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土砂災害に注意しましょう
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令和３年秋の全国交通安全運動
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※

申＝申し込み先
＝問い合わせ先 □

▲市ホームページ

９月１日は防災の日

風水害への備えはできていますか

これからの時期は、台風により被災する可能性が高くなります。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確認をお願いします。
安全対策課消防防災班 ☎０４７５
（７０）
０３０３
※関連記事は２面から

台風には事前の対策を
台風で飛ばされそうなものは、
室内に取り込むか固定しましょう
庭木は固定し、植木鉢や物干し竿は家の中にしまい
ましょう。設置されているパラボラアンテナは点検し
て固定しましょう。

台風による被害

自らの命は自らが守る

側溝や排水溝、
雨どいの清掃をしましょう

避難行動を確認しましょう
避難行動判定フロー

水はけが良くなり浸水リスクが下がります。

※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。

ハザードマップ※で自分の家がどこにあるか
確認し、印を付けてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

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

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。

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？

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浸水しても水が引くまで我慢できる、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。

例外

いいえ

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？

ライフラインの
断絶に備えましょう

断水に備え、湯船に水を蓄え生活用水
としたり、停電に備えて
発電機、懐中電灯等の備
蓄、携帯電話やモバイル
バッテリーの充電、懐中
電灯用の乾電池の確保
をしましょう。

窓や雨戸を
補強しましょう

窓ガラスにテープを貼って飛散防
止の補強や、雨戸にガタつきが無い
か点検しましょう。

新型コロナワクチン接種
10月スケジュール
現在、12歳以上の方へワクチン接種を実施しています。10月から、
接種会場を大網病院および保健文化センターに集約します。

集団接種 10 月スケジュール予定※接種１回目
会場

日程

市立大網病院

9日㈯・31日㈰

保健文化センター

2日㈯・16日㈯・24日㈰
・25日㈪・30日㈯

予約開始日時
9月21日㈫
9時〜

▶電話 大網白里市新型コロナワクチンコールセンター
☎０４７５
（５３）
３３５５
（㈯・㈰・祝日を除く９時〜16時30分）
▶インターネット
（予約サイト）
・市ホームページのバナーをクリック ・QRコードを
読み取る
▶LINE
・QRコードを
読み取る

大網病院個別接種の予約

※窓口での予約はできません。

▶電話
☎０４７５
（７１）
２２５５
（㈯・㈰・祝日を除く９時〜16時30分）
▶予約開始日時 ９月22日㈬ ９時〜

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
しておく）
。

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
しておく）
。

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。

避難行動判定フロー・避難情報のポイント
（内閣府リーフレット）
▶

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

避難情報等

５

き ん きゅう あ ん ぜ ん かくほ

災害発生
または切迫

緊急安全確保

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

※ワクチンの供給量に合わせて予約を受け付けます。
また、状況により
変更や中止となることがあります。

●予約方法

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？

4
3

ひ な んしじ

災害の
恐れ高い

避難指示
こう れ いしゃとうひ な ん

災害の
恐れあり

2

気象状況悪化

1

今後気象状況
悪化の恐れ

高齢者等避難
大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

すでに災害が発生
している状況です。命
を守るための最善の
行動を取りましょう。
災害が想定される
地区にお住まいの方
は、速やかに安 全な
避 難 先 へ 避 難しま
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
り安全な部屋に避難
しましょう。
避難に時間を要す
る方
（高齢者、障がい
のある方、乳幼児等）
とその支援者は避難
しましょう。その他の
方はいつでも避難で
きるように準備を整
えましょう。

人口と世帯8月1日現在
（前月比） ●人口／48,719
（−17） ●男／24,002
（−8） ●女／24,717
（−9） ●世帯数／22,030
（＋19）

