお
願いします。
◆期間
11月25日（金）～12月1日（木）

境警察署　電話 86-0110
　茨城県警察性犯罪被害相談
　「勇気の電話」#8103
　（公社）いばらき被害者支援
　　　　センター
　電話 029-232-2736

令和 4年度フレイル予防事業参加者募集

　フレイルとは、高齢により心や体が弱っている状態をいいます。フ
レイル状態が続くことで要介護リスクを高めます。運動を中心とした
社会参加はフレイルの改善や予防効果があります。この機会にフレイ
ル測定会・運動教室に参加しませんか。（全 13 回、全日程（水）です。）
◆日程
　フレイル測定会（握力や歩行速度など簡単な測定をします）
　11 月 23 日、2 月 22 日
　運動教室（スクリーン越しに講師が運動をお伝えします） 
　12 月 7 日、14 日、21 日、28 日
　1 月 11 日、18 日、25 日
　2 月 1 日、8 日、15 日
　3 月 1 日（測定をした体力の個人評価をお渡しします）
◆時間　13：30 ～ 15：00（フレイル測定会は 9：30 ～ 13：30）
◆場所　シンパシーホール NA・KA・MA（境町勤労青少年ホーム）
◆対象者　 境町在住の 60 歳以上の方（フレイル測定会・運動教室の

全日程に参加できる方）
◆定員　30 名（定員になり次第締切）
※新型コロナウイルス感染症の状況によって
　中止・内容が変更となる場合があります。

介護福祉課　電話 81-1323
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日　程 場　　所
12 月 1 日（木）、15 日（木） 社会福祉協議会

12 月14 日（水）、22 日（木） 伏木文化センター

12 月 20 日（火） コミュニティーホームあさひが丘　交流スペース

12 月 21 日（水） ふれあいの里

12 月 27 日（火） 研修センター（境町商工会館となり）

※自宅での体温測定
（37.5℃以下）、マス
ク着用、上履き、タオ
ル、飲み物を持参くだ
さい。

参加者の皆さんへ

シルバーリハビリ体操教室 参加費
無料

◎体力測定
　握力や歩行能力、柔軟性、バランス能力等の 5 種目を測定します。
自分の体について知るきっかけとして参加してみませんか。

日　程 場　　所
12 月 6 日（火） コミュニティーホームあさひが丘　交流スペース

◆職名　会計年度任用職員（展示解説員）
◆業務内容　入館者に対する展示品・資料の解説、
　　　　　　案内業務、入場券売及び改札業務
◆募集人数　20 名程度
◆雇用期間　令和5年4月1日～令和6年3月31日（再度の任用あり）
　　　　　　※令和 5 年 3 月中に事前研修（10 日程度）を実施します。
◆勤務日時　週 4 日交替制（土日祝日も勤務対象日）9：00 ～17：15
◆給与　月額 149,700 円（令和 4 年度支給額）通勤費、賞与あり
　　　　 その他　共済組合（医療保険）加入、厚生年金加入、雇用保

険加入、有給休暇あり
◆申込期間　12 月 1日（木）～令和 5年 1月 4日（水）（休館日を除く）

ミュージアムパーク茨城県自然博物館　管理課
　　電話 0297-38-2000　FAX0297-38-1999
　　https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/

◆対象　境町在住の 60 歳以上の方
◆定員　各日 10 名程度（先着順）
  ◆時間　10：00 ～ 11：30
◆申込方法　 電話または窓口にて受付
※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

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
展示解説員募集のご案内

　茨城県猟友会境支部境町分会
によるカラス駆除を、下記の日
程で実施します。
◆実施日
　12 月 4 日（日） 
　令和 5 年１月 8 日（日）
◆時間　日の出～日没

農業政策課
　電話 81-1310

カラス駆除実施のご案内



Sakai town newsSakai town news　　お知らせ版お知らせ版 3

子育て支援 12月のご案内

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い：  ★自由開放日
キ：★クリスマス
　　リース作り
ゆ：園庭開放日

お：クリスマス
　　手形足形アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：★身体測定

休

4 5 6 7 8 9 10

休

お：クリスマス
　　手形足形アート
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★クリスマス
　　オーナメント
　　（パズル＆
　　ひょうたんアート）
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★クリスマス
　　オーナメント
　　（パズル＆
　　ひょうたんアート）
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い：  ★クリスマス
　　オーナメント
　　（パズル＆
　　ひょうたんアート）
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：クリスマス
　　手形足形アート
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

い： 
★自
由開
放日

11 12 13 14 15 16 17

休

お：クリスマス
　　手形足形アート
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★いずみサロン
　  （身長・体重測定）
　　★バースデーカード
　　作り
キ：自由開放日
ゆ：★身体測定
　　看護師さんのお話

お：親子ビクス
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆おもちゃ作り
い：★いずみサロン
　  （身長・体重測定）
　　★バースデーカード
　　作り
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★いずみサロン
　  （身長・体重測定）
　　★バースデーカード
　　作り
キ：身体測定
ゆ：園庭開放日

お：クリスマス
　　手形足形アート
　　自由開放日　
は：自由開放日
い：★自由開放日
キ：★誕生会
ゆ：園庭開放日

休

18 19 20 21 22 23 24

休

お：★クリスマス
　　お楽しみ♪
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：園庭開放日

お：★クリスマス
　　お楽しみ♪
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★自由開放日
キ：自由開放日
ゆ：★クリスマス会

