広報

令和２年
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̶ 主な内容 ̶
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〈連絡方法や避難場所の確認〉
■救急箱、
非常用品の置き場
所を確認する。
■簡単なものでいいので、
応急手当を覚えておく。

〈安全な空間の確保〉

〈非常持出品のチェック〉

■家具の配置などを計算し、
家の中の安全なスペース
を確保する。
■家具の転倒・落下を防ぐた
め、
家具を固定する。

■非常持出品が揃っているか
確認する。
■定期的に保存状態や
使用期限を点検・交
換する。

〈危険箇所のチェック〉
〈役割分担を決める〉

■非常時に誰が何をする
かの役割を決めておく。

■家の中や外をチェックして、
危
険箇所や安全箇所を確認する。
■危険な場所はできる限り、
補修や修理をしておく。

台風や豪雨時に備え、
「自らの命は自らが守る」意識を一人ひとりが持ち、平時より地域の災害リ
スクを確認し、災害時にとるべき行動について理解することが重要です。
市民の皆さん自らが自宅の災害リスクを踏まえ、とるべき行動を判断
するための「避難行動判定フロー」および警戒レベル等の避難情報を読
◀内閣府
み解き避難するタイミングを判断するための「避難情報のポイント」を
リーフレット
内閣府が作成しましたので確認をお願いします。
また、避難が必要な場合に「いつ、どこに避難するのか」あらかじめ
決めておくことも重要です。避難に備えた行動を一人ひとりが事前に決
めておくため、市ではマイ・タイムライン（防災ハンドブックに掲載）
◀防災
を推奨していますので、ご活用ください。
ハンドブック
安全対策課消防防災班 ☎０４７５（７０）０３０３

避 難 行 動 判 定 フロ ー

あなたがとるべき避難行動は？
ハザードマップ※で自分の家がどこにあるか確認し、印
をつけてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

必ず取り組みましょう

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を
着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる
可能性があります。

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖
のそばなどにお住まいの方は、市区町村からの避難
情報を参考に必要に応じて避難してください。

いいえ

はい

●浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れ
の高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧など
の備えが十分にある
場合は自宅にとどまり安全確保をすることも可能です。
●土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等
の上層階に住んでいる場合は自宅にとどまり安全確
保をすることも可能です。

災害の危険があるので、原則として、自宅の外に避
難が必要です。

例外

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかか
りますか？

いいえ

19

10

雨の強さと予想被害
１時間当たり
予報用語
の雨量

状況

10㎜以上 やや
20㎜未満 強い雨

地面一面に水たまりができ
る。この程度の雨でも長く続
く時は注意が必要。

20㎜以上
強い雨
30㎜未満

車のワイパーを速くしても、
前が見づらい。側溝や下水、
小さな川があふれ、小規模の
崖崩れが始まる。

道路が川のようになる。山崩れ
30㎜以上
激しい雨 や崖崩れが起きやすくなり危険
50㎜未満
地帯では避難の準備が必要。
傘は全く役に立たなくなる。
50㎜以上 非常に
車の運転は危険。土砂崩れが
80㎜未満 激しい雨 起こりやすく、多くの災害が
発生する。

80㎜以上 猛烈な雨

息苦しくなるような圧迫感が
ある。雨による大規模な災害
が発生する恐れが強く、厳重
な警戒が必要。

５年に１度の日本で最も重要な統計調査

令和2年国勢調査を実施します
■国勢調査は、
2020年
（令和２年）
10月１日現在、
日本に住んでいる
全ての人および世帯が対象です。
■国勢調査の結果は、
国や地方公共団体の社会福祉、
雇用、
環境整
備、
災害対策などをはじめとする各種施策の基礎資料として利用
されるほか、
コンビニの出店計画など、
民間においても幅広く活用
されています。
■９月中旬から、
調査員が皆さんのお宅を訪問し、
調査書類をお配り
します。
■今回の国勢調査は、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
調査の説明はインターフォン越しで行うことや、
調査書類は郵便
受けに投函して配布するなど、
できる限り皆さんと調査員が直接
対面しない非接触の方法で行います。
調査の回答は、
接触機会を減らすために、
できる限りインター
ネットまたは郵送でお願いします。
■国勢調査を装った詐欺や不審な調査にご注意ください。
調査員は、
総務省が発行した
「調査員証」
を携帯しています。
調査員が金銭を要求したり、
銀行口座の暗証番号やクレジット
カード番号をお聞きすることはありません。
インタ ー ネット 回 答 期 間

はい
安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？
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安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？

はい

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル３が出たら、安
全な親戚や知人宅に避難
しましょう
（日ごろから相
談しておきましょう）
。

警戒レベル３が出たら、市
区町村が指定している指
定緊急避難場所に避難し
ましょう。

警戒レベル4が出たら、安
全な親戚や知人宅に避難
しましょう
（日ごろから相
談しておきましょう）
。

警戒レベル4が出たら、市
区町村が指定している指
定緊急避難場所に避難し
ましょう。

です

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
「避難行動判定フロー」を確認しよう

関
※連記事は２面から

■家族が離れてしまうこと
も考えられるので、
連絡方
法や避難場所などの確認
をする。
■避難経路を事前にチェッ
クしておく。

風 水 害 に備えて

災害時にはどうしたらいいか、
家族でよく話し
合っておくことが大切です。

〈防災用具などの確認〉

▲市ホームページ

令和２年７月豪雨では日本各地で豪雨
被害 が発生し︑
多くの方が被災しました︒
また︑
本市も昨年の台風 号︑ 号︑ 月
日の大雨により甚大な被害を被りました︒
これからの時期は誰でも風水害で被災
する可能性 があります︒
風水害から少し
でも身を守るため︑
日ごろからの備え︑
防
災情報の入手方法などについて今一度確
認をお願いします︒

日ごろの備え

９ 月１ 日 は 防 災 の日

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/

毎月1日発行

風水害時の危険度を５段階の
2
警戒レベルで伝達します
大網白里市からの災害時緊急
情報発信方法
3
令和３年度実施住民協働事業
の提案事業を募集
6
特集 新型コロナウイルス感染
症に伴う各種支援
7・８
申＝申し込み先
※ ＝問い合わせ先 □

９

14

10
月

7

水

調 査 票（ 紙 ）で の 回 答 期 間

10

1

10
木

7

水

国勢調査については、
「国勢調査2020総合サイト」
をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

総務省・千葉県・大網白里市

企画政策課政策推進班 ☎０４７５
（７０）
０３１５

人口と世帯8月1日現在
（前月比） ●人口／49,042
（＋3） ●男／24,094
（＋2） ●女／24,948（＋1） ●世帯数／21,807（+28）

風水害時の危険度を５段階の
警戒レベルで伝達します
︿警戒レベル４ 避難勧告ま

を整えましょう︒

︿警戒レベル５ 災害発生情報﹀

部屋に避難しましょう︒

避難準備・

︿警戒レベル３
たは避難指示︵緊急︶﹀
速やかに避難先へ避難しましょう︒

対象地区にお住まいの方は︑ 況です︒

齢の方︑障がいのある方︑乳

避難先までの移動が危険と思

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

避難に時間を要する方︵高

既に災害が発生している状

高齢者等避難開始﹀

お住まいの地区に警戒レベ
幼児等︶とその支援者は避難

場所や︑自宅内のより安全な

われる場合は︑近くの安全な

をとりましょう︒

することも考えられます︒

千葉県と連携し︑土砂災害

◇市の取り組み

には︑防 災 行 政 無 線 ︑市ホー

災害警戒情報が発令された際

警 戒 区 域の周 知・啓 発 ︑土砂
ージから確認することができ

ムページ︑メール配 信によ り

大雨や台風による風雨に伴

◇土砂災害の起こる前兆

市では か所が指定されて

な場合は︑建物の上階に避難

でも︑外へ出ての移 動が危 険

避難勧告や注意喚起を行います︒

ます︒
土砂災害とは︑地中に染み

です︒土砂災害は各地で発生
しており ︑身 近に起こり 得る

こんだ水分が土の抵抗力を弱

い︑懸 念されるのは土砂 災 害

災 害です ︒市では︑土砂 災 害

れることをいいます ︒前 兆 と

め︑地震や大雨により突然崩
しては次のようなものがあり

発 生の恐れがある際には︑避
民の皆さんも︑お住まいの地

ます︒

難 勧 告などを行いますが︑市
域が土砂災害の危険箇所に当

・崖から水が吹き出ている

・崖に亀裂が入る
備えるようお願いします︒

・崖から音がする

たるかなどを確 認し︑災 害に
◇土砂災害警戒区域の指定

①指定緊急避難場所への立ち

◇避難のポイント
退き避難

千葉県が法律に基づき指定
①土砂災害警戒区域

②近隣の安全な場所︵近隣の

しています︒
崖崩れなどの土砂災害の恐

よ り 安 全な場 所・建 物 等 ︶へ
③ 屋内安全確保︵その時点で

れがある区域
土砂災害警戒区域の中で︑

いる建 物 内において︑より 安

います︒指定区域は市ホームペ

土砂崩れ復旧工事が完了

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

金谷郷275

理費用含む︶

防災行政無線が聞き取りづら
いときには

市では︑災害・行政情報な

どを皆さんに伝えるため︑防

負担金をお返しすることは

利
※用しなくなった場合でも

ご了承ください︒

できませんのであらかじめ

災行政無線による放送を行っ

や家屋の気密化等により︑放

ています︒しかし︑気象条件

︿電池の残量の確認を﹀

戸別受信機は︑停電時でも

送が聞き取りづらい場合があ

ります︒戸別受信機の貸与を

使用できるように乾電池が入

っています︒

実施していますので︑ご利用

ください︒

ランプが赤く光っているとき

戸別受信機の﹁乾電池﹂の

放送を屋内で聞くことので

池︶をお願いします︒交換し

は︑電 池の交 換︵マンガン電

︿戸別受信機﹀

入りやすい場 所で︑コンセン

きる機械です︒屋内の電波が

ても赤いランプが光っている

場合は︑電池の接触部分で錆

トにつないで利用します︒

電波が入らない場合は︑外

がないか・金具がずれていな

宅地内に流入した土砂や流木

いか確認してください︒

日の大雨で大規模な土砂崩れ

壁等に外部アンテナを設置し

方針に変更があった場合は︑

ます︵外部アンテナに係る費

安全対策課消防防災班

ま し たが ︑このた び ︑二次 被

伝えられました︒

用は市で負担します︶︒
害を防止する大型土のうによ

者に地元地区から感謝の意が

復旧作業に当たってきた関係

台風などの自然災害により被害を受けた世帯に市が発行する罹災証明書は、被災者の生
活再建、住宅再建のための補助制度や保険会社へ損害保険を請求する際に必要となります。
罹災証明書の申請には、被害状況が分かる写真の添付が必要です。申請時に、被災
住宅の階数、間取り、写真ごとの被害状況を確認します。速やかな被害状況の確認のた
め、写真の撮影について次のとおりご協力をお願いします。

☎０４７５︵７０︶０３０３

る土留め工事が完了︒現地で
な被害をもたらしました︒
災害後︑市と災害協定を結

台風などの自然災害により住家が被害を受けたときは

▼負担金＝１万円︵保守・修

た懸命の作業が進められてき
します︒
安全対策課消防防災班
☎０４７５︵７０︶０３０３

・デジタルカメラやスマートフォンにて、修理や片付けをする前に撮影してください。
・住宅の全景写真を可能な限り４面分撮影してください。
・浸水被害がある場合、メジャーを当てて全体を写した遠景と目盛が読み取れる近景を
撮影してください。
★被害を受けた部屋・箇所は全て撮影しましょう
・室内を撮影する場合、被災
②被害を受けた
した部屋ごとの全 景写真を
箇所の全体が
玄関
分かるように
撮影してください。
・被害箇所の面積割合が分
カメラ
スマホなどで
①被災した
かるよう、被害箇所を含む見
４方向から
部屋ごとに
押入
撮影
全景を撮影
切り範囲を撮影してください。
リビング
・被害程度が分かるよう、被
和室
浸水の
害箇所の近景写真を撮影し
高さが分かる
台所
ように
てください。
安全対策課消防防災班 ☎０４７５（７０）０３０３

戒レベルが設定されています︒ じて避難しましょう︒
土砂災害や洪水など災害の
危険度の高まりに応じて警戒

ときの危険度が分かりやすい
ル３以上の避難情報が発令さ
しましょう︒その他の方はい

レベルが高くなります︒

◇警戒レベルを用いた避難勧
よう︑避難情報と避難行動の
つでも避難できるように準備

低

命を守るための最善の行動

告等の伝達
れた場合は︑自身の状況に応

危 険 度

ル消毒液を用いて定期的に清
③ 十 分な換 気の実 施︑スペー

掃します︒
スの確保

建物に損 壊が生じ︑住民に著

の立ち退き避難
ともに︑避難 者同士が十分な

全な部屋などへの移動︶

②土砂災害特別警戒区域
スペースを確 保できるように

しい危害が生じる恐れのある

避難所内の換気に努めると

い物

留意します︒

②避難所に避難するに当たり︑

・水 ︑食 料 ︑日 用 品 ︑その 他

確保
個室や専用トイレの確保に
努めます ︒症 状のある 方は︑
ことがあ りますので︑ご協 力

一般の避難 者と区 画を分ける

大網中学校

の撤去など︑早期復旧に向け

んでいる災害対策協会により

永田1055

宅地内に流れ込むなど︑大き

月

瑞穂小学校

が発生︒大量の土砂や流木が

南 玉地 区では昨 年

みどりが丘3-18-3

市ホームページ等により周知

をお願いします︒

避難情報が発令された場合
区域

ますので︑ご協 力をお願い

市
※の備蓄品には限りがあり

します︒
◇避難所運営における市の対
応方針
①基本的な感染対策の徹底

た方のための専 用スペースの

④ 発 熱︑せきなどの症状が出

自分に必要なもの

皆さんに持 参していただきた

土砂災害に注意しましょう

対応を明確にした５段階の警

新型コロナウイルスの感染
避難所を開設する場合は︑感

が懸念される状況で災害時に
染対策に万全を期すことが重
要です︒現段階における避難

※各種の情報は、警戒レベル１〜５の順番で発表されるとは限りません。状況が急
変することがあります。
※気象庁は、住民自ら避難の判断を下す参考となるよう、気象情報を「警戒レベル
○（3 〜 5）相当」という表現で発表しますが、市では、その他の情報も参考に避
難情報を発令するため、市の発令する「警戒レベル（避難勧告等）」と気象庁の発
表する「警戒レベル相当情報」は、必ずしも一致しません。

災害発生の危険が高まった

高

災害への心構えを高めましょう。

早期注意情報

警戒レベル
１

〔気象庁が発表〕

避難に備え、ハザードマップ
等により、自らの避難行動を
確認しましょう。

手 洗い︑せきエチケット 等

金谷郷1356-2

大網小学校

〔気象庁が発表〕

警戒レベル
２

②避難所の衛生環境の確保

大網100-2

大雨注意報
洪水注意報等

難をしましょう。その他の方
は避難の準備を整えましょう。

の徹底︑周知をします︒

大網121-2

〔市が発令〕

高齢者等は
避難

所に避難 する場 合のお願い︑ ・マスク︑体温計等
市の対 応方針は︑次のとおり
となります︒
◇避難者へのお願い
①﹁ 避難 ﹂とは﹁ 難 ﹂を﹁ 避﹂
けることであり ︑自 宅の安 全
確保ができる場合は感染リス
クを負って避難所に行く必要
はありません︒親 戚や友人宅
への避難 も検 討し︑本 当に避