土砂災害に注意しましょう

砂災害警戒区域の中で︑建物

②土砂災害特別警戒区域＝土

などの恐れがある区域

①土砂災害警戒区域＝崖崩れ

︿土砂災害警戒区域の指定﹀

お願いします︒

か確認し︑災害に備えるよう

地域に土砂災害の危険がある

が懸念されます︒お住まいの

り安全な部屋などへの移動︶

③屋内安全確保︵建物内のよ

物等への立ち退き避難

②近隣のより安全な場所・建

退き避難

①指定緊急避難場所への立ち

︿避難のポイント﹀

・崖から音がする

・崖から水が吹き出ている

・崖に亀裂が入る

︿土砂災害の起こる前兆﹀

ます︒

が損壊し︑住民に著しい危害

大雨や台風に伴い土砂災害

が生じる恐れのある区域
外へ出ての移動が危険な場

市では︑千葉県と連携し︑

新型コロナウイルス対策 支援・給付

による影響が長期化している

新型コロナウイルス感染 症

・感染症の影響を受けて家計

される方

童扶養手当の支給が全額停止

年 金 等 ︶を 受 給しており ︑児

り一律５万円

▼支給額＝対象児童１人当た

日㈪

▼申請締切＝令和４年２月

ていない方も対象です︒

子 育 て 子育て世帯生活支援特別給付金︵ひとり親世帯分︶

ことを受け︑ひとり 親の家 庭

が急変し︑収入が児童扶養手

対象となる方は申請が必要

へ給付金を支給します︒

準となっている方

ですので︑問い合わせください︒ 当を受給している方と同じ水
▼支給対象

児
※童扶養手当の認定を受け

子育て支援課児童家庭班

▼支給予定日＝申請受付後順次

申
・

☎０４７５︵７０︶０３３１

歳に達する年度の３月

税均等割が非課税の方

給していて︑令 和３年 度 住民

または特別児童扶養手当を受

①令和３年４月分の児童手当

ます︶

帯分の給付を受けた方を除き

かに該当する方︵ひとり親世

課税となる水準の方

令和３年度住民税均等割が非

３年１月以降に家計が急変し︑ ▼支給額＝対象児童１人当た

④感染症の影響を受けて令和

住民税均等割が非課税の方

している 方 ︶で ︑令 和３年 度

育 者︵ 例 高 校 生のみを 養 育

③ ① ②のほか︑対象児童の養

の方

申
・

り一律５万円

問い合わせください︒

③ ④＝申 請 が必要ですので︑

①②＝申請不要

▼申請方法

未満︶

日までが対象︑障がい児は 歳

︵

② 令和４年２月 末までに︑新

３年度住民税均等割が非課税

たに児童手当または特別児童

▼対象児童＝ 歳以下の児童

▼支給対象＝①〜④のいずれ

子 育 て 子育て世帯生活支援特別給付金︵その他世帯分︶

・ 公的年金︵遺族年金︑障害

28

31

扶養手当の認定を受け︑令和

18

子育て支援課児童家庭班

配送料の値引きについて助成

対し︑通信販売の品代および

・ 市 内で製 造︑加工その他の

が生産された物

・市内で原材料の主要な部分

・市内で生産された物

もの

▼申請方法＝所定の申請書類

