︵ 黄 緑 色︶に記 載の金融 機 関

れ ま す ︒児 童 扶 養 手 当 証 書

利用するなど︑安全な運転が

現在︑手当を受給している

できるよう心身および環境を
また︑横断歩道では歩行者
方および６月までに新たに認

事故を招くものであり︑極め

絶を目指しましょう︒また︑す
前では︑横断する歩行者がい

が最優先です︒横断歩道の手

て悪質な犯罪です︒社会全体

り・ゆずり合い﹂の気持ちを持

べての道路利用者が﹁思いや

子育て支援課児童家庭班

９月は児童扶養手当の
支払期です

全の意識を持ち︑交通ルール

に市から２か月 分︵７月 〜８

☎０４７５︵７０︶０３３１

整えましょう︒

の遵守と交通マナーの実践を
歩行者の方も︑道路を渡る

月分︶が指定口座に振り込ま

で飲酒運転の排除を図り︑根

９月 日㈫から 日㈭まで

自動車等を運転する方は︑
を守るなどの交通ルールを守

ときは横断歩道を渡る︑信号

﹁飲酒運転根絶﹂
〜飲酒運転は︑絶対しな
い・させない・許さない〜
令和３年秋の全国交通安全運動
の 日間︑秋の全国交通安全
習慣付けて︑交通事故防止の
危険を避けるため︑雨などで
体調不良時は公共交通機関を