お：★クリスマス
　　お楽しみ♪
　　自由開放日
は：★カレンダー作り
　　＆おもちゃ作り
い： ★自由開放日
ゆ：★クリスマス会

お：★クリスマス
　　お楽しみ♪
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★クリスマス会
ゆ：園庭開放日

お：★クリスマス
　　お楽しみ♪
　　自由開放日
は：自由開放日
い： ★クリスマス会
ゆ：園庭開放日

休

25 26 27 28 29 30 31

休

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
ひ：園庭開放日
は：自由開放日
い： ★お正月寄せ植え
ゆ：★年賀状制作

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
は：自由開放日
い：★お正月寄せ植え
ゆ：★年賀状制作

お：★手形足形 de
　　エコバッグ作り
　　自由開放日
い：★自由開放日
ゆ：★年賀状制作

休 休 休

　利用対象者は、就学前の子どもたちとその保護者で、費用は無料です。★要予約
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合があります。事前に園へ問合せください。

お：おおぞら保育園　電話 87-0319　9：00 ～ 12：00・14：00 ～ 16：00
　　　※★手形足形 de エコバッグは 11 月 14 日（月）から予約開始（電話予約不可）。
　　　　★クリスマスお楽しみ♪は 11 月 21 日（月）から予約開始（電話予約不可）。
　ひ：ひまわり保育園　電話 87-1471　9：30 ～ 11：00
　は：はなぶさ保育園　電話 86-5535　10：00 ～ 15：00
　い：境いずみ保育園　電話 81-1126　10：00 ～ 12：00・13：00 ～ 16：00（午前 5 組、午後 5 組）
　キ：キリスト愛児園　電話 86-5617　9：00 ～ 11：30
　ゆ：遊徳保育園　電話 87-2333 　9：00 ～ 14：00
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　町では、自然災害や新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大による
影響など、農業者の経営努力では
避けられないリスクに起因する収
入減少に備えるために、農業経営
収入保険制度に加入した方または
加入を目的として白色申告から青
色申告に切り替えた方に対し、下
記のとおり助成を行います。
◆助成内容
①収入保険に加入した場合。
　→最大５万円
② 収入保険の加入を目的に、白

色申告から青色申告に切り替
えた場合。→３万円

※初めて収入保険に加入した日　　 
　の属する年度に交付します。
◆要件
＊ 境町に住所を有する個人また

は法人で、収入保険に加入し、
初回分の保険料等が納入済み
の方。

＊町税等の滞納がないこと。
◆申請窓口　茨城県西農業共済
組合（NOSAI 茨西）
収入保険に加入後、茨城県西農
業共済組合が代行して申請しま
す。
◆申請期限
　令和 5年1月31日（火）
※令和 4 年 12 月中に収入保険
への加入が必要です。
◆交付時期
　令和 5 年 3 月末予定

NOSAI 茨西　収入保険課
　電話 0296-30-2912

農業経営収入保険制度加入促
進支援事業費助成金のご案内

12月夜間・休日小児二次救急輪番表

　小児輪番病院は、入院治療を必要とする子供の救急医療を行ってい
ます。受診される際は、医療機関に必ず事前に電話でご相談ください。
 Please call the following contact in advance when you want 
to have a consultation to the doctor.

【医療機関】
◆西
茨城西南医療センター病院

（境町）電話 87-8111
◆友
友愛記念病院

（古河市）電話 97-3000
◆赤
古河赤十字病院

（古河市）電話 23-7111
◆古
古河総合病院

（古河市）電話 47-1010

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

西 赤 西

4 5 6 7 8 9 10

友 西 西 西 西 赤 西

11 12 13 14 15 16 17

友 西 古 西 西 赤 西

18 19 20 21 22 23 24

西 西 古 西 西 赤 西

25 26 27 28 29 30 31

西 西 古 西 友 赤 西

　各施設点検のため、
下記期間を休館します。 
◆期間　11 月 15 日（火）～
　　　　11 月 20 日（日） 
※ 11 月 22 日（火）から通常通
り営業します。

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

猿島コミュニティセンター
休館日のご案内

※当月分と翌月分の輪番表は境町のホームページで確認できます。
【輪番日・時間】月～土（18：00 ～ 23：00）
　　　　　　　日・祝日・年末12 月29日（木）～31日（土）（9：00 ～16：00）
※日程が変更となる場合もあります。

【その他救急問合せ先】
◎茨城子ども救急電話相談
お子さんが急な病気などで心配なとき、様子を見ても大丈夫なのか不安な
とき
　相談時間　365 日 24 時間
　電話番号　（プッシュ回線、携帯電話から）＃ 8000
　　　　　　（すべての電話）050-5445-2856
◎茨城県救急医療情報システム
茨城県救急医療情報システムのホームページ内にある「小児輪番検索」から、
休日や夜間の子どもの急病時に対応している医療機関を探すことができます。　
ホームページ http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
◎筑波メディカルセンター病院（つくば市）
実施時間外の小児救急受診　電話 029-851-3511
◎時間外薬局当番の情報はコチラから
古河薬剤師会ホームページ
https://kogayaku.org/rinban/ →
あなたにエール！
～いばらき女性活躍・働き方応援ポータルサイト～のご案内

　県では、女性の活躍や働き方改革に関する情報を発信するポータル
サイトを新たに開設しました。優良企業の取組事例や女性ロールモデ
ルへのインタビュ ー、各種支援策等を掲載しています。
　ぜひご活用ください。
◎アクセス方法
右の QR コードからアクセスいただく
か、「茨城県働き方ポータルサイト」で
検索してください。

県労働政策課　電話 029-301-3635