㈪まで

の翌月から令和４年１月

▼事業対象期間＝認定申請月

てること

☎０４７５︵７０︶０３３１

を行っています︒

を商工観光課へ郵送または持参

市内地場産品関係事業者に

▼対象＝次のすべてに該当す

工程のうち主要な部分を行う

日

る事業者

商工観光課振興班

☎０４７５︵７０︶０３５６

申
・

せください︒

ご覧いただくか︑問い合わ

詳 細は︑市ホームページを
※

ます︒

申
※請書類は市ホームページ

の配送１件につき１︐０００円

ことにより︑相 応の付 加価 値

▼事業要件

・市内に主たる事業所を有し

品の通信販売を行っていること

・助成対象となる品を個人へ

分 庁舎３階︶で配 布してい

・市税に滞納が無いこと

の通信販売で市外へ配送

および商工観光課︵市役所

▼ 助 成の対 象となる品＝次の

が生じている物

いずれかに該当する地場産品

・ 助 成額１︐０００円全額を

▼助成額＝助成対象となる品

で︑配 送料を含めた販 売 額が

品代または送料の値引きに充

・配送事業者を使用し地場産

税 込３︐０００円以 上となる

ていること

事 業 者 地場産品販路拡大支援助成金

18

ことも考えられます︒

安全対策課消防防災班 ☎０４７５
（７０）
０３０３
安全対策課消防防災班 ☎０４７５
（７０）
０３０３

土砂災害警戒区域の周知や啓

▲市ホームページ

発に取り組んでいます︒土砂

▲千葉県ホームページ

合には︑防災行政無線や市ホ

〈大網白里市版
マイタイムライン
（防災ハンドブック）〉

災害警戒情報が発令された場

〈マイタイムライン作成
マニュアル・記入シート
ダウンロード〉

ームページ︑メール配 信によ

経路は浸水や土砂災害の恐れのある箇所は避ける。
避難先は市指定の避難場所だけでなく、安全な親戚や
知人宅も検討する。

※
〈イメージ図〉

常備薬などの準備、携帯電
話の充電、非常品・備蓄品の確
認など自分に必要な行動を記
載する。

り避難指示や注意喚起を行い

④避難前の各自の行動を書き足す

安全対策課消防防災班

警戒レベルごとに避難を開始する家族を決める。

ます︒

②避難先、避難経路を決める

☎０４７５︵７０︶０３０３

生活再建の補助制度や損害保険を請求する際に必要となる罹災証明書の申請には、被害状況
が分かる写真が必要です。
被害箇所の撮影方法〉
・デジタルカメラやスマートフォンで、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。
・室内は、被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。
・被害箇所の面積割合が分かるよう、被害箇所を含む見切り範囲を撮影してください。
・被害程度が分かるよう、被害箇所の近景写真を撮影してください。
※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。