中央公民館

保健文化センター
施設名

〔状況により市が発令〕

避難所における新型コロナ
ウイルス対応

全員避難

避難準備・
高齢者等避難開始

警戒レベル 避 難 に 時 間 を 要 す る 方（高
齢 の 方、障 が い の あ る 方、
３
乳幼児等）とその支援者は避

避難所の物品等に目に見え

90

所在地

土砂災害における指定緊急避難場所

しょう。
避難先までの移動が危険と思
われる場合は、近くの安全な
場所や、自宅内のより安全な
場所に避難しましょう。

災害発生情報
既に災害が発生している状況です。

警戒レベル 命を守るための最善の行動 をと
５
りましょう。

難所を必要とする方が利用で

25

※11月末まで修繕工事を予定しているため、開設できない場合があります。

〔市が発令〕

避難勧告
避難指示（緊急）

速やかに避難先へ避難しま

警戒レベル
４

避難情報等
避難行動等（とるべき行動）
警戒レベル

きるようご協力をお願いします︒ る汚れがあるときは︑アルコー

10

※農村ふれあいセンターやまべの郷

▲復旧工事後の現地

№641 2
2020.9.1

19 津波避難タワー

四天木甲2982-1

20 要行寺（四天木）

四天木甲1342

21 市運動広場

南飯塚477-1

22 南四天木築山

四天木980

呼び水が必要

東 京電力パワーグリッドから停電、電 線などの設 備に関する
問い合わせ先とスマートフォンアプリについてご 案内します
受付内容

停電状況の確認、
電線の断線、
電線への樹木接触等に関するご連絡
※停電など緊急のご用件については、
全日24時間承ります。

チャット
（ホームページ・LINE）
での問い合わせ

受付URL

https://www.tepco.co.jp/pg/user/chat/chat̲support-j.html

二次元コードで
簡単アクセス
電話による問い合わせ

0120 -995 - 0 07

0120番号をご利用になれない場合：03-6375-9803（有料）

※月曜日
（または休日明け）終日、および平日9時〜10時は電話が
つながりにくいことがあります。

スマートフォンア
プリ「ＴＥＰＣＯ
速報」では、ご登
録の地域で発生
した停電・雨雲・
雷 雲・地 震 情 報
をプッシュ通知で
お知らせします。

確認ください︒

北今泉2076

災害に備えて必要な備品を備蓄しましょう
地震や台風による大規模災害によってライフラインの停止や長期間の避難所生
活を余儀なくされたとき、物資の供給が停止したときは、物資が不足する恐れがあ
ります。
市の備蓄数には限りがあります。市民一人ひとりが自身に必要な物、食料や水
を蓄えておくことが減災の一環となります。日ごろから意識して防災物資の備蓄を
お願いします。
必要な備品は時間経過や被災状況により異なり、大きく次の３つに分かれます。
◇常時携行品
財布や携帯電話、キャッシュカード、免許証など普段持ち歩く貴重品に加えて、
携帯ラジオ、懐中電灯、携帯電話の充電器など
◇非常持出品
備蓄品の一部として、２泊３日程度の避難生活に必要な物を選ぶ。持病薬やア
レルギー対応食など命を守るために必要な物を優先する。普段からリュックサック
に入れることで、避難する時に両手が使えます。
◇備蓄品
食料や水は最低３日、できれば１週間以上備蓄する。
蓄える食品はレトルト食品や缶詰、カップ麺とする。水は
大人１日当たり３リットルが目安。水の配給を受けるため
のポリ容器も必要です。また、下着や着替え
も用意しましょう。
詳細はチェックリストをご確認ください。
安全対策課消防防災班
☎０４７５（７０）０３０３
◀チェックリスト

有限会社小倉観光サービスおよび有限会社オートウィルと
「災害時におけるバス輸送等の協力に関する協定」締結
災害発生時において、バスに
よる避難者等の輸送やバス車内
での充電等の支援を得ることを
目的に、有限会社小倉観光サー
ビスおよび有限会社オートウィ
ルと「災害時におけるバス輸送
等の協力に関する協定」を締結
しました。
令和元年度の風水害では、冷
房停止や携帯電話の充電等への
対応に多くの方が苦慮しまし
た。今後災害時には、両社への
協力要請など検討し、対応して
いきます。

▲「災害時におけるバス輸送等の協力に
関する協定」締結式（有限会社小倉観光サービス）

▲「災害時におけるバス輸送等の協力に
関する協定」締結式（有限会社オートウィル）

帯電話事業者やプロバイダに

18 諏訪神社（北今泉）

︿Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ﹀

上貝塚160

Ｙａｈｏｏ！防 災 速 報アプ

17 大網白里アリーナ

大網白里市からの災害時緊急
情報発信方法

季美の森南一丁目28

リをインストールし︑地 域お

16 季美の森小学校

水が濁っている

よび自治体からの緊急情報を

金谷郷1356-2

受信のための通話料もかかり

農村ふれあいセンター
やまべの郷

ません︒

15

災害時に市から複数の情報

14 中部コミュニティセンター 柿餅26-1

伝達方法を用いて情報を発信

南今泉1088-1

設 定することにより︑防災 情

13 白里公民館

▲iOS

なお︑配 信エリアを指 定し

南今泉3344

▲Android

します︒

12 白里幼稚園

報を受け取れます︒

南今泉3349

て配 信しますので︑市 内にい

11 白里小学校

情報を得る方法を複数確保

呼び水が必要
水は、ホース用出水口のみ

また︑市 内で隣接市町の近く

南飯塚299-1

る場 合しか受 信できません︒

10 増穂幼稚園

することは︑いざという とき

呼び水が必要

にいる場 合︑隣 接 市町の情 報

上貝塚337

市では次の情報伝達方法を

増穂保育所

のためにとても重要です︒

9

が配信される場合があります︒

北飯塚281

活用し︑情報を発信しますの

増穂小学校

ビス﹀

8

︿大網白里市メール配信サー

上貝塚71-1

でご活用ください︒

7

青少年研修センター
（柔剣道場）

呼び水が必要
水は、ホース用出水口のみ

災害時に市から事前登録し

富田32-2

市が市内各地に設置してい

大網東小学校

︿防災行政無線﹀

6

たメールアドレスに防災 情 報

大網121-2

る屋外スピーカーおよび屋内

中央公民館

を配信します︒登録が必要で

5

に設置している戸別受信機か

大網416

ら呼び掛けます︒放送が聞き

旧大網小学校

すので︑
﹁ oamishirasato@e
﹂に空メー
ntry.mail-dpt.jp

4

時

金谷郷275

取れなかった場 合︑過去

大網中学校

ルを送信し︑返信されてく

3

呼び水が必要な場合あり

間以内に放送された内容につ

永田1117

るメールの内容に沿って登

瑞穂幼稚園

いては︑通 話 料がかかります

2

録してください︒

永田1055

が︑
﹁防 災 行政 無 線 電 話 応答

瑞穂小学校

サービス︵☎０４７５︵７２︶

1

１０００ ︶﹂で 聞 くことがで

考

☎０４７５︵７０︶０３０３

備

24

安全対策課消防防災班

地

メ
※ールは﹁ oamishirasato.ma
ilhaishin@city.oamishirasato.
﹂から送られます︒迷惑メ
lg.jp

在

きます︒

所

ドレスからメールを受信できる

避難場所名称

ール対策をしている方はこのア

No.

市では︑㈱ ＮＴＴドコモの

ように設定の変更をお願いし

防災井戸設置箇所一覧

︿緊急速報メール﹀

﹁エリア メール﹂お よ びソフ

ます︒設定方法はご利用の携

▲大網白里市メール
配信サービス

ト バンク ㈱・ＫＤＤＩ ㈱・楽

天 モ バイ ル ㈱ の﹁ 緊 急 速 報

メール﹂を 導 入しています ︒

このサービスは︑市 内にあ

る携帯電話・スマートフォンに

対 し て一斉 に 情 報 を 発 信 す

る ものです ︒登 録 は 不 要で ︑

防災井戸の設置状況

・飲み 水としての利 用はでき

ません︒

災害時の生活用水を確保す

るため︑市では︑災 害 時にト

に従ってください︒

・利 用の際は︑管 理 者の指 示

・いたず らなどをして壊さな

いでください︒

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

として防災井戸を避難場所に

2020.9.1

イレなどで使用する生活用水

設置しています︒

この防災井戸は︑災害時の

◇利用上の注意事項

利用となります︒

3 №641

消費活性化策﹁マイナポイント
事業﹂が始まります

市 長 との

ミーティング
あ
ふれ い
を開催

市では、市民や各種公益団体、事業者等、幅広
い分野に携わる多くの方々と自由な意見交換を行う
ことで「未来に向けてみんなでつくろう！ 住みた
い・住み続けたいまち」に向けた今後の市政運営へ
の参考とするため、ふれあいミーティングを開催して
います。
17回目となる今回は、市内飲食店を支援する
「エール飯」を主催している「エール飯プロジェクト
チーム」の皆さんにお話を伺いました。
大網白里さわやかサービス会

検索

※
「エール飯プロジェクトチーム」以下「エール飯」

市 長 新型コロナウイルスの影響が広が
る中、市内の飲食店を元気づけようと「エー
ル飯プロジェクト」が始まったと伺ってい
ますが、始まるまでにどんな道のりがあっ
たのでしょうか。
エール飯 ＳＮＳを利用して飲食店を支援
する
「エール飯」
は、
大分県別府市が発祥です。
新型コロナウイルスの影響で、苦境に陥っ
ている飲食店のために何かできないか考え
ていたところ、
資金面での支援は難しくても、
頑張っている飲食店に「応援している」と
いうメッセージを送るだけでも違うのでは
ないかと考えました。
ちょうど、
さわやかサー
ビス会会員のＰＲと飲食店のＰＲを入れた
広告を作ろうとしていましたが、紙面での
広報は一過性のものです。
Ｗｅｂと両方で
やったほうが持続性もあると考えていたと
ころ、
ちょうどインターネットで「エール飯」
の取り組みを見付けて、これなら本市でも
できるのではないかと提案しました。その
後、商工会で「エール飯」の参加店舗を取り
まとめてもらいました。この取り組みは、飲
食店と飲食店を利用した人がＳＮＳで「＃大
網白里エール飯」と入れて発信することで
広がり、若者も参加しやすいのが魅力だと
思います。
市 長 普段から経営者を助ける取り組み
をされていますが、そうしたアンテナを
張っていたお陰ですね。
「エール飯」の参
加店舗や利用した方の反応はどうですか。
エール飯 通常の顧客以外で、遠方から来
ていただいた例もあるようです。お店に行っ
た方が発信してくれることで、たくさんの人
が情報につながるという、
ＳＮＳの力が発揮
されたのではないかと思います。これをきっ
かけに、新たにＳＮＳを始めた飲食店もある
ようです。
「
（市のキャラクター）マリン」の
ツイッターでも「エール飯」の取り組みを取
り上げてもらったところ、反応が大きかった

ので、やはり注目度のある人につながるの
が大切だと感じます。
市 長 何か課題はありますか。
エール飯 飲食店経営者の中には高齢の
方もいて、どうしても発信力が鈍ってし
まう。その役割をお客さんが担ってくれ
ればいいと思うのですが、今の段階では
なかなかそこまで結びついていません。
発信することのメリットがまだ十分に浸
透していないと感じています。
市 長 今後も新型コロナウイルスの影
響が続く中で、どのような事業展開を考
えていますか。
エール飯 「エール飯」はテイクアウトに
限ったものだと思われている方も多く、
お店が営業を再開してからは、発信が少
なくなってしまっています。再開した後
でも、お店の感染防止の取り組みや、実
際にお店で食べた感想を発信していただ
きたいと思っています。感染防止のため、
あまりたくさんの人に来てほしくないと
いうお店もあるかもしれませんが、でき
るお店から積極的に取り組んでほしいと
思います。
市 長 今までの生活をガラッと変えな
くてはいけない状況になっている中で、
今後はどのような変化があると思いますか。
エール飯 今、テイクアウトがはやってい
ますが、テイクアウトは店内での飲食より
も敷居を下げて、安価で提供することで普
段来ないお客さんを呼び込むこともできま
す。また、
ＳＮＳでの発信は世界規模になる
一方、利用する人は感染防止のため、行動
範囲が狭くなっているので、今まで遠くに
行っていた買い物や飲食を地元でするよう
になる。これをチャンスに、ぜひこの取り
組みをうまく利用してほしいと思います。
市 長 変化をチャンスにつなげること
が大切ですね。

③キャッシュレス決済サービ

スの﹁ 決 済 サー ビスＩＤ﹂と

▼ポイントがもらえる期間＝

31

﹁セキュリティコード﹂

９月１日 〜令和３年３月 日㈬

︿制度の詳細について﹀

りに対 応したスマートフォン

やパソコンなどを 使って申 し

マイナンバーカードをお持

ちの方は︑ご自 身が選んだキ

マ イ ナン バ ー 総 合 フ リ ー

ダイヤル

込んでください︒

東金警察署生活安全課
☎０４７５（５４）０１１０

チャージまたは買い物をする

30日㈬ 14時50分

ャッシュレス決 済 サ ー ビスで

白里小学校

☎０１２０︵９５︶０１７８

10日㈭ 14時30分

市
※役所本庁舎では対応パソ

3日㈭ 14時15分

増穂北小学校

コンを用意しています︒

集合時間

と ︑ ％︵ 上 限 ５ ︐０００ 円

大網小学校

実 施日

25

︿ 市 役 所 で の パソ コン 利

集合場所

分︶のポイントがもらえます︒ ▼申し込みに必要なもの

●合同パトロール予定

用について﹀

1日㈫ 10時〜11時30分
29日㈫ 10時〜11時30分

総務課行政班

市立大網病院

29日㈫ 14時〜15時

①マイナンバーカード

大網白里市役所

15日㈫ 10時〜11時30分

②マイナンバーカード取得時

ショッピングセンター
アミリィ

2日㈬ 10時〜11時30分

ポイントをもらうためには

30日㈬ 10時〜11時30分

事 前に申し込みが必要です︒

みどりが丘
自治会館

9日㈬ 10時〜11時30分

☎０４７５︵７０︶０３００

29日㈫ 14時〜15時

に設定した４桁の暗証番号

農村環境改善
センターいずみの里

マイナンバーカードの読み 取

23日㈬ 10時〜11時30分

にスピードを落とし︑道 路の

4日㈮ 14時〜15時

主婦の店
大網店

・車に乗っている 場 合は徐々

3日㈭ 10時〜11時30分

左側に停車し︑エンジンを切る

17日㈭ 10時〜11時30分

地震災害への備えは万全ですか

ケーヨーＤ２
大網永田店

・車を離れるときはキーを付

28日㈪ 10時〜11時30分

◇家の中の安全対策を

セブンイレブン
季美の森店

けたまま離れる

開設時間

9日㈬ 14時〜15時

壊に注意する

性が十分でも落下物や転倒し

族でよく話し合っておくこと

開
設
予定日

近年︑東日本大震災や熊本

た家 具 ︑ガラスの破 片などに

すい背の高い家具は置かない

が大切です︒

開設場所

地震のような大地震により︑ ・避難口を確保する

きな被 害が発 生しています︒ ︿スーパーやデパート︑駅など﹀

よって被 害に遭うことがあり

ようにする︶

・連絡方法や避難場所の確認

●今月の移動交番開設日

地震が起きた時︑家の耐震

くし︑頭を守る

・揺 れを 感じたら︑姿 勢 を低

ます︒家の中での被 害を少な

・高い場所には物を置かない

東金警察署管内安全安心キャラクター
「とうがめくん」

・火の始末を速やかに行う

災害から素早く身を守り対処

くするために︑次のことに注

・安 全に避難できるように出

「電話ｄｅ詐欺に注意！電話ｄｅ対策を！」
東金警察署には、
各ご家庭の固定電話
機に不審な予兆電話
（アポ電）
がかかって
きたと報告されています。
県警で確認されて
いる通話内容をお知らせします。
・親族を名乗り
「銀行の封鎖が始まるから、
お金を下ろして
家に置いたほうがいい」
・役所職員を名乗り
「コロナのことで調べている」
・宅配業者を名乗り
「消毒作業で伝票が読めなくなった」
・病院関係者を名乗り
「息子さんがコロナでうちの病院に入院した
ので連絡した」
・助成金補助サポートセンターを名乗り
「コロナ関係で新しい制度ができた」
「助成
、
金が出るので住所を教えて」
このように、
さまざまな方法を使って、
個人
情報を聞き出そうとしています。
◇ポイント
・不審電話には固定電話機を常に留守番
電話に設定することが有効です。
・電話の呼び出し音が鳴っても電話に出な
いで録音を聞いてから折り返しましょう。

