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12 月の納税

町県民税　4 期
国民健康保険税　6 期
後期高齢者医療保険料　6 期
介護保険料　6 期
納期限日：12 月 26 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

　新学期の登校時立哨活動を下
記の日程で実施します。
　皆さんのご協力をお願いします。
◆立哨活動日
令和5年1月10日（火）、11日（水）
※上記日程の立哨活動は、土日
祝日を除く２日間になります。
※定期立哨活動日は毎月１日（休
日の場合は翌日）です。
※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。

防災安全課　電話 81-1308

１月の立哨活動のご案内
（境町交通安全母の会）

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする
12 月 4 日～ 10 日までを「人権週間」として各種の人権啓発活動を
行います。
　人権は、自分と同じように他の人にもあることの理解を深め、お互
いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

茨城県人権擁護委員連合会
　水戸地方法務局人権擁護課　
　電話 029-227-9919

12 月４日～10日までは人権週間です

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 : 認知症とヒートショックについて）
◆日程　12 月 14 日（水）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　認知症の方やそのご家族、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

出会いパーティー参加者募集

◆場所　境町文化村公民館 2 階講堂（境町上小橋 540）
◆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・金曜日　15：00 ～ 17：00
　　　　　　土・日曜日　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

開催 日　時 対　象　者 参加費

第
1036

回

12 月 25 日（日）
14：00 ～ 16：00

（受付 13：30 ～）

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

・ 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。



Sakai town newsSakai town news　　お知らせ版お知らせ版2

◆日時　12 月 20日（火）8：00～ 12：00【全地区】※荒天中止の場合は登録者へ連絡します。
◆場所　境町サッカー場南側駐車場（文化村公民館地内）

10kg ～15kg で縛るつづら折りにする

【処理費の徴収方法】
回収の際に、重量を測定し、重さに応じて処理費をお支払いいただきます。（40 円 /㎏）

【年間登録】
農ビ・農ポリを搬出するには、毎年度登録が必要です。今年度の登録が未済の方は、「認印」と「年間登録
料 2,000 円」を持参し、12 月 13日（火）までに、下記へお申込みください。回収日当日の登録受付は原
則できません。
　境町農業用廃プラスチック収集処理対策協議会（境町役場　農業政策課内）　電話 81-1310

農業用ビニール・ポリエチレンの回収を行います

【荷造り方法】
・ビニール・ポリエチレン・マルチなどは、つづら折
りにして、必ず同じ素材（切れ端等）で縛ってください。
・肥料袋は高さ 25cm 程度に重ねポリひもで縛るか、
まとめてから肥料袋に入れて出してください。
・育苗箱は 15 枚程に重ねて、ポリひもで縛ってください。
・ネット類は 1m 四方に切断し重ねて折り、ポリひも
で 2 カ所を縛ってください。 

茨城県弁護士会事務局からのご案内

◎全国一斉生活保護ホットライン
　生活に困っている方々の相談
を受け、生活保護の現場で何が
起きているかを明らかにするた
めに、全国一斉電話相談を実施
します。茨城県弁護士会ではフ
リーダイヤルで実施しますので､
電話代もかかりません。（相談料
無料・予約不要・フリーダイヤル）
＊申請書がもらえない。
＊次の理由により申請が受け付　 
　けられない。
 住所不定（ホームレス）、所持金
がある、借金がある、家賃が高す
ぎる、持ち家がある、自動車があ
る、自営業をしている、65 歳ま
では働ける、別の制度（生活困窮
者自立支援制度）が利用できる。
などの相談に弁護士が直接こた
えます。
◆日時　12 月 22 日（木）
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　13：00 ～ 15：00
◆電話番号　0120-158-794
※茨城県弁護士会では上記の日　 
　時で実施します。各弁護士会 
　により実施状況が異なります。

◎障害者の人権 110番
　茨城県弁護士会では、日頃法
律相談の機会の少ない障害者及
びその家族の方達を対象として、
障害者の人権に関する無料電話
相談を実施します。障害のため
に様々な人権侵害を受けたり、
社会参加の機会を不当に奪われ
ているなどの問題について、茨
城県弁護士会人権擁護委員会所
属の弁護士が相談におこたえし
ます。お気軽にご相談ください。
　12 月 3 日～ 9 日は障害者週
間です。この機会に、ぜひ無料
電話相談をご利用ください。