③避難するタイミングを決める

市内指定区域は︑市ホーム

自分や家族が
「いつ」、
「何をするのか」時系列で整理し共
有しましょう。

合は︑建物の上階に避難する

マイタイムラインを作成して
災害時の避難行動を確認しましょう

ページで確認することができ

①自宅への土砂災害や浸水被害の想定を確認
ハザードマップで、
自宅が土
砂災害警戒区域や浸水想定区
域に入っていないか確認する。

20

31

台風などの自然災害により住家が被害を受けたときは
避難場所
家

№653 2
2021.9.1

ハザードマップや防災行政無線、登録制メールで発信
する災害情報を活用ください。

このとき︑水 道水を沸 騰さ

を入れてください︒

うに口元いっぱいまで水道水

災害に備えて今日から
水のくみ置きを
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︒

器に保存してください︒

ないで︑蛇口からそのまま 容

せたり浄水器等に通したりし

とされている﹁１人１日３リ

人が生きていくために必要
ットル﹂を目 安に３日 程 度の
▼くみ置きの保存方法・期間
直 射日光を避けて︑凉しい

備蓄を推奨しています︒
▼くみ置きの方法＝清潔でふ
また︑消毒用の塩素効果が持
続 するのは︑３日 程 度です ︒

②非常持出品

２泊３日程度の避難生活に必要な非常食や飲料
水。持病薬やアレルギー対応食などを優先する。
リュックサックに入れておくと、避難するときに両手
が使えます。

③備蓄品

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
山武郡市広域水道企業団

としてご利用ください︒
☎０４７５︵５５︶７８５２

めの第三者認証制度を県内全

る感染防止対策を促進するた

千葉県では︑飲食 店におけ

留意ください︒

請対象とはなりませんのでご

感染拡大防止対策協力金の申

対策認証事業

事 業 者 千葉県飲食店感染防止

▼設 置箇所＝市ホームページ

▼対象＝食品衛生法による営

防災井戸を設置しています

でご確認ください︒

域の飲食店を対象に実施して

業許可を受けている県内飲食

災害時の生活用水を確保す

安全対策課消防防災班

います︒

るため︑避難場所等に防災井
戸を設置しています︒

☎０４７５︵７０︶０３０３

対 策 を 講じていることから︑

では︑高いレベルの 感 染 防 止

①申請に必要な書類を作成し︑

▼認証までの流れ

ー型を除く︶

店︵テ イ クア ウ ト・デ リバリ

営業時間の短縮などを要請し

②認証基準を満たしているか

現地で確認

事務局に送付

発令時および︑まん延防止等

③認証を受けた店舗に認証ス

当 面の間は︑緊 急事態宣言の

重点措置区域内の認証店に対

テッカーを交付

を要請します︒

また︑認証基準の達成に必

要となる設備の整備費用など

千葉県飲食店認証事務局

chiba-ninsho@tobutopt
ours.co.jp

０４３︵３０７︶９００４

☎０４３︵３０７︶９００３

申
・

わせください︒

ジをご覧になるか︑問い合

など︑詳 細は県ホームペー

認
※証基準や﹁申請の手引き﹂

メールまたはファクスで提出

▼申請方法＝申請書類を郵送︑

取り消すことがあります︒

十分でない場合は︑認証を

感
※染症対策を随時確認し︑

しては︑営 業 時間の短縮など

ないこと とし ま す ︒た だし ︑

認証基準を満たした認証店

▼注意事項
・ 飲み水としての利用はでき
ません︒
・災害時のみ利用できます
・管理者の指示に従い利用し
・いたずらなどをして壊さな

てください︒
いでください︒

で固 定 ︒二段 重ねの場 合はつ

地震が起きたら落ち着いて行動
しましょう
◇もし地震が起きたら

認 証 店は︑新 型インフルエ

への支援を行います︒

ンザ 等 対 策 特 別 措 置 法 第

・冷蔵庫＝後ろに転倒防止ベ

ルトの取 付 箇 所があれば︑ベ

条第９項に基づく要請の対象

なぎ目を金具で固定する︒

ルトを通して壁に固 定する︒

でなくなることから︑千 葉 県

・身の安全を確保する︒
・非常脱出口を確保する︒

無ければ︑扉と扉の間に針金

・素早く火の始末をする︒
・火が出たらできる限り消火

を巻いて金具で壁に固定する︒

・食器棚＝Ｌ字金具や支え棒

・外へ逃げるときは慌てない︒
◇ シェイクアウト︵３つの安

で 固 定 し ︑重い食 器は 下に︑

災

感染症予防の物品購入に
補助金を交付します
自主防災組織感染症対策
補助金

万円︵１回
◇家の中の安全対策

・ベランダ＝植木鉢などを落ち

ムを貼る︒

ます︵令和３年度限りの補助

主防災組織に補助金を交付し

のための物品等を購入した自

型コロナウイルス感染 症予防

をご確認ください︒

ほか︒詳 細は市ホームページ

▼対象物品＝マスクや消毒液

限り︶