家屋の倒壊や津波災害など大

っかりと備えておきましょう︒ ・揺れが収まったらむやみに移

できるように︑日ごろからし

動せず︑係員などの誘導に従う

意しましょう︒

安全安心コーナー

うに︑日 ごろから 準 備し︑家

・避難にエレベーターは使わない

◇地震発生時の心得

︿屋外﹀

・窓ガラスや食器棚などには︑ ・非常時持出品のチェック

揺れを感じたり︑緊急地震

・安全な空間の確保

速報を受けたときは︑身の安

・危険箇所のチェック

・防災用具などの確認

飛散防止フィルムなどを使用

入口や通路には物を置かない

長時間過ごす場所には背の高

し︑飛散防止対策をする

・安 全なスペースを 確 保 する

電線などからすぐに離れて安

い家具は置かないようにする︶

全を最優先に行動しましょう︒ ・ブロック 塀 や 自 動 販 売 機 ︑ ︵寝 室やリビングなど家 族が

︿家の中﹀

全な場所へ避難する

安全対策課消防防災班

・窓ガラス︑瓦 などの落 下 物

◇家族で話し合いましょう

などの下に隠れ︑身を守る

かない︵じゅう たんや 畳の上

☎０４７５︵７０︶０３０３

・揺 れを 感じたら ︑テー ブル

に注 意し︑見 通しの良い広い

災害が起きても慌てないよ

・家具は不安定な場所には置

・外へ逃 げるときは瓦やガラ

など不安定な床面には倒れや

道等の手前にはダイヤマーク

交 通事 故﹁ストップ﹂

です︒

が設 置されています︒正式 名

ップ活動﹂を推進しています

横断歩道に十分注意

﹁ ゼ ﹂前 方 をよ く 見て 運 転 ︑

称は︑
﹁横 断 歩 道又は自 転 車

①子どもを始めとする歩行者

横断帯あり﹂といいます︒

東金警察署

ラ・ストップを実践しましょう︒

▼重点目標

場所へ避難する

通事故の増加が懸念されます︒

﹁ ブ ﹂横 断 歩 道の手 前では︑

スなどの落下物や塀などの倒

日から 日までの

の安全と自転車の安全利用の

の遵守と交通マナーの実践を

﹁ブレーキ﹂操作で安全確認

日は交通事故死ゼロを目指

また︑信号機のない横断歩

確保

﹁ ラ ﹂横 断 歩 道 で も ︑﹁ ３

☎０４７５︵５４︶０１１０

10

横断歩道は歩行者が最優先

また︑飲 酒運転︑妨 害運転

②高齢運転者等の安全運転の励行

故防止

︵ サン ︶・ラ イ ト ﹂で 交 通 事

30

習慣付けて︑交通事故防止の

等の危険運転による悲惨な事

③夕暮れ時と夜間の交通事故

安全対策課生活安全班

21

徹底を心掛けましょう︒

日間︑秋の全国交通安全運動

﹁ 事 故 を 起こさない﹂だけ

故も発生しています︒

防止と飲酒運転等の危険運転

﹁ストップ﹂横 断 する 歩 行 者

☎０４７５︵７０︶０３８７

﹁夕暮れの 一番星は 反射材﹂
令和2年秋の全国交通安全運動

が実 施されます ︒また︑９月

でな く﹁ 事 故に遭 わない﹂た

の防止

がいたら︑必ず﹁ストップ﹂で

９月

日没時間が急速に早まる秋

めにも ︑一人ひとり が 交 通 安

◇ 千 葉 県では﹁ ゼブラ・スト

ダイヤマークを見たら︑ゼブ

口は︑夕暮れ時や夜間の歩 行

全の意識を持ち︑交 通ルール

す日です︒

中・自転車 乗用中における交

30
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場合︒朱肉を使うもの︶

国民健康保険被保険者証︑
険者証の再交付を白里出張所

なお︑後期高齢者医療被保

・印かん︵ 代 理人が申 請 する

市民課高齢者医療年金班
☎０４７５︵７０︶０３３６

・むし歯︑歯周疾患の予防法など

基本構想（案）策定の流れ

ンバーカード等︶
・汚損した場合はその保険証
型になっています︒紛失され

保
※険証は１人１枚のカード
る方が多いので︑管理には十

・マイ ナンバー︵ 個 人 番 号 ︶
が分かるもの

または後期高齢者医療被保険
で申 請した場 合は︑後日の交

国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証を
無くした︑
汚した︑
破れたときは

者証を無くしたり︑汚れてし
付になりますのでご注意くだ
︿後期高齢者医療制度につ

市民課国保班

分ご注意ください︒

まったり破れたりして使えな
さい︵市民課で申請の場合は︑
いて﹀

申
・

くなった場 合は︑再 交 付が可
その場で交付︶︒
千葉県後期高齢者医療広域

る場合は委任状

・同一世 帯 以 外の方が申 請 す

能です ︒手 続きは︑市 民 課ま
▼申請時に必要なもの
連合 資 格 保 険 料課

☎０４７５︵７０︶０３３４

たは白 里出 張 所の窓口で︑再
・本 人 確 認できるもの︵ 運 転

☎０４３︵３０８︶６７６８

り交付する場合があります︒

交付申請書をご記入いただき
免 許 証 ︑パス ポート ︑マイナ

納税 相 談は︑随 時︑実 施し
前に早めに相談してください︒

ていますので︑滞 納が増 える

連合では︑令和２年度中に

▼歯科健診の受け方＝対象医

歯 科 口 腔 健 康 診 査︵歯 科 健 診︶
を受診しましょう
また︑納 付 書は全国のコン

歳になる被保険者の方を対象

受診票を持参し︑健診を受け

険者証︑受診票

▼受診の際に必要な物＝被保

に限ります︒

１
※人１回まで︑実施期間中

てください︒

療機関に予約後︑郵送された

年 ４ 月 ２日

す︒受診票は８月下旬に送付
しています︒
▼ 対 象 ＝昭 和

年４月１日生まれの
険者の方

▼対象医療機関＝千葉県歯科

くか︑市民課へ問い合わせく

同封のチラシで確認いただ

対
※象医療機関は︑受診票に

医師会会員の健診協力医療機関

▼実施期間＝９月１日㈫〜令
和３年１月 日㈮
▼費用＝無料

健
※診後の治療に要する費用
は自己負担となります︒

千葉県後期高齢者医療広域

ださい︒
︿口腔診査﹀

連合給付管理課給付第１班

▼歯科健診の項目
・歯 と 歯 肉の 状 況︵ むし 歯 ︑

☎０４３︵２１６︶５０１３

☎０４７５︵７０︶０３３６

申市民課高齢者医療年金班

歯肉の炎症︑かみ合わせなど︶
物を飲み込む力など︶

・口腔機能の状況︵舌の動き︑

基 本 構 想 策 定

市 議 会 議 案 提 案

パブリックコメントの実施

民

懇

談

会

市 民 ア ン ケ ー ト

中 高 生アンケート

市

タ ウン ミ ー ティン グ

庁 内 検 討 会 議

総 合 計 画 審 議 会

基 本 構 想 案 作 成

（ ）

申
※請書を預かり︑郵送によ

ます︒

年 度＝２２２件実施

さえを実施したことを通知し
ます︒

事情により︑徴収猶予等の手

・平 成
︵不動産︑預貯金︑生命保険︑

続きを行います︒

等は税務課まで問い合わせく

で︑口座振替可能な金融機関

口座振替を推奨していますの

納税は自主納付が原則です︒

納付が便利です

◇納税は口座振替やコンビニ

給与︑国税還付金等︶
動 産 ︑預 貯 金︑生命 保 険 ︑給

件実施︵不

無い場 合 ︑催 告 書の送 付 ︑電
与︑国税還付金等︶

年 度＝

した日から起算して 日を経
話や訪問による催告を行う場

◇納められない人は早めの納

・平 成

過した日までに︑その督 促に
合があります︒

督促状を送付しても納付が

○督促・催告

公平な納税のための滞納処分
︵差し押さえ︶
地方 税 法では︑
﹁ 滞 納 者が
督促を受け︑その督促状を発

係る徴収金を完納しないとき
税相談を

理由で︑納めたくても納めら

ビニエンスストアで 納 付でき

病気や失業・事業不振等の

○財産調査

れない方は︑早めの納 税 相 談

ます︒
税務課滞納整理班

︿口腔衛生指導﹀

無い場合︑滞納者の財産調査

をお願いします︒相 談 等がな
きず︑やむなく差し押さえの

８月３日に民生委員・児童委員委嘱状伝達
式が行われ、新たに１名が厚生労働大臣から
委嘱されました。
〈地区担当〉
三瓶 鉄也氏（瑞穂地区）
新たに委嘱された委員の任期は令和２年８
月１日から令和４年11月30日までです。
民生委員・児童委員は、社会福祉の精神を
持って、常に住民の立場に立って相談に応
じ、必要に応じて支援を行うボランティアで
す。生活の心配ごとや困りごとなどがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
社会福祉課社会福祉班
☎０４７５（７０）０３３０

千葉県後期高齢者医療広域

を行います︒

いと︑生活 状 況 等の把 握がで

ださい︒

納税は︑国民の三大義 務の
○差し押さえ

督促状を送付しても納付が

は︑滞 納者の財 産を差し押さ
えなければならない﹂と規 定

一つで あ り ︑滞 納 さ れている
差し押さえます︒

☎０４７５︵７０︶０３２３

民生委員・児童委員を
委嘱しました

76
千葉県後期高齢者医療被保

〜昭和

19

財産調査で判明した財産を

納期限内に納付された住民の

処分を受ける場合があります︒

から一定額を税金に充てます︒

︿差し押さえ事例﹀

②預貯金の差し押さえ＝金融

皆さんと公平性を欠くことと

市では︑納期限を過ぎても

機関等へ預貯金照会後︑差し

①給与等の差し押さえ＝勤務

納付が無い場合︑督促状を送

押さえを実施し︑税 金に充て

なり ます ︒滞 納は︑市の財 政

付しています︒それでも 納 付

ます︒

差し押さえを実施し︑給与等

が無い場 合は︑財 産調査を行

③不動産の差し押さえ＝法務

先へ給与等照会後︑給与等の

い︑法 律の 定めに従い︑財 産

局へ照 会 後︑土地や建 物の差

障をきたすことになります︒

の差し押さえや差し押さえた

し 押さえのために︑法 務 局へ

20

税 金を放 置しておくことは︑

として︑歯科健診を実施しま

されています︒

大網白里市第６次総合計画 序論・基本構想
（案）
に
対するパブリックコメントを実施
29

▶請求手続き
年金の請求手続きと併せて年金事務所ま
たは市役所で請求手続きをしてください。
◇日本年金機構や厚生労働省を装った不
審な電話や案内にご注意ください
日本年金機 構や厚生労働省から、口座
番号を聞いたり、手数料などの金銭を求め
ることはありません。
※制度などの詳細は、ねんきんダイヤルま
たは年金事務所へ問い合わせください。
ねんきんダイヤル
☎０５７０（０５）１１６５
千葉年金事務所
☎０４３（２４２）６３２０

年金生活者支援給付金は、公的年金等
の収入や所得額が一定基準額以下の年金
受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
▶対象となる方
①老齢基礎年金を受給しており、次の要件
を全て満たしている65歳以上の方
・世帯員全員が市町村民税が非課税とな
っている
・年金収入額とその他所得額の合計が
８７９，９００円以下である
②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し
ており、前年の所得額が４，６２１，０００円
（扶養親族の数に応じて増額）以下である方

91

を圧 迫し︑行 政サービスに支

財産の公売を行っています︒

融 支 援 機 構 等︶等に︑差し押

抵当権者︵金融機関や住宅金

す ︒差し 押 さえの登 記 後に︑

差し押さえ登記の嘱託をしま

○納期限を過ぎても納付が無

い場合
地方税法の規定により納期

送付します︒

年金生活者支援給付金制度

30

31

は閲覧場所に備えてある所定の様
式に必要事項を記入の上、次のい
ずれかの方法で提出
①郵送
〒２９９−３２９２
大網白里市大網１１５番地２
大網白里市企画政策課政策推進
班宛て
②ファクス
０４７５（７２）８４５４
③メール
kikakuseisaku@city.oamishira
sato.lg.jp
④持参
企画政策課政策推進班（本庁舎
２階）、閲覧場所の施設受付
▶その他
・意見等は、それに対する市の考
え方と併せて、後日、市ホームペー
ジにて公表します。なお、類似して
いる意見は集約します。
・ご意見等に対して個別には回答
しません。
・本案に直接関連のないご意見へ
の回答はしません。
・ご意見の内容以外（住所、氏名
等）は公表しません。
企画政策課政策推進班
☎０４７５（７０）０３１５

市では、令和３年度からスター
トする第６次総合計画の策定作業
を進めています。
総合計画は、計画的な行政 運
営を行うための最上位の計画であ
り、まちづくりの基本的な方向性
を示すものです。
総合計画では、
「まちづくりの基
本理念」や「目標となる将来像」
を示す「基本構想」と、目標達成
に向けた取り組みを示す「基本計
画」で構成され、市が実施する全
ての事業を体系的にまとめています。
今回「序論・基本 構想(案)」を
取りまとめましたので、市民の皆さ
んの意見をいただくため、パブリッ
クコメントを実施します。
▶意見を提出できる方
市内在住、在勤、在学の方および
市内事業者
▶閲覧場所
市ホームページ、本庁舎１階行政
情報コーナー、中部コミュニティセ
ンター受付、白里公民館受付
※公共施設での閲覧時間は、閉
庁日を除く８時30分〜17時15分
▶募集期間
９月８日㈫〜25日㈮17時まで
▶提出方法＝市ホームページまた