（相談料無料・予約不要）
※通話料金はかかります。
◆日時　12 月 9 日（金）
　　　　10：00 ～ 12：00
◆電話番号　029-231-6630
　　　　　　029-231-6631
◆主催　茨城県弁護士会・関東
弁護士会連合会

◎全国一斉旧優生保護法相談会
　旧優生保護法下において、不
妊⼿術や人⼯妊娠中絶を受けさ
せられた被害者の方やその家族、
福祉関係者や医療関係者の方を
対象に、相談会を実施します。
全国各地の弁護士が無料で相談
をお受けします。

（相談料無料・予約不要）
※通話料金はかかります。
◆日時　12 月 19 日（月）
　　　　10：00 ～ 16：00
◆電話番号　0570-012–190
　　　　　　（ナビダイヤル）
※当日のみ利用できる特設番号 
　です。12 月 19 日以外は利用 
　できません。
※ナビダイヤルでお近くの弁護 
　士会に繋がります。
※ 050IP 電話からは利用できま 
　せん。
◆主催　日本弁護士連合会・各
弁護士会

茨城県弁護士会事務局　電話 029-221-3501（平日 9：00 ～ 17：00）

回線混雑等の事情により、つながりにくい場合も
ありますので、あらかじめご了承ください。
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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
12 月 21日（水） 10：00 ～15：00
予約日：12 月14 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 12 月 20 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

12 月 24 日（土）・1 月 14 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

12 月16 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

12 月16 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
12 月 21 日（水）14：00 ～
1 月 6 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　12 月 25 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推進課からのご案内

　県税事務所では、主に次の２
種類の証明書を発行しています。
①税額などの証明書
②未納がないことの証明書
申請前に、どちらが必要かご確
認ください。
◆申請に必要なもの
＊ 本人確認できるもの（運転免

許証等顔写真付きのもの）
＊ 直近（２週間程度）に県税を

納めた場合はその領収書
＊手数料（１件 400 円）
　代理人申請の場合は委任状が
必要となります。詳しくは問合
せください。

茨城県筑西県税事務所境支所
　電話 87-1120

県税事務所での
納税証明書の発行

　境町では 12 月 1 日（木）より子宮がん集団検診を実
施しています。予約枠に空きがありますので、今年度子
宮がん検診を受けていない方で、検診を希望の方は健康
推進課までご連絡ください。
　子宮がんは、早期発見のために定期的ながん検診が重
要ですので、年に一度受けることをおすすめします。
◆対象者　境町に住所を有する 20 歳以上の女性の方
◆場所　境町保健センター
◆料金　20 歳～ 74 歳まで 600 円、75 歳以上無料

健康推進課（保健センター）電話 87-8000

◆勤務内容
　①確定申告会場でのパソコン・スマートフォンの操作補助・案内等
　②データ入力、書類の整理等
◆募集人員　15 名程度
◆応募資格　Excel・Word 等のパソコン操作ができる方
◆雇用期間　１月中旬～３月のうち、１～２カ月程度
◆勤務時間　９：00 ～ 17：00 のうち３～５時間半程度
　　　　　　（土日祝日を除く。）
◆報酬・賃金　①時給 1,050 円
　　　　　　　②時給 950 円
◆場所　古河税務署
◆申込方法　12 月 23日（金）17：00までに電話にて申込み　
※応募者多数の場合には、応募受付を締め切ることがあります。

古河税務署（担当：松本）
　電話 0280-32-4161（自動音声案内「２」）

子宮がん集団検診のご案内（空き枠があります）

古河税務署　令和 4年分の確定申告の事務補助アルバイト募集

お気軽にご相談ください。

◎育児広場
　お子さんの身長や体重を測り
たい、離乳食やその他、育児の
疑問やお悩みなどをお気軽にご
相談ください。
　なお、感染予防のため、今年
度の育児広場は、事前に電話で
の予約をお願いします。
◆日時　令和 5 年 1 月 5 日（木）
　　　　9：30 ～ 11：30
　　　　（11：00 まで受付）
1 組あたり 30 分程度 8 組まで

（応募者多数の場合は抽選）
◆場所　境町保健センター
◆電話予約受付　
　12 月 20 日（火）～27 日（火）
　8：30 ～ 17：15（平日のみ）
◎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　12 月 26 日（月）
　　　　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

日　程 受付時間

12 月 13 日（火）

① 12：30 ～ 12：40
② 12：50 ～ 13：00
③ 13：10 ～ 13：20

12 月 14 日（水）

12 月 15 日（木）

12 月 16 日（金）

12 月 19 日（月）