組 織につき上限

・寝室︑子どもやお年寄りの部

る危険がある場所に置かない︒

金です︶︒

災害時の避難等に備え︑新

防

する︒

全行動︶の実践

軽い食 器は上に収 納︒戸に止

め金を付け︑ガラス部 分に飛

散防止フィルムを貼る︒

・テレビ＝テレビ台に固定す

る粘 着マットや壁に固定する

ベルトを利用する︒

◇家の周囲の安全対策

・ 屋根＝屋根瓦やアンテナの
補強をする︒

屋には大きな家具は置かない︒

・ガスボンベ＝鎖で固定する︒

▼申請締切＝令和４年１月

使用を目的とするもの

▼対象外＝主に日常生活での

・ ブロック塀・門 柱＝基礎や

自主防災組織を設立してい

・タンスなどの大きな家具は

ない区・自 治 会は︑設 立をご

▼補助金額＝１つの自主防災

▼補助対象＝自主防災組織

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

日㈪

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

検討ください︒
・タンス＝Ｌ字金具や支え棒

31
︿家具の転倒を防ぐポイント﹀

・出入口や通路に物を置かない︒ び割れが無いか確認する︒

Ｌ字金具や支え棒を使用し︑

・ 窓ガラス＝飛散防止フィル

24

鉄筋が無い場 合は補強し︑ひ

20

▲市ホームページ
倒れにくいようにする︒

３つの安全行動

ところで保 存 してく ださい︒

財布、携帯電話、
キャッシュカード、免許証などの
貴重品や携帯ラジオ、
携帯電話の充電器など

安全対策課消防防災班
☎０４７５
（７０）
０３０３

安全対策課消防防災班
☎０４７５
（７０）
０３０３

た の で き る 容 器︵ ポ リ タ ン

①常時携行品

▲市ホームページ
▲山武郡市広域水
道企業団マスコット
キャラクター
「さんすいちゃん」

備品チェックリスト▶

ク・ペットボトル・水 筒など︶

災害に備えて家庭で備蓄品を準備しましょう

市内の指定
緊急避難場所・
指定避難所は
こちらから
ご確認ください
〈ローリングストック法を実践しましょう〉
インスタント食品などを多めに購入し、消費
期限の短いものから定期的に消費し、食べた
分だけ補充することを繰り返す方法です。消費
期限切れを防ぎ、普段から食べ慣れた食品を
災害時に食べることができ、
ストレスの軽減に
もつながります。

詳細はチェックリストを
ご確認ください。

食料や水は最低３日、
できれば１週間分以
上備蓄する。食品はレトルト食品や缶詰、
カッ
プ麺など。水は大人１日当たり３リットルが目安
（ポリ容器も必要）。下着や着替えも用意しま
しょう。
〈停電時に特に必要な備品〉
懐中電灯、
ランタン、携帯ラジオ、卓上コン
ロ、乾電池、発電機（発電機は必ず屋外の換気
ができる場所で使用する）。
〈断水時に特に必要な備品〉
飲料水、給水用ポリ容器、非常用トイレ。
ポリ
容器には普段から水を貯めておき、
生活用水と
しても使用する。
〈避難所での防寒に必要な備品〉
カイロ、
マフラー、手袋、
ダウンジャケットなど
の上着、毛布、
アルミシート、
アルミブランケット

になるべく空気が入らないよ

2021.9.1
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防災行政無線による放送が

分にさびが無いか︑金具がず

ている場 合は︑電 池の接 触 部

交 換しても赤いランプが光っ

防災行政無線が聞き取りづらい
ときは

聞き取りづらい場 合は︑戸別

れていないか確認してください︒

安全対策課消防防災班

受信機の貸与や電話応答サー

０００︶をご利 用 ください︒

☎０４７５︵７０︶０３０３

ビス︵ ☎ ０ ４７ ５︵ ７ ２ ︶１

︿戸別受信機﹀

理費用含む︶

返 金はできませんので︑あ

▼ 負 担 金＝１万 円︵ 保 守・修

利
※用しなくなった場合でも

らかじめご了承ください︒

︿電池残量の確認を﹀

▲戸別受信機(サイズ：縦14cm
横22cm 厚さ6cm）

災害時の緊急情報発信方法
大網白里市メール配信サービス

電柱・電線などの設備・停電に関する問い合わせは東京電力パワーグリッド㈱まで

Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ

空メールを送信し、返信のメールに沿っ
て登録してください。
※新システム導入により登録切り替えが
必要です。旧メール配
信サービスは今年度で
終了します。

［受付内容］電線の断線、電線への樹木接触、停電状況の確認
※停電など緊急の用件については、全日24時間承ります。
【電話による問い合わせ】フリーダイヤル：０１２０９９５００７
フリーダイヤルを利用できない場合：０３６３７５９８０３（有料）
※㈪（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。