ね ん き ん ナ ビ

10

限経過後 日以内に督促状を
20

2020.9.1

5 №641

題の解決または地域活性化に

・ 男女がともに輝く地域づく

ＳＮＳ等で発信する︒

スポットの紹介記事を作成し︑

市内飲食店のグルメと観光

国人と地域住民の交流や情報

室を運営すると共に︑在住外

人のニーズに応える日本語教

多様な学習要望を持つ外国

推進班

令和３年度実施住民協働事業の
提案事業を募集

市では︑地域課 題の解決を

つながる事業︵テーマは自由︒

☎０４７５︵７０︶０３４２

︿行政提案型事業テーマ﹀

・ 日本語教室の運営

点を置いた取り組みを行う︒

里出張所︑中部コミュニテ

づくり課︑中央公民館︑白

ジから入手できます︒

ィセンター︑市ホームペー

地域づくり課市民協働

・おでかけマップの作成

ルカフェ﹂を併せて開設する︒

申・

図るため︑住民団体が自主的

交換の場としての﹁グローバ

30

男女共同参画を身近なもの

市ひきこもり地域支援センター︶

予定︒先着３組︒

講
※座終了後に個別相談会を

大のため︑やむを得ず内容

新
※型コロナウイルス感染拡

を変更・中止等の場合があり

ます︒事前にご確認ください︒

り事業

17

・行政提案型事業＝市が提示

▼申込締切＝９月 日㈭

日㈪ 時〜 時

15

補助限度額 万円︶

として考えられるよう︑地域

▼その他＝事業の詳細は﹁応

送
※迎についてはご相談くだ

達明氏︵ひき

▼講師＝阿部

▼会場＝中央公民館講堂

▼対象＝ひきこもりの方︑不

こもり家族会カウンセラー︶

さい︒

登校︑外に出ることが苦手な

▼募集人数＝先着 人程度

抱えた方︑支援者

▼対象＝ひきこもりの家族を

方︑支援者

相談ください︒

市
※内在住者︒市外の方はご

10

13

または主体的に企画・実施す

業に対して補助金を交付します︒ する課 題に対し︑住民団体に

や職場における啓発活動を行

募の手引き﹂をご覧ください︒

11

る公益性のあるまちづくり事

より企画立案された事業︵補

う ︒特に︑市 内 事 業 所への啓

▼対象事業

助限度額は事業内容により定

・住民提案型事業＝住民団体

﹁
※応 募の手引き﹂は︑地域

めます︶
発や市民意識調査の実施に重

が企画立案した︑公共的な課

協 働 のま ち づ く り 通 信

日㈬ ︑ 月

30

30

︿共通事項﹀

▼参加費＝無料

るうちに、本人の希望する介護
環境が見えてくることもあります。
「考えを聞いてみる」
というところ
から始めてはいかがでしょうか。
〈例〉
・介護に関する考え方
・介護を受けるとしたらどんな
環境がいいか
・誰に介護してほしいか
・介護に関するお金の使い道
介護は家族の協力で成り立
ちますが、
それぞれの事情もあり、
型どおりに進めることは容易なこ
とではありません。費用や時間な
どの負担が偏らないよう調整も
必要です。切迫した状態になる
前から、家族間で気兼ねなく話
し合える関係づくりが大切です。
高齢者の相談窓口として、成
年後見制度の説明や各種相談
を受け付けています。お気軽に
ご相談ください。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
在宅介護支援センター
おおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６

特定非営利活動法人

今からできる介護の心構え

申・

地域包括支援センターだより

in

みませんか︒

② 第一回大網白里市住民協働

▼申込方法＝氏名・住所・年

30

◇心のいずみ 大網白里

日㈪ 時〜 時

▼参加費＝無料

事業市民公開講座

13

15

▼日時＝９月

交流すれば︑ちょっとしたヒ

▼会場＝中央公民館講堂

◇今後の事業開催予定

16

私たちができること〜背景・ ールにて事前に申し込み

リンク

10

理解・アプローチ〜﹂

☎０４７５︵７２︶５４３９

15

▼日時＝ 月 日㈮ 時 分

〜 時

０４７５︵７２︶５４５２

info@npo-link.jp

▼会場＝保健文化センター

３階ホールほか

智子氏︵千葉

認知症の方を介護されている方同士で、介護の悩みや
困っていることなどを語り合ってみませんか。
▶日時＝９月10日㈭13時30分〜15時
▶会場＝小規模多機能型居宅介護支援事業所かきつばた
「カフェかきつばた」
▶内容＝認知症の個別相談、参加者同士の交流
▶対象＝認知症の方（疑いを含む）を介護している方
※個別相談を希望する方は予約制となります。希望しない
場合は事前連絡の必要はありません。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
０４７５（７０）１０９３
在宅介護支援センターおおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６

▼講師＝平田

あんとんねぇさ〜
「九十九里地域認知症家族の会」in大網白里市

12

13

同じ悩みを抱えた者同士が

ントが生まれるかもしれませ

▼講師＝阿部

齢を電話・ファクスまたはメ

令和元年度事業所意識調査より

月５日㈪︑ 月７

ある程度取り組んでいる
26.1%

達明氏︵ひき

ん︒今回は講師をお呼びし︑

﹁ひきこもり状 態にある方に

▼日時＝
10

どちらともいえない
9.1%

今は健康そのものに見える方
でも、急な病気やけがなどで、
いつ介護が必要になるか分か
りません。万が一の備え、元気
なうちから介護に関する心構え
をしておくことが大切です。
◇備忘録に書き留めておきま
しょう
高齢になると体調や心身の状
態に変化が起こってきます。
その
状態を書き留めておくと、変化や
予兆にいち早く気付くこともあり
ます。
また、本人の意向を書き留
めておくのも｢その人らしさ｣を大
切にする介護へつながります。
〈例〉
・通院している医療機 関と主
治医
・過去のけがや病気、アレル
ギーについて
・薬について気を付けること
・体調不良や気分の変化など
・治療方針について
・日常生活に関する相談先と
交友関係
・金銭管理について
◇介護について家族で話して
おきましょう
世間話の延長で話題にしてい

① ひきこもり家族の集い

10

積極的に取り組んでいる
34.1%

あまり取り組んでいない
12.5%

こもり家族会カウンセラー︶

取り組んでいない
18.2%

▼募集人数＝先着 人程度

よる成果についても質問したところ、
「優秀な人材を確保できた」、
「職場
の雰囲気が良くなった」、
「業務の改
善につながった」などの回答が多くな
りました。
女性が働きやすい職場は、男性も
含む全ての従業員にとって働きやす
い職場になるようです。
事 業 所を対 象とした意 識 調 査 で
は、ワーク・ライフ・バランスの取り組
み状況等についての質問も行ってい
ます。詳細な結果については、市ホー
ムページで確認することができますの
で、ご覧ください。
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

皆さんでミーティングをしま

令和元年９月に市内に住所のある
事業所を対象に男女共同参画に関す
る意識調査を行いました。その結果の
一部を紹介します。
事業所における女性活躍推進の状
況を確認するため、
「女性従業員を積
極的に採用したり、管理職へ登用する
などの女性従業員の活躍推進に取り
組んでいますか」との質問を行いまし
た。その結果、
「積極的に取り組んで
いる」または「ある程度取り組んでい
る」と回答した事業所は６割を超えて
おり、多くの事業所で女性従業員の
活躍推進に取り組んでいることが分
かりました。
また、女性活躍推進の取り組みに

す︒まずは︑一歩踏み出して

男女共同参画だより
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こちらは消費生活センターです！
格安スマホの契約〜今までの携帯電話との違いを確認して〜

〈事例〉
格安スマホ会社のチラシを見て、電話で
契 約内容について問い合わせた上でイン
ターネットから申し込んだ。
「ＳＩＭカードを
入れ替えるだけで使える。通信状態は変わ
らず今より利用料金が安くなる。通話は1回
10分以内であれば無料」との説明だったの
で、今までの携 帯電 話と同じ通話方 法で
使っていた。しかし契約後、２か月間で２万
７千円もの高額な通話料金を請求された。
そこで契約書をよく読むと「通話を無料に
するには特定のアプリを使用しなければい
けない」と注意事項が記載されていた。
〈ひとことアドバイス〉
「いつでもサポートを受けられる」、
「今
までと同じように使える」といった契約時の
説明により、消費者が格安スマホ会社にも
今までの携帯電話会社と同様のサービス
があり、利用方法が変わらないと認識して
いるケースが見られます。格安スマホ会社
のホームページやパンフレットを見て、利用
方法やサービス内容をよく確認しましょう。
無料通話は、格安スマホ会社独自のアプ
リケーションを使うことや、電話番号の前に
特定の番号を打ち込むこと等、指定された
通話方法でないと、予期せぬ高額請求を受
ける可能性があるため注意が必要です。
格安スマホ会社は実店舗を持たないこと
が多く、問い合わせ方法が電話やメール、

ホームページ上に設定されているチャット等
に限られているケースがあり、対面でのサ
ポートは行われていない場合があります。
青少年向けのフィルタリング機能等、今ま
での携帯電話会社では無料で提供されて
いるサービスが、格安スマホ会社では有料
のオプションとされている場合もあるため、
希望するものがあれば 契 約前に確 認しま
しょう。
格安スマホ会社の音声通話付き通信契
約は、電気通信事業法の「初期契約解除
制度」の対象です。契約書面の受領日もし
くはサービス提供開始日のいずれか遅い日
を初日とする８日以内に、契約している格安
スマホ会社に契約解除を行う旨の書面を出
すことで、無条件に通信契約を解除するこ
とができます。ただし、端末代金や利用し
たサービス料、事務手数料、ＳＩＭカード発
行手数料、その他諸費用を支払う必要があ
ります。
〈参考資料：ウェブ版国民生活 ４月号
Ｎｏ．93より〉
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、13時〜16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝０４７５（７０）０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５
（７０）
０３４２
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新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
世帯や個人の皆様へ
種類

休業や無給・減給などで生活への不安や生活資金の不足、税金や保険料の納付、学校・保育のことでお困り
の皆様への支援を実施しています。支援内容の詳細は担当部署に問い合わせください。

制度など
出産や育児に不安を抱
妊産婦特別支援給付金
える妊産婦の方々に

ひとり親世帯の子育て
ひとり親世帯臨時特別
負担の増加や収入の減
給付金
少に対する支援

給付

休業等による収入減で
住居確保給付金
住居を失う恐れがある
新 型コロナウイルス感
休業期間中に賃金が支
染症対応休業支援金・
払われない
給付金

療養のため仕事ができ
傷病手当金
ず給与がもらえない

貸付

休 業等で収 入が 減少
緊急小口資金
し、一時的に資金が必
（特例の貸付）
要
失業等により生活が困 総合支援資金
窮、生活費が必要
（特例の貸付）
猶予

地方税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

減免

介護保険料

国民年金保険料

猶予 軽減
・
免除
特例の拡大・延長
・
その他
特例の期間延長
特例
措置
寄付金控除の特例

2020年9月特集号

固定資産税
軽自動車税
個人住民税

住宅ローン控除の特例

支援内容
令和2年8月31日までに妊娠届出書を提出した方または、令和2年4月28日以降に
出産した方で、令和2年4月27日において本市に居住しかつ住民基本台帳に登録さ
れている方に、妊産婦1人につき3万円（多胎妊娠の場合は3万円に子の数を乗じた
額）支給します。
基本給付
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者の方（支給済）
②公的年金等を受給しているひとり親の方
③新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方
１世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を給付します。
追加給付
①、②に該当する方のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少
した方に1世帯5万円を追加給付します。
家賃相当額を支援します。
支給期間＝原則３か月（最長９か月まで）
支給額（上限額）＝単身世帯37,200円
2人世帯45,000円、3〜5人世帯48,400円
要件＝誠実かつ熱心な求職活動
事業主の指示により休業した中小企業の労働者のうち休業中に賃金を受け取れ
なかった従業員に対し、休業前賃金の8割（日額上限11,000円）を支給します。
市国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している被用者（給付の支払
いを受けている方）で、令和２年１月１日から令和２年９月30日の間に新型コロナ
ウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ、療養のために連続４日以上仕
事ができなかった方に傷病手当金を支給します。ただし、給与の全部または一部
を受けることができる場合は、傷病手当金の支給額が調整される場合や支給さ
れない場合があります。
※適用期間は延長される場合があります。
緊急かつ一時的に生計を維持するための資金を貸し付けします。
20万円以内を無利子、無担保で貸付
据置期間1年以内、返済期間2年以内
※受付期間9月30日まで
生活再建までの間に必要な生活費を貸し付けします。
月15万円以内（単身世帯）、月20万円以内（複数世帯）を無利子、無担保で貸付
※原則3か月以内 据置期間1年以内、償還期間10年以内
※受付期間9月30日まで
１年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。令和２年２月１日から令和３年
１月３１日までに納期限が到来する地方税が対象。
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な
傷病を負った場合や主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合、申請によ
り減免になります。

収入源となる業務の喪失や売り上げ減少等、所得が相当程度減少した場合は、
簡易な手続きにより免除申請ができます。

問い合わせ先
健康増進課健康増進班
☎0475(72)8321

子育て支援課児童家庭班
☎0475(70)0331

社会福祉課社会福祉班
☎0475(70)0330
市生活相談センターリンクサポート
☎0475(72)5439
新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター
☎0120(221)276
市民課国保班
☎0475(70)0334
市民課高齢者医療年金班
☎0475(70)0336

市社会福祉協議会
☎0475(72)1995
市社会福祉協議会
☎0475(72)1995
税務課滞納整理班
☎0475(70)0323
税務課市民税班
☎0475(70)0321
市民課高齢者医療年金班
☎0475（70）0336
高齢者支援課介護保険班
☎0475(70)0309
ねんきん加入者ダイヤル
☎0570(003)004
千葉年金事務所
☎043(242)6320
市民課高齢者医療年金班
☎0475(70)0336

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年間分に限り、
償却資産と事業用家屋の固定資産税を軽減します。
税務課資産税班
生産性向上に向けた中小事業者等の新規設備投資を促進するため、特例の対象 ☎0475(70)0322
に事業用家屋と構築物が追加され、さらに期限を２年間延長します。
軽自動車税の環境性能割の軽減措置が令和３年３月３１日まで延長されました。
政府の自粛要請等を受けてイベント等（※）が中止、延期となった際、チケットの
払い戻しを辞退した場合、確定申告を行うことで個人住民税の寄付金控除が受け
られます。
（※）国が指定するものに限られます。
入居開始が遅れた場合でも要件を満たした上で入居し確定申告を行うことで、特
例措置の対象となります。

上下水道使用料の
支払い期限延長

上下水道使用料

収入が減少し、一時的に上下水道使用料の支払いが困難な方に対し、支払い期
限の延長（猶予）の相談に応じます。

ガス料金の特例措置

ガス料金

生活福祉資金貸付や国、県の給付金または融資制度の適用を受け、一時的に支
払いが困難な方を対象に、ガス料金の支払い期限を１か月延長します。

税務課市民税班
☎0475(70)0321
〈使用料関係〉
お客様センター（料金委託業者）
☎0475(50)4132
〈上水道〉
山武郡市広域水道企業団
☎0475(55)7853
〈下水道（地下水のみ使用の場合）〉
下水道課管理班
☎0475(77)6880
ガス事業課
☎0475(72)1131

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

◇一般的な相談
〈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
◇新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合
以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。
・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