の口座でご確認ください︒

運動が実施されます︒また︑
徹底を心掛けましょう︒
視界が悪い日は運転しない︑

運転の根絶
確実に安全確認を行い︑道路

日㈮

９月 日㈭は交通事故死ゼロ
①飲酒運転等の悪質・危険な

▼運動重点

時や夜間の歩行中・自転車乗
②子どもと高齢者をはじめと
故防止を図りましょう︒

利用者が一体となって交通事

室を運営するとともに︑在住

青少年の健やかな成長を助ける
青少年相談員募集

ち︑安全運転を心掛けましょう︒ たら必ず一時停止をしましょう︒ 定を受けた方は︑９月

急速に早まる秋口は︑夕暮れ

を目指す日です︒日没時間が

用中の交通事故の増加が懸念
③夕暮れ時と夜間の事故防止

する歩行者の安全の確保

るとともに︑道路横断時には

妨害運転等の危険運転による

されます︒また︑飲 酒運転︑

☎０４７５︵５４︶０１１０

東金警察署

④自転車の安全確保と交通ル

や職場における啓発活動を行

青少年相談員は︑思いやり

・心身ともに健康で︑青少年

外国人と地域住民の交流や情

健全育成に理解と関心を持ち︑

報 交 換の場 としての﹁ グロー

バルカフェ﹂を併せて開設する︒ を持って地域の青少年に接し︑

発や市民意識調査の実施に重
点を置いた取り組みを行う︒

う ︒特に︑市 内 事 業 所への啓

☎０４７５︵７０︶０３８７

安全対策課生活安全班

飲 酒 運 転 は ︑重 大 な 交 通

ール遵守の徹底

悲惨な事故も発生しています︒ と安全運転意識の向上
﹁事故を起こさない﹂だけ
めにも︑一人ひとりが交通安

でなく﹁事故に遭わない﹂た

令和４年度実施住民協働事業の
提案事業を募集しています

申・

▼申込締切＝９月 日㈭

ボランティアとして積 極 的に

ン活 動を通して︑青 少 年の健

スポーツやレクリエーショ

その健やかな成長を助けるこ

・行政提案型事業＝市が提示

多様な学習要望を持つ外国

▼申込期間＝９月 日㈮まで

する課 題に対し︑住民団体に

・日本語教室の運営

市では︑地域課 題の解決を
より企画立案された事業︵補

とを目的に設けられたものです︒ 市内の活動に参加できる方等

図るため︑住民団体が自主的

▼その他＝事 業の詳 細は﹁ 応

または主体的に企画・実施す

募の手引き﹂をご覧ください︒

人のニーズに応える日本語教

生涯学習課生涯学習班

☎０４７５︵７０︶０３８０

13時30分

1.5%

助限度額は事業内容により定

全育成に貢献するボランティ

1日㈬

10時〜11時30分

7日㈫

10時〜11時30分

2.5%

る公益性のあるまちづくり事

づくり課︑中央公民 館︑白

3日㈮

10時〜11時30分

7.8%

﹁
※応 募の手 引 き ﹂は︑地 域

ア活動を行っています︒

14時〜15時

21日㈫

10時〜11時30分

9.8%

業に対して補助金を交付します︒ めます︶

里 出 張 所 ︑中 部コミュニテ

10時〜11時30分

8.3%

︿行政提案型事業テーマ﹀

よび大網白里市青少年相談員

10時〜11時30分

29日㈬

12.1%

▼対象事業

期千葉県お

▼委嘱内容＝第
ジから入手できます︒

ィセンター ︑市 ホームペー

▼任期＝令和４〜６年度

24日㈮

35

30

次のテーマで募集します︒
・男女がともに輝く地域づく

地域づくり課市民協働

▼活動内容

申・

推進班

・潮干狩り大会や書初め大会
などを主催し︑子どもたちと

☎０４７５︵７０︶０３４２

10時〜11時30分

10日㈮

31.4%

家事・育児に忙しく、仕事や地域活動に
専念できないから

・住民提案型事業＝住民団体
が企画立案した︑公共的な課
り事業
男女共同参画を身近なもの
として考えられるよう︑地域

開設時間
14時〜15時

開設場所

「ながら見守り活動」に参加してみましょう！

大網小学校

☎０４７５
（７０）
０３４２

題の解決または地域活性化に
万円︶

つ な が る 事 業︵ テ ーマ は 自
由・補助限度額

集合時間
14時40分

地域づくり課市民協働推進班

イベントを通して触れ合いの

実施日
7日㈫

〈市民意識調査〉

25

20

15

10

5

0

▼申込締切＝令和４年３月４

14時〜15時

14日㈫

23.7%

男性がリーダーとなることが一般的と
考えられているから

女性がリーダーになるという選択肢が
ないから

本市の住民基本台帳に記録さ

14時〜15時

10時〜11時30分

女性がリーダーでは軽くみられるから

輪を広めます︒

10日㈮

指導力のある女性が少ないから

日㈮

動︵ 新 春マラソン大 会・パト

ロール等︶に参加します︒

10時〜11時30分

28日㈫

組織活動の経験が少ないから

れている方であること

地域づくり課環境対策班

詳細は問い合わせください︒

市
・ 市︑学 校︑各 種団 体などと
※役所閉庁日を除く︒
予
※算額に達し次第締め切り︒ 連携し︑青少年健全育成の活
申・

・地域の青年層のリーダーと
して︑各 種 研 修 会に参 加し︑

2日㈭

15日㈬

2.7%

女性がリーダーではメンバーがついて
こないから

②世帯全員が市税を滞納して
③設置工事の着手日が︑令和

いないこと
・定置用リチウムイオン蓄電

３年４月１日以降であること

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくりに参画します︒
▼資格
・ 令和４年４月１日現在︑
歳以上 歳以下の方

10時〜11時30分

8日㈬

責任ある地位につきたくないから

東金警察署管内
安全安心キャラクター
「とうがめくん」

●今月の移動交番開設日

24日㈮

女性リーダーが少ない要因についての回答

30

きたくないから」
の順に高い結果と
なっています。
また、
「今後、
もっとさまざまな職
業分野で、女性が指導的地位に占
める割合が増える方がよいと思い
ますか」
との質問に対しては、
「よい
と思う」
と答えた割合が６割を超え
ています。
指導的地位における女性の割
合が増えると、多様な意見が反映
されるなどのメリットがあります。
仕事、家事、育児など、
あらゆる
分野で、男性も女性もお互いに協
力し合うことが大切になっています。
市民意識調査の詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。

あなたの地域や職場など身近な
ところに、女性のリーダーはいます
か。
男性のリーダーに比べると女性
のリーダーは、かなり少なくなって
います。
市では、令和元年９月に20歳以
上の市民１，
５００人を対象に市民
意識調査を実施し、
「 職場や地域
活動で、女性のリーダーが少ない
ように見受けられますが、
その要因
は何だと思いますか」
という質問を
しました。
その結果、
「家事・育児に
忙しく、仕事や地域活動に専念で
きないから」が最も高く、
「男性がリ
ーダーとなることが一般的と考えら
れているから」、
「責任ある地位につ

10

開設予定日
6日㈪

子どもを犯罪などから守るためには、地域の セブンイレブン季美の森店
方々の力が欠かせません。買い物、犬の散歩、
ジョギング、花の水やりなどの日常活動や事業 ケーヨーＤ２大網永田店
活動を通じて、防犯の視点を持って子どもを見 主婦の店大網店
守ることを
「ながら見守り活動」
といいます。
こ
農村環境改善センター
の活動は、
いつでも、
どこでも、誰でもできる防 いずみの里
犯活動です。気軽に参加してみましょう。登下
校時間帯、通学路等に見かけない車が駐車し みどりが丘自治会館
人が乗車しているなど、
「何か変だな」
と感じた ショッピングセンターアミリィ
ら、迷わず警察に通報してください。
大網白里市役所
子どもの安全対策は、千葉県警察ホームペ 市立大網病院
ージのトップ画面で、
「子どもの安全対策」
と検 ●合同パトロール予定
索すると詳細が確認できます。
集合場所
増穂北小学校
東金警察署 ☎０４７５(５４)０１１０

その他

住宅用省エネルギー設備等設置
費補助金を交付します
システム︵上限 万円︶

住宅用省エネルギー設備等

を設 置した方に︑設 置費用の

すので︑市ホームページを

・ 家 庭 用 燃 料 電 池システ ム
︵エネファーム︶
︵上限５万円︶

そ
※のほかにも要件がありま

一 部を補助します︒対象の方

・窓の断熱改修︵上限８万円︶

▼申請方法＝設備等の設置後

は申請ください︒

▼対象

▼主な要件等

に︑所定の申請書に必要書類

ご確認ください︒

・ 太陽光発 電システム︵最大

①住宅用省エネルギー設備等

を設置した住宅に自ら居住し︑ を添えて申請︵郵送不可︶︒

男女共同参画だより

安全安心コーナー

10

21

出 力１ｋＷ当たり２万円︑上

20

10

◇第21回山武サマー
カップミニバスケット
ボール大会
男子３位
みずほシューティン
グスターズ
女子３位
みずほＢＣフレンズ
大網白里アリーナ
☎０４７５
（７２）
５７０８

30

30

21

10

30

限９万円︶

55
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