
月　日 医　療　機　関　名

6/7㈰ 北辰堂佐藤医院（東金市）
☎0475(58)2056

山崎医院（横芝光町）
☎0479(82)0561

6/14㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金市）
☎0475（54）2421

花城医院（山武市）
☎0479(86)2233

6/21㈰ ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里市）
☎0475(70)0801

吉田クリニック（山武市）
☎0475(82)0481

6/28㈰ 橋本医院（大網白里市）
☎0475(72)0134

さくらクリニック（横芝光町）
☎0479(84)4333

診療科目 内科・小児科・外科 診療日時 毎日（年中無休）20時～23時

受付時間 20時～22時45分
※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。 所在地 東金市堀上360番地2

電　話 ０４７５（５０）２５１１ ＦＡＸ ０４７５（５０）２５３５
※山武郡市医師会の医師が交替で診療に当たっているため、担当医師の専門外のときは、診療できない場合が
　あります。事前に問い合わせください。

増穂地区コミュニティバス 白里地区コミュニティバス
（はまバス）

バス車両

運行ルート 増穂～大網地区内循環 ・白里地区⇔大網地区(市街地ルート)
・白里地区内循環

主な行き先

・大網駅
・市役所、中央公民館
・アミリィ
・ベイシア
・大網病院
・中部コミュニティセンター

・大網駅
・市役所、中央公民館
・アミリィ
・大網病院
・スーパーハヤシ白里店
・白里公民館

乗降場所 バス停留所または自由乗降区間内 バス停留所または自由乗降区間内

運行本数 ・１日９便 ・市街地ルート　１日４便
・地区内循環　　１日４便

運行日
毎日
※９便は㈯・㈰、祝日および
　8/13～8/15、12/29～1/3運休

㈪～㈮
※祝日も運行
※12/29～1/3は運休

料金（※） ・大人　　　１回２００円
・子ども　　１回１００円

市街地ルート
　　　　　大人　　１回４００円
　　　　　子ども　１回２００円
地区内循環
　　　　　大人　　１回２００円
　　　　　子ども　１回１００円

運行事業者 小湊鐵道㈱ 秋葉タクシー㈲
（※）障害者手帳や運転経歴証明書をお持ちの方は通常料金の半額

※基準日＝令和２年 4月 30 日
※窃盗犯罪の件数は、基準日時点での暫定値です

16 件
21 人
0人

◆交通事故 ◆窃盗犯罪 ◆火災
4 月 1月からの累計 犯罪の種類人身事故 4 月 1月からの累計 火災の種類 4 月 1月からの累計

事故発生数
負傷者数
死者数

3 件
3人
0人

車上ねらい
部品ねらい
乗り物盗
空き巣

1 件
0件
1件
0件

11 件
2件
8件
4件

建物火災
その他火災
死者数

0 件
1件
0人

2件
4件
0人

休日当番医 休日当番医テレホンサービス　☎0475(50 )2531
▶診療時間＝９時～17時　昼休み時間については、各医療機関に問い合わせください。
※都合により当番医が変更になる場合もあります。また、専門以外の時は診療できない場合があります。

●時間外の受診（消防本部指令課）　☎0475(55)0119

▶山武郡市急病診療所

人口と世帯5月1日現在（前月比）　●人口／49,065（－43）　●男／24,104（－32）　●女／24,961（－11）　●世帯数／21,763（+50）

新型コロナウイルスへの
感染を防ぐため

　現在、国内での新型コロナウイルス感染者は減少傾向
にあり、全国的に緩和に向かっています。
　しかし、ここで気を緩めてしまうと、第２波、第３波が発
生してしまう恐れがあります。
　今後も一人ひとりの意識ある行動が重要となります。
　新型コロナウイルスから自身と身近な人を守れるよう、
日常生活を見直しましょう。

　新型コロナウイルス感染症の影響による、国・県・市
からの給付金についてお知らせします。
　ご自宅に届いた申請書を今一度ご確認いただき、
申請がお済みでない方は忘れずに申請してください。

　市では、公共交通空白地域を解消するため、増穂地区と白里地区でコミュニティバ
スを運行しており、主に高齢の方や運転免許をお持ちでない方に利用されています。
　コミュニティバスの運行を続けていくためには、多くの方に利用していただくこと
が大変重要になりますので、ぜひ、通院や買い物などにご利用ください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転手のマスク着用、座席などの
消毒、車内換気を行い運行しています。ご利用の際は、マスクの着用をお願いします。