登録用アドレスを▶
読み取ります

【チャット（ホームページ・LINE）での問い合わせ】
https://www.tepco.co.jp/pg/user/chat̲support-j.html

▲iOS

スマートフォン等の携帯端
末から、QRコードを読み
取りください。
（※LINEアプリのインスト
ールが必要）

電話が
混み合っていても
大丈夫！

▲Android

各携帯電話会社による
緊急速報メール

安全対策課公式ツイッター

LINEからの問い合わせ

ホームページからの問い合わせ

戸 別 受 信 機の﹁ 乾 電池﹂の

市では、高齢者の方の徘徊に備
えた新しい見守りサービスを開始し
ます。
万が一徘徊してしまった場合に
居場所を知らせるサービスで、専
洋服等に専用の
用のシールを帽子や服、杖、シル
QRコードラベルを
貼り付けておく
バーカーなどに貼って利用します。
徘徊を発見した方がこのシール
のＱＲコードを読み取ると、家族な ●QRコード付きの専用シール
どに発見通知がメールで届きます。
利用には、市役所への登録が必要
です。
▶対象＝市内在住の65歳以上の方
で、徘徊したことがある、または今 衣服等にアイロンで貼り付けます
後のために利用を希望し、家族が
メールを受信できる方
▶利用料＝無料（１人１セット30枚）
※追加購入は有料です。
▶申込方法＝平日開庁時間に地域
包括支援センターで申し込み
申・ 地域包括支援センター
帽子側面
☎０４７５（７０）０４３９

ランプが赤 く光っているとき

は︑電池を交換してください︒

新しい高齢者見守りサービスが始まります

№653 4
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※登録不要・
受信料無料
安全対策課消防防災班
☎０４７５
（７０）
０３０３

@anzen̲os̲0303▶

上記いずれかにてコンタクトセンターへ問い合わせいただいた後、写真撮影による情報提供が可能な方は、
案内に従いTEPCOスナップ（Web版）より登録をお願いします。

白里地区コミュニティバス「はまバス」の運行内容が変わります！
運行ダイヤ（認可申請中）

白里公民館→大網白里市役所行き

大網白里市役所→白里公民館行き

No.

停留所名

１便

3便

No.