新型コロナウイルス感染者の公表について
感染者の公表は、地域保健法で定められた都道府県や指定都市、中核市、特別区の保健所を所管する地方地自体が行っており、市内で感染者が確認された場合は、千葉県が公表す
る情報をもとに、市ホームページに感染者情報を掲載しています。
千葉県は、感染症法および千葉県情報公開条例に基づき、感染拡大の防止に必要な範囲で、プライバシーの保護や風評被害に留意しながら、感染者に関する情報を公表しているため、
感染者の市内における居住地域や行動履歴等は原則として公表されていません。
市民の皆さんにおいても、個人の詮索、誹謗中傷や風評被害につながるような行動は慎んでいただくと共に、引き続き感染症対策に努めていただくようお願いします。

2020.9.1

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
事業者の皆様へ
種類

制度など

支援内容
売り上げが前年と比較して50％以上減少している場合最大200万円（法人）また
は100万円（個人事業者等）を支給します。

持続化給付金事業コールセンター
☎0120(115)570

中小企業等経営支援金

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1事業者につき15万
円を給付します。

商工観光課振興班
☎0475(70)0356

家賃の支払いが苦しい

家賃支援給付金

一定の売り上げ減少要件を満たす事業者に、地代・家賃（賃料）の負担を軽減す
る給付金を支給します。
法人 最大600万円
個人事業者等 最大300万円

家賃支援給付金コールセンター
☎0120(653)930

雇用を維持できない

雇用調整助成金

一時休業などにより労働者の雇用維持を図った場合、日額15,000円（労働者1
人当たり）が助成されます。

雇用調整助成金コールセンター
☎0120(60)3999

小学校休業等対応
助成金

有給休暇を取得した労働者に支払った場合
1人当たり日額上限8,330円（4月1日以降の休暇取得は15,000円）を助成します。

学校等休業助成金・支援金受付セ
ンター
☎0120(60)3999

個人事業主、フリーランスで臨時休業した場合
１日当たり4,100円（4月1日以降は7,500円）を支給します。

実質無利子・無担保融資

特別利子補給制度の利用により、実質無利子（最大３年間）・無担保で融資を受
けられます。日本政策金融公庫、商工中金で利用可能です。

日本公庫事業資金相談窓口
☎0120(154)505
商工組合中央金庫相談窓口
☎0120(542)711

売上減で資金繰りが厳 セーフティネット保証制
しい
度の実質無利子化・保
証料の免除

セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証のいずれかの利用で、当初３年間
の利子補助、全融資期間の信用保証料の減免を行います。

中小企業金融相談窓口
☎0570(783)183

経営の維持が困難な農林漁業者に、長期運転資金の融資を行います。

日本政策金融公庫事業資金相談
ダイヤル
☎0120(154)505

新 型コロナウイルス関
連で必要となる証明書 証明書の無料発行
の発行手数料が無料

新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援制度の手続きで必要となる証明
書の発行手数料を無料にしています（住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税
証明書・納税証明書・滞納のない証明書・その他手続きに必要な市税の証明書
等）。

市民課市民班
☎0475(70)0340
税務課市民税班
☎0475(70)0321
税務課収税班
☎0475(70)0320

市 内 飲 食 店 応 援プ ロ
エール飯
ジェクト

市内の飲食店を応援する「＃大網白里エール飯」を行っています。テイクアウトや
出前、配達などのサービスを行っている市内の飲食店をぜひご利用ください。

商工観光課振興班
☎0475(70)0356

農林漁業セーフティネット

その他

問い合わせ先

持続化給付金

子どもの世話で従業員や
自分が休業
小学 校休業等対応支
援 金（個人事 業 主・フ
リーランス）

融資

2020年9月特集号

事業継続や雇用などでお困りの皆様への支援を実施しています。

売り上げが減少した

給付
・
助成

№641 8

みんな で
がんばろう

※支援制度の内容は、変更となっている
場合があります。
最新情報はホームページ等でご確認く
ださい。
※そのほか、国や県が公開している個人や
事業者向けの支援は各ホームページで
ご確認ください。

厚生労働省

経済産業省

千葉県

！！

熱中症予防×新型コロナ
ウイルス感染防止
〜新しい生活様式との両立〜
暑さを避け水分をとるなどの熱中症予防と、
マスク、
換気などの新しい生活様式を
両立させましょう。

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。

「密閉」
「密集」
「密接」しない！
●
「ゼロ密」
を目指しましょう。
屋外でも、
密集・密接には、
要注意！

他の人と
十分な距離を取る！

窓やドアを開け
こまめに換気を！

◇新しい生活様式〜夏における過ごし方〜
熱中症を防ぐために
マスクを外す

暑さを避ける

■涼しい服装をする。日傘や帽子を活用する。
■少しでも体調が悪くなったら、涼しい場
マスクを着けていると体温調節がしづ
所へ移動。外では日陰へ。
らくなり、熱中症のリスクが高まります。
気温・湿度が高い場合は特に注意が必
こまめに水分補給
要です。
■屋外で人と２ｍ以上離れているときは
■のどが渇いていなくても１時間ごとに
マスクを外す。
コップ１杯の水分補給（１日当たり1.2Ｌ
■マスクを着用するときは激しい運動は
が目安）。
避け、こまめに水分補給する。
■大量に汗をかいたときは塩分も忘れずとる。

暑さに負けない体づくり＆
日頃からの体調管理
■無理のない範囲で適度に運動する（や
や暑い環境でややきついと感じる程
度を毎日30分）。
■毎朝の体温測定と健康チェックを日課
にする。
■体調が悪い時は、無理せず自宅で静
養する。

エアコン使用中も
こまめに換気

一般的な家庭用エアコンは換気は行っ
ていません。
■窓やドアなど２か所を開ける。
■扇風機や換気扇を併用する。
■換気後は、エアコンの温度をこまめに
再設定する。
※換気する際にエアコンを止める必要は
ありません。

屋外でも密集するような
運動は避けましょう！
少人数の散歩や
ジョギングなどは大丈夫

飲食店でも距離を取りましょう！
・多人数での会食は避ける
・隣と一つ飛ばしに座る
・互い違いに座る

会話をするときは
マスクをつけましょう！

電車やエレベーターでは
会話を慎みましょう！

５分間の会話は
１回のせきと同じ

保保保 健健健

保健師だより

９月は﹁がん征圧月間﹂です
﹁いつ受ける？声かけしよう がん検診﹂

問い合わせ
健康増進課
健康増進班

☎0475
（72）
8321

検診を個別がん検診で受診

検診︑令和元 年 度に乳がん

ください︒

ていますので︑ぜひご活用

は無料クーポン券を配布し

平 成 年 度に胃・子 宮がん
※

した方には︑検診票を送付し

30

※歳の女性と 歳の女性に

種類によって違いますので問

ていますので︑確認ください︒ ▼指定医療機関＝がん検診の

▼がん検診種類＝乳がん検診

い合わせください︒

高齢者の肺炎球菌予防接種

︵超音波検査またはマンモグ

ラフィ検査︶︑子宮がん検診

︵子宮頸部細胞診︶︑胃がん

対象者には個別通知でお知

21

41

令 和 ２年 度 未 就 業 歯 科
衛生士復職支援研修会

未就業歯科衛生士の復職や

就 業 を 支 援 する 研 修 会で す

日時︑内容の異なる各種コ

︵受講料無料︶︒

ースを選択して受講いただけ

ます︒詳細は千葉県歯科医師

▼主催＝︵一社︶千葉県歯科

会ホームページをご覧ください︒

医師会

︿定期接種﹀

らせをしています︒接 種は市

30

検診︵内視鏡検査︶

・乳がん検診＝ 歳以上の女

▼対象

集団がん検診と個別がん検診

︵公益財団法人日本対がん協会２０２０年度がん征圧スローガン︶

がんは︑日本人の死因の第

※感染症対策のため、調理した料理は持ち帰りとさせていただきます。
感染症の状況により、中止または延期となる場合もあります。

▼対象＝歯科衛生士資格を持

12時

内および県内の相互乗り入れ

９時30分〜

内
容
ヘルスメイトについて・市の健康状況について
食事バランスと栄養素・調理実習
糖尿病予防の食事・調理実習
歯の健康について・調理実習
家庭でできる運動
太巻き寿司を巻こう・ヘルスメイトとの交流

性︵年齢によって超音波検査

間

があります︒集団がん検診の

時

一位であり︑死亡数は年々増

日 程
10月21日㈬
11月18日㈬
12月16日㈬
１月20日㈬
２月19日㈮
３月17日㈬

20

人︵先着

回
１
２
３
４
５
６

ヘルスメイトとして活動できます。
◇養成講座
▶対象＝推進員となって活動が可能な方で
全６回のうち５回以上に出席できる方
▶会場＝中央公民館（２月のみ大網白里ア
リーナ）
▶募集人数＝１０人
▶受講料＝１，０００円
▶申込方法＝健康増進課または電話で申し
込み

ち︑現在歯科医院未就業の方

市では、ヘルスメイト（食生活改善推進
員）が健康によい料理を普及しています。
〈主な活動内容〉
・減塩料理の普及（試食品やレシピの配布）
・健康に関する講座や親子クッキング教室
等の開催
・入会後は、年６回程度研修あり
（年会費１，２００円※）
※令和２年９月現在の年会費額です。
次の養成講座を受講後、令和３年４月より
養成講座

65

▼募集人数＝各回

健康づくりのボランティアさん（ヘルスメイト）募集！

60

けられます︒なお︑次の要件に

ームページをご参照ください︒

肺がん・結核検診の
申し込みを受付中

栄 養 士だより

20

に加入している医療機関で受

▼申込方法＝電話・ファクス

番号をご記入ください︒

胸部エックス線検査の申し込

診︵集団検診︶は︑完全予約制

となります︒ご注意ください︒

▼日程＝ 月８日㈭・９日㈮・

日㈯

10

︿肺がん・結核検診﹀

▼会場＝保健文化センター

歳以上の方

▼対象＝市内に住所がある

を受けた方は受けられません︒

妊
※娠中の方は受けられません︒
今
※年度︑大網病院で胸部検診

▼内容＝胸部レントゲン検査

▼予約方法＝電話または健康

40

10

https://www.cda.or.jp/recovery なお︑今年度の肺がん・結核検

献血

11

大網白里ライオンズクラブ

時〜

10

と共催で献血を実施します︒

増進課にて申し込み

30

20

▼負担金＝無料

▼申込締切＝９月 日㈬

16

皆さんのご協力をお願い
します︒

時 分︑ 時〜 時

13

▼日時＝９月 日㈰

▼会場＝ショッピングセンタ

ーアミリィ

▼持ち物＝献血カード︵持っ

身分証明できるもの

ている方︶︑運転免許証など

45

50

歳以上 歳未満の方で︑

保
◯＝保健文化センター

・

９日㈬、
25日㈮

心臓︑腎臓もしくは呼吸器の

予約日
（予約制）

・胃がん検診＝ 歳以上の偶

7日㈪、18日㈮

偶数年齢の女性

日本脳炎

またはホームページでも受け付

3日㈭、28日㈪

23

機能またはヒト免疫不全ウイ

四種混合

13時10分〜14時
完全予約制です。
必
ずご連絡ください。

8日㈫

数年齢の方

保
◯

けています︒ファクスでの申

水痘

ルスによる免疫機能に身体障

1日㈫、2日㈬

対
※象者の年齢は令和３年４

麻しん・風しん混合

し込みは︑住所︑氏名︑電話

29日㈫

害１級相当の障害のある方

BCG

▼対象外の方

受付時間

月１日時点のものです︒

日程

▼料金

会場

︵一社︶千葉県歯科医師会

接種

・すでに 価肺炎球菌ワクチ

●予防接種

・乳がん検診＝１︐５００円

保
白
公
◯＝保健文化センター、◯＝白里公民館、◯＝中央公民館
◎全ての健診と10か月乳児相談は個別通知をしています。予約制ですので必ずご
連絡ください。
◎健康相談・子育て相談は随時行っていますので問い合わせください。

みを受け付けていますので︑ご

S24·25·34·35·44·45·
54·55·H1·2·11·12年
度生まれの方、妊婦

☎０４３︵２４１︶６４７３

保
◯

29

ン︵ニューモバックス︶を 受

おとなの歯科検診
プレママ（妊婦）
歯科検診

R1.6・7・8月生まれ

希望の方は申し込みください︒

保
◯

０４３︵２４８︶２９７７

歯っぴーモグモグ
教室

基礎：４〜６か月児
ステップ：７か月児
以降

分かれるので詳細は問い合わ

公
◯

離乳食講習会

25日㈮※予約制
基礎10時〜
ステップ13時30分〜
詳 細 は 予 約 時 にお
伝えします。
18日㈮午前
※予約制
受付時間
10時〜10時10分
16日㈬午後
※予約制
詳細は予約時に
お伝えします。

またはマンモグラフィ検査に

7日㈪10時30分〜11時30分

申し込みは終了しましたが︑

保
◯

個別がん検診は令和３年１月

2日㈬9時30分〜11時

断と治療の進歩によって早期

白
◯

乳児相談

29

え続けています︒しかし︑診

14日㈪10時〜11時30分

申し込み順︶

保
◯

当てはまる方には通知をして

すくすく広場

せください︶

H29.3月生まれ

日まで申し込み可能です︒

14日㈪午後

発見・早期治療で治せるがん

保
◯

いませんので︑申し出ください︒ ▼日程 千
=葉県歯科医師会ホ

３歳児健診

・子宮がん検診＝ 歳以上の

H30.3月生まれ

集団がん検診の申し込みが

30日㈬午後

も増えてきています︒がん検

保
◯

間に合わなかった方や︑ご自

２歳児歯科健診

分の都合の良い日に受診した

H30.12月生まれ
H31.1月生まれ

▼申込締切＝令和３年１月

23日㈬午後

日㈮

保
◯

・子宮がん検診＝１︐５００円

１歳６か月児健診

▼申込方法＝電話︑郵送︑メ

R2.4月生まれ

けたことがある方

29日㈫午後

・胃がん検診＝３︐０００円

保
◯

ール︑健康増進課で申し込み

乳児健診・BCG

診はがん予防ではありません

対象

が︑早期発見・早期治療によ

日程

いなどの方は個別がん検診の

会場

り︑治療期間の短縮︑早期の

事業

受診をご検討ください︒

●健診等

社会復帰や医療費の抑制が期

９月の健診・予防接種など

個別がん検診

2020.9.1

待できます︒市のがん検診は

9 №641

ぴーライフ
良い歯と健康な歯肉で 歯っ

「うがいでわかる！簡単歯周病チェック」
を実施します！
歯周病は歯を失う原因とな うがいでわかる！簡単歯周病チェック
る代表的な病気ですが、痛
10月8日㈭
日
程
10月9日㈮
みがほとんど伴わないため
10月10日㈯※午前のみ
に、気が付いたときには症状
象 18歳以上
が進行している場合が多い 対
病気です。また、歯周病の原 募集人数 半日20人ずつ
因菌が全身を巡るとさまざま
9時〜11時、13時30分
な病気を引き起こします。
受
付 〜15時の中で実施予定
間 です。詳細は予約の際
市では、歯周病のリスクを 時
にお伝えします。
検査できる簡単なスクリーニ
会
場 保健文化センター
ング検査を実施します。
うがいでできる簡単な検査 参 加 費 無料
になりますので、最近歯科医
少量の水で洗口後、吐
院にかかっていない方、かか
き出した液の血液反応
内
容
をみます。所 要時間は
りつけ歯科医院をお持ちでな
10分程度です。
い方はぜひご参加ください。
新型コロナウイルス感染対 ※集団肺がん・結核検診（完全
予 約 制）同日開 催になります。
策のため、完全予約制になり
ますので、ご希望の方は実施
内容をご 確 認いただき申し
込みください。