日常生活を見直そう

● 人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
● 会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用し、可能な限り真正面を避ける。
● 家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。
● 手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。
※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際は、体調管理をより厳重にする。

● せきエチケットの徹底。　● こまめに換気。　● 「３密」の回避（密集・密接・密閉）。
● 毎朝の体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で待機。

● 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
● 発症した時のため、誰とどこで会ったかをメモする。
● 地域の感染状況に注意する。

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
・重症化しやすい方（※）で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある場合。
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や、透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
・上記以外の方で発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が続く場合。

〈山武保健所〉　▶受付時間＝９時～ 17時（平日のみ）
　☎０４７５（５４）０６１１　　０４７５（５２）０２７４
◇一般的な相談窓口
〈厚生労働省相談窓口〉　▶受付時間＝９時～ 21時（㈯・㈰・祝日も実施）
　☎０１２０（５６５）６５３
〈千葉県相談窓口〉　▶受付時間＝24時間（㈯・㈰・祝日も実施）
　☎０５７０（２００）６１３

▶給付対象者＝基準日（令和２年４月 27 日）
に本市の住民基本台帳に記録されている方
▶申請・受給者＝給付対象者の属する世帯の
世帯主
▶給付額＝給付対象者１人につき10万円
◇手続方法
〈郵送申請〉
　市から郵送した申請書に必要事項を記入し、
本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証等の写しのいずれか１つ）と振込先口座
の確認書類の写しを添えて返送してください。
▶申請期限＝8月 19 日㈬ 
▶給付日＝支給決定通知でお知らせします。
問総務課行政班　☎０４７５(７０)０３００

▶支給対象者
①令和２年４月分の児童扶養手当受給世帯
②令和２年度４月認定就学援助費受給世帯
（①を除く）
◇支給方法
　対象の方には５月中に通知を送付しています。
　申請の手続きは必要ありません。
▶支給額＝対象児童生徒 1人につき、２万円
※児童扶養手当および就学援助費の指定口座
　に振り込みます。
▶支給予定日＝６月４日㈭
問子育て支援課児童家庭班
　☎０４７５(７０)０３３１

▶支給対象者＝令和２年４月分の児童手当の支給を受けている方
および令和２年３月まで中学生であった児童手当の支給を受けて
いた方
※平成 16年４月２日から令和２年３月 31日までに生まれた児童
◇支給方法
　対象の方には５月中に通知を送付しています。
　申請の手続きは必要ありません。
▶支給額＝・3歳児以上の対象児童 1人につき 2万円
　　　　　・3歳児未満の対象児童 1人につき 3万円
　　　　　※児童手当の指定口座に振り込みます。
▶支給予定日＝６月 26日㈮
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童 1 人につき月
　額 5,000 円の支給を受けている方は対象になりません。
※公務員で本市にお住まいの方は所属庁から証明を受け、大網白
　里市子育て支援課に申請してください。
問子育て支援課児童家庭班　☎０４７５(７０)０３３１

　新型コロナウイルス感染拡大により、休業や売上が大きく減少している市内の中
小企業者等に対し、千葉県の中小企業再建支援金と連動して、市独自の支援金を給
付します。
▶給付対象者＝次の要件を全て満たす方
・市内に本店を有する法人または市内で事業を営む個人事業主であること。
・「千葉県中小企業再建支援金」の交付決定を受けていること。
・市税等を完納していること。
▶給付額＝１事業者につき15万円　▶支給予定日＝６月中旬以降
　申請方法等の詳細は決定次第、市ホームページに掲載します。
問商工観光課振興班　☎０４７５(７０)０３５６

●市役所や総務省などが現金自動受払機（ＡＴＭ）
の操作をお願いすることは絶対にありません。
●市役所や総務省などが「給付金」の給付のために、
手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