停留所名

2便

4便

5便

1

白里公民館

7:40

11:10

1

大網白里市役所

9:33

12:30

14:20

2

白里小学校前

7:40

11:10

2

大網駅

9:35

12:32

14:22

3

中野原

7:43

11:13

3 馬場口せせらぎ公園

9:36

12:33

14:23

4 多目的広場入口

7:44

11:14

4

アミリィ

9:38

12:35

14:25

5

上台

7:46

11:16

5

大網病院

9:43

12:40

14:30

6

五区公民館

7:47

11:17

6

下ヶ傍示

9:55

12:52

14:42

7 プラセル九十九里前

7:48

11:18

7

二之袋

9:56

12:53

14:43

8

北今泉

7:49

11:19

8

若葉区

9:58

12:55

14:45

9

請共石材

7:50

11:20

9

遠霑寺墓苑

9:59

12:56

14:46

10

枝川公園

7:51

11:21 10

若草区

10:00

12:57

14:47

11

白里海岸

7:52

11:22 11 細草天然ガス中継所

10:01

12:58

14:48

12

コスモス荘

7:54

11:24 12

清水営農組合

10:02

12:59

14:49

13

まつや食堂

7:56

11:26 13

清水

10:03

13:00

14:50

14 津波避難タワー前

7:58

11:28 14

細草八区会館

10:05

13:02

14:52

15

上堀川橋

7:59

11:29 15

四天木九区

10:07

13:04

14:54

16

要行寺

8:00

11:30 16

要行寺

10:08

13:05

14:55

17

四天木九区

8:02

11:32 17

上堀川橋

10:09

13:06

14:56

18

細草八区会館

8:04

11:34 18 津波避難タワー前

10:10

13:07

14:57

19

清水

8:05

11:35 19

まつや食堂

10:12

13:09

14:59

20

清水営農組合

8:06

11:36 20

コスモス荘

10:14

13:11

15:01

21 細草天然ガス中継所

8:07

11:37 21

白里海岸

10:16

13:13

15:03

22

8:08

11:38 22

枝川公園

10:17

13:14

15:04

若草区

23

遠霑寺墓苑

8:09

11:39 23

請共石材

10:18

13:15

15:05

24

若葉区

8:10

11:40 24

北今泉

10:19

13:16

15:06

25

二之袋

8:12

11:42 25 プラセル九十九里前

10:20

13:17

15:07

26

下ヶ傍示

8:13

11:43 26

五区公民館

10:21

13:18

15:08

27

大網病院

8:25

11:55 27

上台

10:22

13:19

15:09

28

アミリィ

8:30

12:00 28 多目的広場入口

10:23

13:20

15:10

29 馬場口せせらぎ公園

8:32

12:02 29

中野原

10:25

13:22

15:12

30

8:33

12:03 30

白里小学校前

10:28

13:25

15:15

8:35

12:05 31

白里公民館

10:28

13:25

15:15

大網駅

31 大網白里市役所

地域の皆さんの日常の移動手段として一層利用いただくため、10月１日㈮から運行ルートや運行ダイヤを改正
します。
また、国のガイドラインや既存バス路線の運賃との整合性を踏まえ、持続可能な公共交通のあり方を検討し、
運賃の一部を改定します。利用者の皆さんには、
ご理解をいただきますようお願いします。
変更内容の詳細は、市ホームページやはまバス車内等でお知らせしています。
▶改正日＝10月１日㈮
▶運行日＝祝日を除く㈪〜㈮（年末年始は運休）
▶運賃
・大人（中学生以上）
＝５００円
・小人（小学生）、障がい者（障害者手帳を提示）、運転免許自主返納者
（運転経歴証明書を提示）
＝半額
※白里地区内・大網市街地内での乗降＝２００円
▶その他＝
「下ヶ傍示バス停留所から大網病院バス停留所間」
は乗降できません。
詳細は問い合わせください。
企画政策課政策推進班 ☎０４７５
（７０）
０３１５

市街地ルート（認可申請中）

６

５

４

７

８

９

10

31 大網白里市役所

30
29

26

28

27

25

11
24

12

23
15

14

22
16
21

20
18

17

19

運行日：㈪〜㈮ ※㈯・㈰・祝日、年末年始（12/29〜1/3）は運休
ルートの実線部（自由乗降区間）は、バス停留所以外でも乗降できます。交差点やカーブ付近を避け、
見通しの良い所で待ち、バスが近付いたら運転手に分かるように手を挙げてお知らせください。