・対象工事費 万円未満のもの

▼対象とならないもの

の ％︵最大 万円を限度︶

検討ください︒

家管理にお困りの方は利用を

方に紹介する事業です︒空き

し︑空き家の利用を希望する

情報を市ホームページで公開

込みを受けて︑登録した物件

てください︒

ットボトルにいれたまま出し

で︑キャップをよく締めてペ

に回収箱を設置していますの

▼回収方法＝別表の回収場所

８時 分〜 時

情 報 コーナ ー

お知らせ

・ 倉庫︑小屋︑物置︑カーポ

在する空き家の売却または賃
白里出張所︶にて行っています︒

17

▼回収時間＝年末年始を除く

▼ 回 収できる 油＝植 物 性 油

30

貸を希望する所有者から申し

空き家の物件登録者と利用

９月30日㈬は、固定資
産税第３期、国民健 康保
険 税第３期の納期限です。
納税には便利な口座振替
をご利用ください。
◇休日窓口開設（市税）
▶日時＝９月27日㈰
９時〜15時
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付およ
び納税相談
※納付は納付書を持参く
ださい（お釣りのないよ
うにお願いします）。
税務課滞納整理班
☎０４７５(７０)０３２３

毎週㈮

18日㈮

11日㈮
25日㈮

毎週㈪

大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち
県道山田台大網白里線より南側地区）
・金谷郷（JR東金線より東側地区）
・仏
島・みやこ野・経田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハ
イツ）
・南飯塚・南横川・弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）
・県道山
田台大網白里線より南側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・富田（南）
・わらび台

1日㈫

15日㈫

8日㈫
29日㈫

毎週㈫

南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）
・みずほ台
（みずほ東自治会含む）
・小中（小中・宮崎）
・四天木・四天木甲・四天
木乙・南今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

7日㈪

23日㈬

14日㈪
28日㈪

毎週㈬

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

蛍光灯 乾電池
10日㈭

今月は収集を行いません

4日㈮

可燃ごみ

祝日・振替休日も通常通り回収を行います

9日㈬
30日㈬

ペットボトルは祝日・振替休日は収集しません

16日㈬

永田・ながた野・小中
（平沢）
・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道
山田台大網白里線より北側地区）

☎０４７５
（７０）
０３４０

節水に努めましょう︒

2日㈬

８時30分〜17時15分

市民課戸籍班・市民班

50

今月の納税

ペットボトル

◇休日窓口開庁日

必要です。

︵使用済みの油は︑一 度こし

急発進︑急ブレーキをせず︑

・自動車を運転するときは︑

﹁地球温暖化﹂とは人の活

アイドリングストップなどの

省エネで地球温暖化対策を

動に伴って発生する温室効果

カン

毎週㈭

受け取りは事前予約が

希望者の交渉や契約について

てからお持ちください︶

油は回収できません︒

エ
※ンジンオイルや事業系の

エコドライブを心掛けましょう︒

金属類

10日㈭
24日㈭

※マイナンバーカードの

ート︑外構︑家具︑家電等

取引業者に依頼することがで

きますので︑安心して取り引

詳細は問い合わせください︒ は︑市と協定を結ぶ宅地建物

都市整備課営繕室

☎０４７５︵７０︶０３６６

申・

ガスが大気中の温室効果ガス

地域づくり課環境対策班

ビン・
ガラス

17日㈭

９月27日㈰

30

20

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６

大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島
区内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・
福田のうち県道山田台大網白里線より北側地区）
・県道山田台大網白里線よ 3日㈭
り北側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが
丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田（北）
・富田（東）

マイナンバーカード交付

昨年の台風等で住宅が
被災された方へ

令和元年台風 号︑台風

日の大雨に

の濃度を増加させることによ

☎０４７５︵７０︶０３８６

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より
西側地区）
・餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西
側地区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

19

り地球全体として︑地表︑大

気および海水の温度が追加的

に上昇する現象のことです︒

温室効果ガスの削減に向け

て次のことに気を付けましょう︒

・エアコンの設定温度は︑夏

は ℃にし︑扇風機と一緒に

使用しましょう︵エアコンの

設定温度を上げて扇風機を併

不法投棄は重大な犯罪です
絶対に行わないでください

名

月

きを進めることが可能です︒

ページをご覧になるか︑ご相

当直室前

玄関

28

号︑および

より︑お住まいの住宅が﹁一

例年 月に開催している秋

談ください︒

手 続きの詳 細は︑市ホーム

の被害を受けた方に対し︑そ

季市民ゴルフ大会は︑新型コ

地域づくり課環境対策班

秋季市民ゴルフ大会開催中止

の修繕工事費用の一部を補助

ロナウイルスの感染拡大状況

玄関ロビー

用することで省エネになります︶︒

ラグを抜きましょう︒

区

25 15

㈯・㈰・祝日

９月のごみ収集日 ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ
地

部損 壊︵罹災証明による︶﹂

します︒現時点では特段の申

☎０４７５︵７０︶０３８６

10

10

白里出張所
玄関
※中部コミュニティセンターは、施設休館日
は利用できません。
・使わない電化製品は︑主電

・水道水の無駄遣いをせず︑

日

中部コミュニ
ティセンター※

源を切り︑コンセントからプ

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

市役所

平

を鑑み︑本年度の開催を見送

大網白里アリーナ

ることとしました︒

☎０４７５︵７２︶５７０８

廃食用油のリサイクルに
ご協力ください

家庭で使用された食用油の

中 部コミュニティセンター︑

●別表：回収場所
施
設

請期限はありませんが︑早め

の申請をお願いします︒

また︑応急修理についても

同様に︑早めの申請をお願い

します︒

▼対象となる建物＝自己が居

空き家バンクに登録して
みませんか

市では空き家の適正かつ有

住する住宅

▼対象となる工事＝屋根や外

効な活用の推 進を図るため︑

空き家バンクは︑市内に所
不法投棄された廃棄物は︑

投棄者に処理させることが原

則ですが︑投棄者が分からな

い場合は︑その土地の所有者

や管理者が︑自らの責任で処

理しなければなりません︒

不法投棄を防ぐには︑土地

の所有者が︑ごみを捨てられ

証明発行・印鑑登録

ない環境づくりをすることが

９月の休日開庁日

重要です︒

日ごろから定期的に見回り

や草刈り︑ごみ拾いをしたり︑

フェンスやロープ等を設置し

て︑第三者が容易に侵入でき

切です︒

ないように工夫することも大

地域づくり課環境対策班

☎０４７５︵７０︶０３８６

市民課窓口

30

空き家バンクを実施しています︒ 回収を市内３か所︵市役所︑

●地域づくり課市民協働推進班から
行政相談＝9月17日㈭13時〜16時・中央公民館
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時〜12時、13時〜16時
中央公民館（祝日を除く）
消費生活相談電話＝☎0475（70）0344
交通事故巡回相談＝9月10日㈭10時〜12時、13時〜15時
中央公民館 予
地域づくり課市民協働推進班 ☎0475（70）0342
●子育て支援課児童家庭班から
家庭児童相談室＝電話・来所相談 平日9時〜16時
母子父子の自立支援・婦人相談＝電話・来所相談
祝日を除く毎週㈪・㈬・㈮9時〜16時
子育て支援課児童家庭班 ☎0475（70）0331
●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第2・4㈪13時〜16時（電話相談可）
法律相談＝第2〜4㈬13時〜16時 予
税務相談＝第2㈫13時〜16時 予
心の相談＝第2㈮9時〜15時 予
・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）1122（相談専用）
●山武健康福祉センター（山武保健所）
から
腸内細菌検査＝毎週㈫9時〜11時（祝日・年末年始を除く）
エイズ検査＝新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当面の
間中止します。
親と子の心の相談＝9月2日㈬13時30分〜14時30分、
14時30分〜15時30分 予
精神保健福祉相談＝9月2日㈬14時30分〜16時30分 予
9月9日㈬・23日㈬14時〜16時 予
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475(54)2388
祝日・年末年始を除く㈪〜㈮9時〜17時
来所相談 祝日を除く毎週㈪9時〜17時 予
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475(54)3556
祝日を除く㈪〜㈮9時〜17時
・会場 山武健康福祉センター（山武保健所）
☎0475（54）0611
●税理士による無料相談 予
日時・会場＝9月2日㈬・16日㈬10時〜15時・東金商工会館
千葉県税理士会東金支部 ☎0475(50)6322
●ナイター無料法律相談 予
（登記・相続・成年後見・多重債務・裁判などについて）
日時・会場＝毎月第2㈫18時〜21時・東金市中央公民館
千葉司法書士会つくも支部／杉田 ☎0475（53）3200
●暮らしのお悩み相談会 予
日時・会場＝9月17日㈭9時〜12時・中央公民館2階談話室
当日の電話でも調整します。
申・ 市生活相談センターリンクサポート／長谷川
☎0475（72）5439（予約＝8時30分〜17時30分)
●司法書士による養育費無料電話相談会
日時＝9月12日㈯10時〜16時
相談電話＝☎0120（567）301
千葉司法書士会・千葉青年司法書士協議会／加藤
☎047（712）1778

壁等の修繕に 万円以上要す

予 ＝要予約

るもの

▼補助額＝対象となる工事費

相談コーナー
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8日㈫

9日㈬

17日㈭

16日㈬

お知らせ

猫との上手な暮らし方

入札結果の公表
市が発注する建設工事、業務委託、物品購入等の入
札結果のうち、主なもの（落札金額が工事５００万円以
上・業務委託３００万円以上・物品購入等２００万円以
上）について公表します。
なお、そのほかの結果も含め、全入札結果は、入札情
報サービス、市役所受付行政情報コーナー、財政課で公
表しています。
注：金額は税込表示
7月2日一般競争入札実施分
〇件
名 国保大網病院
照明器具LED化改修工事
場
所 富田884番地1 国保大網病院
落札業者 フィデス 株
落札金額 69,561,807円
落 札 率 89.60%
〇件
名 地籍調査業務
場
所 南今泉外地内
落札業者 一社 山武郡市地籍調査協会
落札金額 27,335,000円
落 札 率 97.07%
〇件
名 大網白里市農村環境改善センター
設備改修工事
場
所 南今泉140番1
落札業者 フィデス 株
落札金額 23,711,209円
落 札 率 89.00%
〇件
名 大網白里市農村ふれあいセンター
設備改修工事
場
所 金谷郷1356番地2
落札業者 フィデス 株
落札金額 18,667,427円
落 札 率 88.85%
7月30日一般競争入札実施分
〇件
名 庁舎整備基本設計業務
場
所 大網115番地2
落札業者 株 オリエンタルコンサルタンツ
落札金額 7,645,000円
落 札 率 48.94%
〇件
名 戸籍総合システム・ブックレス
周辺機器賃借
場
所 大網115番地2 外１箇所
落札業者 東京センチュリー 株
落札金額 4,144,800円
落 札 率 99.84%
〇件
名 経年ガス導管入替工事 山辺7区
場
所 大竹 壱反田 地内
落札業者 株 伸栄建設
落札金額 7,810,000円
落 札 率 94.67%
〇件
名 林道施設災害復旧工事 萱野線
場
所 萱野地内
落札業者 株 伸栄建設
落札金額 11,143,990円
落 札 率 86.63%
〇件
名 旧第1保育所解体工事
場
所 北今泉3696番地86
落札業者 シンコー 株
落札金額 51,480,000円
落 札 率 72.56%
財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３
１２

惑を防ぐことができます︒ま

飼い犬などのペットのふんは
飼い主が持ち帰りましょう

飼い犬などのペットのふん

た︑万が一失踪したときに備

等を表 示するようにお願い

がいます︒また︑きちんと持

を放置されて迷惑している人

えて︑首輪等に飼い主の名前

とを避けるため︑不妊・去勢

ち帰っているのに︑疑いの目

します︒また︑猫が増えるこ

手 術をするよ うにお願いし

で見られ︑つらい思いをして

猫 を 放 し 飼いにしている

ます︒

いる飼い主もいます︒

◇飼い猫の正しい飼い方

方が見られますが︑飼い猫を

野 良 猫 にエサ を 与 え る だ

◇野良猫にエサを与えないで

ふんは飼い主が必ず持ち帰

外 で 放 って お く と 野 良 猫 と

けの管理は︑飼い主不明の猫

ふんは小袋に入れ︑ごみ袋

りましょう︒

す要因となります︒屋内で飼

が集まり︑子猫が産まれ︑結

交配し︑新たな野良猫を増や

うことによって︑交通事故や

みとして処理してください︒

▲完成予想図

の中ほどに入れて︑燃えるご

▲位置図

果 として 野 良 猫 増 加の 原 因

千葉県立
大網白里特別支援学校

地域づくり課環境対策班

白里中学校

力はとても強く︑複数の猫が

広域農
道
移転先

野焼きをしてはいけません

﹁近所でごみを燃やしてい

大網街道

☎０４７５︵７０︶０３８６

空き地の雑草は定期的に除去を

空き地に雑草が茂っている

て ︑煙 で 目 やの ど が 痛い ︑
｣

﹁ 洗 濯 物 が 干 せ ない ︑
｣﹁ 小

さな子どもがいて︑ぜんそく

が 心 配 ﹂等 の 苦 情 が 寄 せ ら

れています︒

芝焼き︑おたき上げ︑軽微

適切な焼却設備を用いずに

なたき火︑農林漁業等の運営

ごみを燃やすことは法律で禁

光化学スモッグ注意報等の

上やむを得ない場合など︑例

止されています︒ドラム缶を

発令やＰＭ２．５高濃度時の

外的に野焼きが認められる場

用いて燃やしたり︑地面に穴

注意喚起があった場合は︑防

合であっても︑発生する煙︑

ト濃度やＰＭ２．５濃度が高

災行政無線でお知らせします

を掘って燃やしたりすること

ので︑①外出を控える︑②窓

灰等が悪臭や大気汚染︵ＰＭ

濃度となった場合の大気汚染

を閉めて外気を入れない︑③

２．５など︶の原 因となるた

緊急時対策を実施しています︒ も野焼きに当たります︒

屋外での激しい運動は避ける

うにしなければなりません︒

め︑他人の迷惑にならないよ

県庁環境生活部テレホンサ

野焼きを原因とした火災や

苦情が多く発生しています︒

良好な生活環境を維持するた

めに︑廃棄物は適切に処理し︑

野焼きは行わないようにしま

しょう︒

地域づくり課環境対策班

☎０４７５︵７０︶０３８６

などを心掛けてください︒

ービス

☎０４３︵２２３︶０５５１

空き缶やペットボトルなどの
飲料容器や、食べ物などの空き
容器。私だけならばとポイ捨て
していませんか。ごみは環境を
損ねるだけでなく、河川や水路
が詰まり、周囲の
方に迷惑を掛け
ることとなります。
身近なマナー
を守ることは私た
ちの暮らしを守る
ことにつながります。環境美化
へのご協力をお願いします。
地域づくり課環境対策班
☎０４７５(７０)０３８６