感染防止の３つの基本

移動に関する感染対策

日常生活での感染対策

一人ひとりの基本的感染対策 各場面別での感染対策

●おいしく食べて糖尿病予防●

ゆで豚とトマトの和え物中華風

食生活改善協議会　大網支部推進員（ヘルスメイト）

豚肉をゆでて余分な脂肪を落としカロリーダウン。
酸味と辛味、香味野菜がアクセントになり塩分控
えめでもおいしく食べられます。

料理料理
おすすめ

ヘルスメイトの

材料（3人分）

１人分152kcal、食塩相当量0.9ｇ

豚もも肉しゃぶしゃぶ用
トマト
きゅうり
きくらげ（乾燥）
しょうが
長ねぎ
にんにく

赤唐辛子（小口切り）
砂糖
しょうゆ
酢
だし汁

‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥

210ｇ
150ｇ
60ｇ
適宜
適宜
15ｇ
少々

少々
小さじ1
大さじ1
大さじ1.5
大さじ1

‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥

● 作り方
❶鍋にしょうが、長ねぎの青い部分（分量外）を入れて湯を沸かし、
　豚肉を１枚ずつ広げて入れる。肉の色が変わったら冷水にとり、
　水気をきって食べやすい大きさに切る。
❷トマトはくし型に、きゅうりは縦半分に切って斜めに切る。
❸きくらげは水で戻してさっとゆで、一口大に切る。
❹Ａをそれぞれみじん切りにし、赤唐辛子、Ｂと混ぜ合わ
　せて①～③を和える。

B

A

A.県道等の交通量の多い区間は乗降できませんが、それ以外の区間は基本的にどこでも乗降できます。
　 バス停以外の場所で乗る場合は、運転手が気付くように、手を挙げてお知らせください。

「コミュニティバスの乗り方が分からない」という方のために、利用方法を紹介します。

A. ICカードや回数券は利用できません。現金でお支払いください。

Q.バス停まで行かないと乗れないの？

Q.支払いはICカードなどが使えるの？

問企画政策課政策推進班　☎０４７５(７０)０３１５

●最寄りのバス停と目的地、時刻を確認。
　最新のバス時刻表、ルート図をご覧く
　ださい（バス時刻表は市役所・中部コ
　ミュニティセンター・白里公民館・大
　網病院で配布しています）。

●バスが来たら、手を挙げて運転手に乗
　車の意思をお知らせください。
　※自由乗降区間で乗車の場合は、はっ
　　きりと意思表示をしてください。

●バスに乗り、目的地が近づいたら運転
　手に降車場所を伝えてください。

●目的地に到着したらバスが完全に止まっ
　てから席を立ち、料金を料金箱に入れて
　から降車してください。
　※障害者手帳、運転経歴証明書をお持ちの方
　　は運転手に見えるように提示してください。
●忘れ物に注意してください。

ステップ１

ステップ３ ステップ４

ステップ２

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 せきエチケット 手洗い

● 通販も利用
● 一人または少人数で空いた時
　 間に
● 電子決済の利用
● 計画を立てて素早く済ます
● サンプルなど展示品への接触
　 は控えめに
● レジに並ぶときは、前後にス
　 ペース

買い物

● 公園は空いた時間、場所を　
　 選ぶ
● 筋トレやヨガは自宅で動画を
　 活用
● ジョギングは少人数で
● すれ違うときは距離をとる
　 マナー
● 狭い部屋での長居はしない
● 歌や応援はオンラインで

スポーツ等

● 会話は控えめに
● 混んでいる時間帯は避けて
● 徒歩や自転車利用も併用する

公共交通機関の利用

● 持ち帰りや出前、デリバリーも
● 大皿は避けて、料理は個々に
● 料理に集中、おしゃべりは
　 控えめに

食　　事

● 多人数での会食は避けて
● 発熱や風邪の症状がある場合は
　 参加しない

親族行事

❶身体的距離の確保　❷マスクの着用　❸手洗い

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください

ひとり親世帯等
生活支援給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

中小企業等経営支援金給付金を装った詐欺にご注意を！

コミュニティバスの運行内容

コミュニティバスに関するよくある質問にお答えします

コミュニティバスの利用方法
コミュニティバスに
　　乗ってみませんか

特別定額給付金
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▲市ホームページ

発行 大網白里市　編集 秘書広報課 〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2
総合案内電話 ☎0475（70）0300 （総務課）　http://www.city.oamishirasato.lg.jp/

広
報

OAMISHIRASATO CITY

̶主な内容̶
●新型コロナウイルスに関する各種情報
●国民健康保険および後期高齢者医療
保険の各種申請の郵送受付
●情報公開制度・個人情報保護制度の
　利用方法と運用結果
●ふるさと納税の返礼品提供事業者を募集
●６月は土砂災害防止月間
●ご自宅の耐震診断・耐震改修を行いませんか
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※問＝問い合わせ先 □申＝申し込み先

No.638

令和２年

毎月1日発行

2020
6月号

みんなで
がんばろう！！

特別定額給付金の申請はお済みですか？