集 まるよ うになると子 猫 が

産 まれす ぐに増 えてしまい

合は︑エサをあげないように

ます︒自分の飼い猫でない場

と︑周囲の景観を損なう上︑

やぶ蚊やハエなどの害虫の発

光化学スモッグ注意報等
の発令とＰＭ２．５高濃
度時の注意喚起

ごみのポイ捨てやめましょう

南消防署白里出張所移転工事が始まります
現在の南消防署白里出張所は、昭和61年12月に建設され
33年が経過し、経年劣化等により庁舎の老朽化が顕著に
なっています。
また、現在の位置は、海岸から直線距離で約４００ｍに位
置しており、津波ハザードマップの津波浸水予測区域内とな
ります。
このことから、市民の安全安心を災害から守る消防の拠点
として、新庁舎を移転整備します。
工事施工に当たっては、安全な工事施工や工事車両の事
故防止等、十分注意して実施しますので、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
◇事業概要
▶工事名称＝南消防署白里出張所建設工事
▶工事場所＝細草８３２番外３筆
▶主な用途＝消防庁舎（事務所および緊急車両車庫）
▶構造・規模＝ＲＣ造・２階建て
▶工事予定期間＝９月〜令和３年９月
▶延床面積＝681.2㎡（１階647.91㎡、２階33.29㎡）
山武郡市消防本部総務課 ☎０４７５（５２）８７５１

してください︒

地域づくり課環境対策班

投棄を招いたりして︑周辺に

住んでいる皆さんに迷惑が掛

かります︒

また︑歩道や車道に雑草が

はみ出すと︑人や自転車︑車

の通行の妨げとなり危険です︒

まだまだ雑草が伸びやすい

季節です︒空き地を所有・管

理されている方は︑定期的に

県では︑光化学スモッグや

ＰＭ２．５の発生に伴う被害

草刈りなどを行いましょう︒

地域づくり課環境対策班

を防止するため︑オキシダン

市では、ヤフー株式会社が運営
する「ヤフー・官公庁オークション」
の公有財産売却システムを利用して、
公有財産の売 却を行います。イン
ターネット上で一般競争入札の一部
手続き（参加仮申込、入札等）を行
い、公有財産を売却しようとするも
のです。今回は消防車両２台（１台
ずつ売却）を予定しています。詳細
は市ホームページをご覧ください。
▶参加申込期間＝9月3日㈭〜18日㈮
▶入札期間＝10月6日㈫〜13日㈫
財政課契約管財班
☎０４７５（７０）０３１２

☎０４７５︵７０︶０３８６

公有財産の売却

生源になったり︑ごみの不法

に自ら居住し、本市の住民基本台帳
に記録されている方であること。
②対象となる太陽光発電システムの設
置工事に係る着工日が、令和２年４月
１日以降であること（太陽光発電シス
テム等の設置工事に着工する前日ま
でに建築工事が完了していること）。
③世帯全員が市税を滞納していないこと。
※そのほかにも要件がありますので、
必ず申請前に確認してください。
▶申請方法＝太陽光発電システム等
の設置後に、所定の交付申請書に必
要事項を記入の上、添付書類を添え
て申請してください（郵送不可）。
詳細は問い合わせください。
申・ 地域づくり課環境対策班
☎０４７５(７０)０３８６

☎０４７５︵７０︶０３８６

住宅用省エネルギー設備等を設置
した方に、予算の範囲内で設置費用
の一部を補助します。対象の方は申請
ください。
▶申込締切＝令和３年３月４日㈭
※市役所閉庁日を除きます。
※予算額に達し次第締め切り。
▶対象
・太陽光発電システム
（最大出力１ｋＷ当たり２万円 上限９万円）
・定置用リチウムイオン蓄電システム
（上限１０万円）
①一定の要件を満たした太陽光発電
システム等を設置した住宅（本市内の
区域内の住宅であって、居住部分の
面積が２分の１以上である併用住宅
を含み、賃貸住宅・集合住宅を除く）

感染症の危険を防ぐ︑繁殖を

住宅用省エネルギー設備等設置費の補助

になります︒また︑猫の繁殖

2020.9.1

防ぐ︑近隣の住民に対する迷
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お知らせ

議会が傍聴できます

市議会第３回定例会は︑９

月３日㈭に開会予定です︒

傍聴を希望する方は︑本会

議が開 催される当日に︑傍聴

券に住所・氏名をご記入くだ

ただきます︒

詳細は︑市ホームページを

ご覧いただくか︑問い合わせ

ください︒

議会事務局

☎０４７５︵７０︶０３９０

下水道料金の支払いは
便利な口座振替で

下水道料金の支払いには︑

めしています︒口座振替の申

ご連絡ください︒

便利な口座振替の利用をお勧

また︑委員会の傍聴を希望

し込みは︑委託業者まで直接

さい︵予約不要・先着順︶︒

分

する場合は︑開会時刻の

分前までに傍聴の手

いには︑金融機 関・ゆうちょ

前から

なお︑新型コロナウイルス

銀 行・コンビニ等の窓口をご

災害に備えて今日から水のくみ置きを！
〜９月１日は防災の日〜

井戸水の汚水排除量認定を受け

て下水道を使用している方へ

ださい︒

下水道課管理班

☎０４７５︵７７︶６８８０

10

井戸水を使用して宅内汚水

ら近いところで発生していま

道路横断中の事故に注意／
毎月 日は﹁交通安全の日﹂

また︑汚水排除量の認定を

す︒特に道路横断中の交通事

を下水道へ排水される場合は︑

受けている方で︑次の事項に該

故が多発しています︒自宅近

汚水排除量の認定を受けるた

当するときは︑連絡ください︒

くの通り慣れた道を歩くとき

交通事故の多くは︑自宅か

①使用人数に変更があったと

めの届け出が必要となります︒

き︵ご家 族の転入・転 出・出

認しましょう︒

でも油断せず︑必ず安全を確

め︑交通ルールとマナーを守

生・死亡等︶

③井戸水を水道水へ切り替え

したとき

指しましょう︒

って﹁交通安全県ちば﹂を目

悲惨な交通事故を無くすた

たとき

千葉県くらし安全推進課

安全対策課生活安全班

☎０４３︵２２３︶２２６３

下水道使用料は従前のまま

☎０４７５︵７０︶０３８７

変更の届け出がない場合︑
※

となりますので︑ご注意く

②井戸を廃止し︑使用を中止

▼日時＝９月５日㈯ 時〜 時

自宅でできる災害対策として、水道水のくみ置きがあり
ます。
人が生きていくために必要とされている「１人１日３リッ
トル」を目安に３日程度備蓄することを推奨しています。
◇くみ置きの方法
清潔でふたのできる容器（ポリタンク・ペットボトル・水
筒など）になるべく空気が入らないように口元いっぱいま
で水道水を入れてください。
このとき、水道水を沸騰させたり浄水器等に通さない
で、蛇口からそのまま容器に保存してください。
◇くみ置きの保存方法・期間
直射日光を避けて、凉しいところ
で保存してください。
また、消毒用
の塩素効果が持続するのは３日程
度です。保存期間を過ぎた水は、
飲み水以外の手洗いやトイレの水
としてご利用ください。
山武郡市広域水道企業団
山武郡市広域水道企業団
マスコットキャラクター
☎０４７５
（５５）
７８５２
「さんすいちゃん」

④新たに井戸水を使用するとき

16

16

30

▼会場＝京成ホテルミラマーレ

６階ローズルーム

13

13

10

なお︑納入通知書での支払

感染防止対策として︑入場者

利用ください︒利用できる金
in

続きをしてください︒

数の制限や︑受付時に検温を

融機関およびコンビニは︑納

福祉のしごと就職フェア ちば

行 うほか︑マスクの着用や︑

28

千葉県福祉人材センターで

手指の消毒をしていただきま

▼日時＝ 月 日㈯ 時〜 時

市国際交流協会と城西国際大学共催に
よる基調講演会です。
コロナ禍で世界はどう
進んで行くのでしょうか。
そして日本はどうな
るのでしょうか。城西国際大学特命教授によ
り基調講演を行います。
▶日時＝10月10日㈯13時30分〜15時30分
▶会場＝城西国際大学Ｈ棟３階プレゼン
テーションホール
▶講師＝バハウ・サイモン・ピーター先生（城
西国際大学国際教育センター所長）
▶演題＝コロナ禍と国際関係
▶募集人数＝先着50人
▶申込方法＝電話
▶参加費＝無料
申・ 市国際交流協会/古内
☎０９０
（７７０６）
８３１０
生涯学習課生涯学習班
☎０４７５
（７０）
０３８０

11

・茂原会場

希望する方を対象に︑
﹁福祉の

向上につながります︶︒

き 込 み は ︑水 稲 で は 地 力 の

稲わらのすき込みを
お願いします

て堆 積した稲 わらをそのま

台 風 や 大 雨によ り 片 寄っ

台風や大 雨により 水田が

積 し た 稲 わ ら は 均 一に 散 ら

ますき込むと植付障害やガ

してから１〜２回 多めに耕

たん すい

に 堆 積 し て し ま い ︑そ の 後

う んして稲 わらの腐 熟 を 促

湛 水 す る と ︑稲 刈 り 後 の 稲

の除 去 処 理などの問 題にな

すようにしてください︒

起 こ す こ と が あ り ま す ︒堆

り ま す ︒稲 わ ら の 流 出 の 防

ス 沸 き︵ 還 元 障 害 ︶ を 引 き

止 対 策 と し て ︑稲 刈 り 後 ︑

農業振興課農政班

道 路 ︑用 水 路 や 水 田 の 一 角

すみやかにすき込みを行い

☎０４７５︵７０︶０３４５

わらが水田から流れ出し︑

ま し ょ う︵ 稲 わ ら の 全 量 す

大網白里市国際交流協会
基調講演会

in

入通知書にてご確認ください︒ は︑社 会福祉施設 等へ就職を

ター４階大ホール

☎０４３︵２２２︶１２９４

http://www.chibakenshakyo.net/

▶日時＝令和３年１月10日㈰14時〜（受付13時〜）
▶会場＝大網白里アリーナ
▶対象＝平成12年４月２日〜平成13年４月１日生まれの方
▶その他＝案内状は令和２年10月１日現在、本市に住民登録のある方
に送付します。
※住所が市外の方で出席を希望する場合は、生涯学習課までご連絡く
ださい。
◇実行委員を追加募集しています
現在８人の実行委員が式典を盛り上げるために活躍中です。心に残
る式典になるよう、成人式の企画・運営に参加してみませんか。
※会議を５回程度開催する予定です。
▶対象＝本市の成人式に参加予定の方
申・ 生涯学習課生涯学習班 ☎０４７５
（７０）
０３８０

就労をサポートします︒

・千葉会場

令 和 3年 成 人 式

シーデーシー情報システム

☎０４７５（７７）４４６６

すので︑ご理解とご協力をお

老人福祉センター「コスモス荘」

▼会場＝茂原市総合市民セン

※状況により、変更が生じる場合があります。

申・

9/15㈫
9/15㈫

しごと就職フェア ちば﹂を開

市運動広場
市運動広場

㈱山武営業所︵山武郡市広

ふれあいスポーツ大会
グラウンドゴルフ大会

9/4㈮

願いします︒

10/6㈫
10/18㈰

季美の森多目的
広場

催します︒求人のある社会福

ペタンク大会

域水道企業団お客様センタ

9/25㈮

ー内︶

「介護予防と健康寿命」研修会 保健文化センター
9/4㈮
（ロコモ体操）
3階ホール

県福祉人材センター

9/11㈮

千葉県社会福祉協議会千葉

締切日

祉施設等の採用担当者との個

開催場所

別面談で︑福祉人材の確保と

行事名

☎０４７５︵５０︶４１３２

日程

せ き な どの 症 状 が あ る 方

シニアの皆さん、第二の人生を有意義にお過ごしでしょうか。
元気で楽しい日々を送っていますか。生活を充実させたい、仲間
を増やしたい、スポーツ、趣味や娯楽を楽しみたいといった希望
はありませんか。
大網白里市老人クラブ連合会では、会員を募集しています。さ
まざまな行事を企画していますので、ぜひ体験してみませんか。
興味のある方は問い合わせください。

発
※熱のある方や︑体調不良︑

は︑傍聴をお断りさせてい

大網白里市老人クラブ連合会からのお知らせ
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「ガスと暮らしの安心」運動（９月１日〜11月30日）
◎歴史講座（全２回）
今年も歴史講座を開催します。皆さんの参加を
お待ちしています（電話申し込み可）。
▶会場＝保健文化センター３階ホール
（第１回）
▶日時＝9月19日㈯14時〜
▶演題・講師＝「千葉県における電気事業の変遷
と発展」・中臺綾子氏
（第２回）
▶日時＝10月17日㈯14時〜
▶演題・講師＝「不受不施（派）と内証題目講に
ついて―日経・日進・日浄の信仰と幕府の確執
―」・古山豊氏
※１回のみの受講も可。
◎おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分〜

図書室休室日
申・

▶会場＝図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分〜
▶会場＝中部コミュニティセンター
※室内整理日はお休みします。
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分〜
▶会場＝白里公民館
◎今月の展示棚（9〜10月）
『あなたは読んだことある？』
今回は日本の文豪たちの作品をご紹介。その本の
書名は知っているけど読んだことはないという人だけ
でなく、久しぶりに読み返したい人にもおすすめです。
また、日本の代表的な文学賞である芥川賞と
直木賞の過去の受賞作品も展示します。
どうぞご覧ください。

7日㈪・14日㈪・21（月・敬老の日）・22日（火・秋分の日）28日㈪・
30日（水・室内整理日）

大網白里市図書室

☎０４７５
（７２）
８３８３ 大網白里市図書室

検索

「つい」、
「うっかり」などでガスの事故は発生します。ガスを使用
する一人ひとりが注意をすることで、事故のない快適な暮らしを実現
しましょう。
・ガスを使用するときは必ず換気
をしましょう。
・器具接続口に合った正
しい接続具を使用しま
しょう。
・ガス漏れ警報器を設置しましょう(火
災警報器や一酸化炭素警報器との
複合型もあります)。

市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産天然
ガスを供給しています（供給しているガス種は１２Ａです）。

ガス事業課 ☎０４７５
（７２）
１
１３１

お知らせ

市中小企業等経営支援金交付
申請期限を延長しました

者︵
歳の者は︑採用予定月

33

18

33

市内の情報を
いち早くお届けします！
〜マリンのツイッター〜
マリンのツイッターでは、
大網白里市の魅力や取り組
みをお知らせしているほか、
災害や新型コロナウイルス
感染症についての情報も発
信しています。
今年も台風が発生しやすい
時期になりましたので、ぜひ
フォローをお願いします。
秘書広報課秘書広報班

☎０４７５（７０）０３０７

白里小学生が市指定文化財「稲荷社」を見学
本市には18の市指定文化財があり、そのうちの一つである「元網主斉藤四郎右衛門家稲荷
社」は、白里小学校内で保存されています。
社会の授業で、市内の古い建物などを調べていた白里小学校３年生の皆さんは、校内に指
定文化財があることを知ると、
「実物が見てみたい」と興味津々。
この要望を受けて生涯学習課による特別授業が7月28日に開催され、普段は公開されてい
▲稲荷社に施されたさまざまな彫刻
ない稲荷社の見学会が行われました。
稲荷社は、昨年の台風により、瓦の一部が破損しているものの、壁や天井付近には荘厳な彫刻
が施され、間近で見学した児童の皆さんは、目をキラキラと輝かせて感嘆の声を上げていました。
文化財担当職員から建立された時代や経緯だけでなく、社がもともと朱色だった理由や彫
刻されている「龍」や「狐」に漁業繁栄・五穀豊穣の祈りが込められているという説明を聞くと、
「もう一度見学してもいいですか」と稲荷社をのぞき込んで真剣に観察する児童の姿も。
「社の中には何か入っていますか」、
「まだ発見されていない彫刻がありますか」など、さまざ
まな質問も飛び出し、身近な地域の歴史と文化に触れた驚きと喜びをあふれさせていました。
普段は、公開されていない稲荷社ですが、後世に伝えていくために、調査・修復等を検討し
ていきます。
生涯学習課生涯学習班 ☎０４７５（７０）０３８０

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

の末日現在︑ 歳に達してい

10

ない者︶

⑥自衛官候補生

33

▼申込締切＝９月 日㈭

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

18

32

災害・新型
コロナウイル
スも

みんな知ってた？学校の中に文化財！

▲見学の様子

新型コロナウイルス感染症

▶作業日＝毎月第3㈰9時
〜12時
▶会費＝2,000円／年
おおあみ里山の会／
松浦
☎0475
（72）
5343

32

歳の者は︑採用予定月

大網小学校の裏の里山
で草刈り、花の手入れ
など自然の中で楽しみ
ましょう

者︵

日々の暮らしの中の小さな
感動を5・7・5・7・7の短歌に詠
んでみませんか？単調な毎日
が新鮮に思えてきますよ。
見学
も歓迎します。
詳細は問い合わ
せください。
▶日時＝第2㈯12時30分〜14
時30分
▶会場＝中央公民館
泉のほとり短歌会／井上
☎0475
（73）
0135

11

34

達する日の翌月の末日現在︑

▶日時＝初級：毎週㈭、
中級：毎週㈮
14時〜16時
▶会場＝中央公民館他
▶講師＝大網白里市ＡＬＴ
▶会費＝無料
（先着順）
▶募集人数＝各クラス５人
大網白里市国際交流協会／
古内
☎090
（7706）
8310

短歌同好会 会員募集

18

33

の１日から起算して３か月に

今日的社会問題ともいえるパワハラ
による精神障害、
過労死、
発達障害
者解雇などの裁判例を紐解き、
再発
防止と社会保険適用を検討します。
▶日時＝9月19日㈯17時30分〜20時
（開催日時協議）
▶会場＝中央公民館
▶会費＝500円／1回
（高校生、
大学
生無料）
田中
（代表）
☎090
（8850）
5977

英会話クラス(無料)
受講者募集

11 55

18

９月24日㈭から各携帯電話事業
者による新しい電波（700MHz帯）
の使用開始が予定されています。
新しい電波の使用に伴い市内の
一部の地区でテレビ映 像に影響が
生じる恐れがあります。このようなご
家庭には、事前に700MHz利用推進
協会よりお知らせが配布されます。
24日㈭以降、テレビ映像に影響が
生じた場合 やご不明な点がある場
合は、コールセンターに問い合わせく
ださい。
※受付時間：９時〜22時（年中無休）
７００ＭＨｚテレビ受信障害
対策コールセンター
☎０１２０（７００）０１２
☎０５０（３７８６）０７００
歳に達していない者︶

お手持ちのお着物で自分
で着物を着られるようになりま
しょう。
▶日時＝随時募集しております。
▶会場＝中部コミュニティセン
ター
▶参加費＝無料
▶募集人数＝10名位
きものを楽しむ会
☎090
（6656）
6065

大網社会法研究会会員募集

53

23

テレビの受信障害対策を
実施しています

▼申込締切＝年間を通じて受付

着付講座

令和3年度4月入園希望の方に
向けて園の見学説明会・保育体験
を行います。
お気軽にご参加ください。
▶日時＝10月24日㈯9時30分〜
▶対象＝令和3年度0歳児〜2歳児
（2018.4.2以降に生まれたお子様）
▶募集人数＝5人
（要予約）
ご予約はお電話にてお願いします。
※本年度、
0歳児募集中です。
きららの星nursery／緑川
☎0475
（78）
4641

2019年 中8人・高14人かけがえの
ない22人の命を守りたい 自殺対策
絵でイジメのSOSを発見。
一人
で悩まず相談。
今までのらくがき絵
を持参ください。
無料心理絵画鑑
定。
▶日時＝毎月第2・4㈯14時〜17時
▶会場＝東金サンピアホール
▶対象＝3歳〜大人
▶参加費＝無料
あすなろ絵画会
☎080
（5079）
6304

18

年齢上限は 歳〜 歳未満︶

保育園見学説明会 きららの星
nursery（企業主導型保育所）

▼申込締切＝９月 日㈮

保育園見学説明会 エンジェルハー
トナーサリー（小規模認可保育所）

詳細は問い合わせください︒

佐倉の歴博について、
当時の
佐倉市議会議長として佐倉藩主
の子孫である堀田佐倉市長と設
立に関わった経緯を発表。
▶日時＝9月20日㈰13時30分〜
▶会場＝中央公民館
▶講師＝川合雄二郎氏
▶演題＝国立歴史民俗博物館
の誘致について
▶参加費＝無料
大網白里市郷土史研究会／中村
☎090
（2205）
2301

自衛隊茂原地域事務所

郷土史研究会発表会のご案内

ビバルディやモーツアルトか
ら日本のわらべ歌まで。
弦楽
器・声楽歓迎！詳細は問い合
わせください。
▶名称＝室内楽
「田園あんさん
ぶる」
▶日時＝毎月2回 ㈰午後
原田
☎090
（9819）
8035

令和3年度4月入園希望の方に
向けて園の見学説明会・保育体験
を行います。
お気軽にご参加ください。
▶日時＝10月24日㈯13時30分〜
▶対象＝令和3年度0歳児
（2020.4.2以降に生まれたお子様）
▶募集人数＝5人
（要予約）
ご予約はお電話にてお願いします。
※本年度、
0歳児募集中です。
エンジェルハートナーサリー／緑川
☎0475
（53）
3535

☎０４７５
（７０）
０３８０

☎０４７５︵２５︶０４５２

コロナ禍に負けないで！
室内楽アンサンブル

生 涯 学習課 生 涯 学 習 班

300円

18

歳

申・

しょうがいがくしゅうかしょうがいがくしゅうはん

10

の影響を受け︑売上が減少し

Manでおしゃべり。教科書使用。

1回

た中小企業等への支援として

Ｍクラス

第4㈯ 11:00〜12:30

市独自の支援金を交付してい

初 級 から上 級まで、M a n t o

ます︒

日本語支援

300円

これまで申請期限を９月

文法、作文、
スピーチなど。

1回

⑦予備自衛官補︵一般︶

Ｓクラス

第3㈯ 11:00〜12:30

▼資格＝ 歳以上 歳未満の者

教科書以外のテーマ。

21

専３年次修了者︵見込み含む︶

日本語支援

11:00〜12:30 無料

30

自衛官募集

第2㈯

日㈬としていましたが︑ 月

教科書使用。

▼申込締切＝９月 日㈮

第1㈯

22

11

④航空学生︵パイロット︶

日本語の会話、読み書き。

無料

▼資格＝︵海︶ 歳以上

日本語 教 室

9:30〜11:00

①防衛大学校学生︵一般︶

会話、読み書き。教科書使用。 第2㈯

歳未満の高卒者︵見込み含

たのしい

21

10

また︑交付対象者に︑日本

初 めて日 本 語を学 ぶ人 への 第1㈯

ひよう

費用

10

30

日㈪まで延長しました︒

じかん

時間

⑧予備自衛官補︵技能︶

ひ

開く日

未満の高卒者︵見込み含む︶

ひら

▼申込締切＝ 月 日㈭

ないよう

学習レベルと内容

10

政策金融公庫の﹁新型コロナ

がくしゅう

18

▼資格＝ 歳以上で国家免許

めい

教 室（クラス）名

の協 力で行われます。

または高専３年次修了者︵見

きょうしつ

国 際交 流協 会および日本語教 室 委員会

②防衛医科大学校医学科学生

▶参 加の仕 方＝たのしい日本語 教 室 へ
の参加希望者は中央公民館に申込書を

ウイルス感染症特別貸付﹂に

スは、大 網白里市多文化共 生推 進プラ

ンに基 づき、大 網白里市と大 網白里市

資格等を有する者︵資格により

▶開く場所＝大 網白里市中 央公 民館
▶参加できる人＝市内に住んでいる人

込み 含む︶︑︵ 空︶ 歳以 上

※たのしい 日本語教 室 と 日本語 支 援クラ

③防衛医科大学校看護科学生

しませんか。

▼申込締切＝ 月７日㈬

提出してください。

加しました︒支援金の詳細に

学んだり、いっしょにおしゃべりをしたり

よる融資を受けている方を追

日 本 語 支 援 Ｓクラス・Ｍクラスへの
参 加希 望者は生 涯学 習 課に申 込書を

む︶または高専３年次修了者

ます。
日本で生活する為 に必 要な日本語 を

▼申込締切＝ 月１日㈭

の日本語を学習する教 室(クラス)を開き

提出してください。電 話での申し込みは
できません。

︵見込み含む︶

市 内に住 んでいる外 国人の方 のため

︿①②③共通事項﹀

しゅう

⑤一般曹候補生

ぼ

▼申込締切＝９月 日㈭

が い こ く じ ん が く しゅう しゃ

高卒者︵見込み含む︶または高

ご

▼資格＝ 歳以上 歳未満の

ほ ん

商工観光課振興班

に

日本 語 の外 国人 学習者 募 集

☎０４７５︵７０︶０３５６

２０20 Japanese Classes

ついては市ホームページでご

2020.9.1

確認ください︒

13 №641

▲@marine̲os̲1201
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はまバス
（白里地区コミュニティバス）

市街地ルートの主なバス停をご紹介！
白里地区コミュニティバス「はまバス」では、「白里地区内循環ルート」
に加え、大網病院やアミリィ、大網駅等に停車する「市街地ルート」の２
つのルートを運行しています。
今回は、「市街地ルート」の主なバス停をご紹介します。通院やお買い
物などにぜひご利用ください。
至 東金市

市街地ルート

大網駅

31

大網病院

「正面入口を出て
左側」にあります。

32 大網白里市役所

大網駅
30

下ヶ傍示まで直行

馬場口せせらぎ公園
国道１２８号

29

アミリィ

28

大網病院

至 茂原市

﹁正面入口を出て右側︑
公衆電話の隣﹂
にあります︒

﹁コンビニエンスストア
の前﹂にあります︒

大網駅

アミリィ

時刻表や全体ルート図は、市役所、中部コミュニティセンター、白里出
張所、大網病院に配置していますので、ぜひご活用ください。
なお、新型コロナウイルス感染症予防のため、運転手のマスク着用、座
席などの消毒、車内換気を行って運行しています。ご利用の際は、マスク
の着用をお願いします。
企画政策課政策推進班 ☎０４７５（７０）０３１５

休日当番医

休日当番医テレホンサービス ☎ 0 4 7 5 ( 5 0 ) 2 5 31

▶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。
月 日

9/6㈰
9/13㈰
9/20㈰
9/21㈪
9/22㈫
9/27㈰

医

療

機

古川クリニック
（九十九里町）
☎0475(76)1588
とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金市）
☎0475（54）2421
秋葉医院
（小児科・内科）
（東金市）
☎0475（52）2039
原医院
（東金市）
☎0475（54）0624
東金たまクリニック
（東金市）
☎0475(50)9720
天野内科クリニック
（東金市）
☎0475(55)3986

●時間外の受診（消防本部指令課） ☎ 0475 ( 55) 0119

関

名

吉田クリニック
（山武市）
☎0475(82)0481
鈴木医院
（横芝光町）
☎0479(82)0126
山崎医院
（横芝光町）
☎0479(82)0561
花城医院
（山武市）
☎0479(86)2233
宇井医院
（山武市）
☎0475(86)2522
日向台クリニック
（山武市）
☎0475(88)1491

▶山武郡市急病診療所
診療科目

内科・小児科・外科

受付時間

※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。

20時〜22時45分

所在地

東金市堀上360番地2

０４７５
（５０）
２５１１

ＦＡＸ

０４７５
（５０）
２５３５

電

話

診療日時 毎日
（年中無休）20時〜23時

明治安田生命保険相互会社と
「健康増進に関する連携協定」締結
地域のニーズに迅速かつ適
切に対応し、市内の健康増進
や市民サービスの向上を図る
ことを目的に、明治安田生命
保険相互会社と「健康増進に
関する連携協定」を締結しま
した。
また、同社より「私の地元
応援募金」の目録が贈呈され
ました。
健康増進についての情報お
よび意見交換をはじめ、今後
さまざまな形で連携に取り組
んでいきます。

７月19日に、大網地区、山辺１区の土
砂災害警戒区域内の住民を対象とした
土砂災害避難訓練が実施されました。
参加者は、防災行政無線による避難
情報の放送に基づき、避難行動の実施、
避難経路・指定緊急避難場所の確認を
行いました。
訓練後、避難の際のポイントや非常時
を想定した備蓄品等の説明を受けた参
加者からは、避難所へ持って行くと良い
ものや土砂崩れが心配される場所などに
ついての質問が出ており、防災意識を高
める機会となっていました。
また、今回の訓練では、新型コロナウ
イルス感染症の予防のため、参加者のマ
スク着用、避難場所での体温測定等の
対策をとり、職員もフェイスシールドとマ
▲訓練の様子
スクを着用し対応しました。

負傷者数
※基 準日＝令和２年 7 月 31 日
※窃盗犯 罪の件 数は、基準日時点での暫定値です

死者数

● カルシウムがとれるポテトサラダ●

ヘルスメイトの

ミルクポテトサラダ

おすすめ

料理

１人分173kcal、食塩相当量0.3ｇ

マヨネーズを使わずに、牛乳とすし酢で仕上げます。
フライパン１つでできる減塩簡単おかずです。
材料（4人分）

ジャガイモ ‥‥‥‥‥‥ ４個（500g） すし酢 ‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ２
ニンジン ‥‥‥‥‥‥‥ １本（120ｇ） きゅうり ‥‥‥‥‥‥ 小１本

梨 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1/6個（りんごでも可）

牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 350ml

● 作り方

❶ジャガイモは２ｃｍ角に切って、15分以上水にさらす。
❷フライパンにジャガイモと、薄いイチョウ切りにしたニンジンを入れ、牛乳を加えてクッキングシー
トで落し蓋をする。時々ヘラで底を混ぜながら中火で10分煮る。
❸ジャガイモに箸がすっと通るくらいやわらかくなったら落し蓋を取り、火力を弱めて鍋底を混ぜな
がら水分を飛ばす。鍋を火からおろし、熱いうちにすし酢を加えて和える。
❹輪切りにして、水気を絞ったきゅうりと、薄いイチョウ切りにした梨を③に混ぜ合わせる。

ヘルスメイト募集！詳細は９ページをご覧ください。

食生活改善協議会

◆交通事故
事故発生数

▲「私の地元応援募金」目録贈呈式

土砂災害避難訓練を行いました

※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。

人身事故

▲「健康増進に関する連携協定」締結式

大網支部推進員（ヘルスメイト）

◆窃盗犯罪
7月

1月からの累計

8件

37 件

車上ねらい

10 人

43 人

0人

1人

部品ねらい

犯罪の種類

◆火災
7月

1月からの累計

2件

13 件

0件

3件

乗り物盗

1件

12 件

空き巣

0件

4件

火災の種類

建物火災
その他火災
死者数

7月

1月からの累計

0件

2件

1件

5件

0人

0人