13

各１５０人を定員の上限とし

であらかじめご了承ください︒

診できないことがありますの

院 ︑う じはら ク リニック ︑駒

▼契約医療機関＝市立大網病

▼実施期間＝令和４年３月

ます︒定員に達した場合は受

◇個別健診

がん検診は国民健康保険加

本市は︑千葉県知事からの

▼閲覧場所＝市ホームページ︑

診できません︒

込みください︒

権限移譲を受け︑令和４年４

都市整備課︑本庁舎受付行政

入者以外の方も受診できます︒

月１日から都市計画法に基づ

情 報コーナー︑白 里出 張 所︑

特定健康診査を受けましょう

込 クリニック ︑鈴 木 クリニッ

く開発許可などの事務を行う

１日㈬〜 日㈫

﹁市街化調整区域における土地利用
日㈭まで
▼費用＝国保︵１︐０００円︶︑ 方針及び開発許可の方針
︵案︶
﹂に関
する意見を募集

ク ︑錦 織 メ ディカルクリニッ

﹁事務処理市﹂となる予定です︒ 中部コミュニティセンター

後期︵無料︶

市内外の契約医療機関で特

病 循 環 器クリニック︑ますほ

ク︑橋 本 医 院 ︑ふるがき糖 尿

14

定 員 に 達 し た 場 合 等 は ︑受

定健康診査を受けることがで

特 定 健 康 診 査︵ 集 団 と 個

集団健診を受診できなかっ

きます︒契約医療機関に事前

別︶を実施します︒

た場合や指定日程で都合が悪

対 象の方には︑５月 初 旬に

い場合は個別健診を受診して

歳以上で受診時に国民健

40

受診票等を送付しました︒

①

▼対象

▼対象＝市内に住所がある方・

に問い合わせください︒
第６次総合計画で掲げられ

ください︒
内 科 クリニック ︑浅 井 病 院 ︑

康 保 険に加入している方︵令

法人および利害関係のある方

見 を 記 入し︑持 参・郵 便・メ

に住 所︑氏 名 ︑電 話 番 号 ︑意

た︑地 域コミュニティや 日 常

調整区域における土地利用方

九十九里病院︑さんむ医療セ

39

詳細は︑受診票等をご確認

市民課国保班

大網病院で受ける場合のみ︑

40

歳

は負担金がかかります︒
針を改正するとともに︑権限
ールのいずれかで提出

☎０４７５︵７０︶０３３４

対しての個別回答はできま

電話での受け付け︑意見に
※

せんのでご了承ください︒

大網白里市大網１１５ ２‑

〒２９９ ３‑２９２

おける土地利用方針の改正案

都市整備課開発審査準備班

今回︑﹁市街化調整区域に

☎０４７５︵７２︶８３２１
☎０４７５︵７０︶０３６３

toshiseibi@city.oamis
hirasato.lg.jp

及び開発許可の方針﹂の案が

の意見を募集します︒

▼閲覧・意見募集期間＝９月

「この街で 笑顔で生きる 認 ◇認知症が疑われる人への接
知症」
（２０２１年度世界アルツ し方
ハイマー月間・デー標語）
・穏やかな表情で優しく話し掛ける。
毎 年９月2 1日は「 世 界アル ・目線を合わせてから話し掛ける。
ツハイマーデー 」です。認 知 症 ・１度に多くのことを話すと混乱
は誰でもかかる可 能 性のある しやすいので、
１つずつゆっくり、
病気です。認知症を正しく理解 はっきり話す。
し、本 人 や家 族を地 域で 支え ・話を聞くときは、認知症の人は
ましょう。
言葉が出にくいこともあるので、
◇認知症とは
急がずにゆっくりと対応する。
さまざまな原因で記憶力や判 ・できないことを責めるのではな
断力など、
脳の機能
（認知機能） く、
できることを褒める。
が正常に働かなくなり、
日常 生 ・些細なことでも、家庭や社会で
活に支障が出始める状態です。 の役割を担ってもらう。
認知症の原因となる病気とし 〈認知症や介護についての問い
て、最も多いのがアルツハイマ 合わせ〉
ー 型 認 知 症 、そのほかに血 管
認知症やその介護の悩み、不
性 認 知 症 、レビー 小 体 型 認 知 安がある場合は、本人や家族だ
症 、前 頭 側 頭 型 認 知 症などが けで抱え込まず、
かかりつけ医や
あります。認知症のタイプによっ 地域包括支援センター、在宅介
て、
また脳のどの部分が損なわ 護支援センター、担当のケアマネ
れたかによって認 知 症の症 状 ジャーなどに相談して、適切なア
は異なります。
ドバイスを受けましょう。
◇認知症の症状
地域包括支援センターおよび
・記憶障がい＝新しいことを覚え 在宅介護支援センターは、高齢
られない、
覚えていたことを忘れる。 者の相談窓口として各種相談を
・見当識障がい＝日時や場所、 受け付けています。
自宅などに訪
季節、人関関係などが分からな 問することもできますので、お気
くなる。
軽にご相談ください。
・理解、判断力の障がい＝複雑
地域包括支援センター
な話が理解できず、わずかな変
☎０４７５
（７０）
０４３９
化にも対応できなくなる。
在宅介護支援センターおお
・意欲や自信の低下＝長年の趣
あみ緑の里
味をやめる、整理整頓・掃除がで
☎０４７５
（７３）
５１４６
きなくなる、入浴などの生活行動
在宅介護支援センター杜の街
がおっくうになる。
☎０４７５
（７０）
１６６６
・性格の変化＝疑い深くなる、怒
りっぽくなるなど。

まとまりましたので︑皆さん

ンバーカード等︶

〜認知症になっても安心して暮らせる社会に〜

国民健康保険被保険者証・後期高齢者医
療被保険者証は大切に保管しましょう

国民健康保険被保険者証︑

・汚損した場合はその保険証

が分かるもの

後期高齢者医療被保険者証は︑ ・マイナンバー︵ 個 人 番 号 ︶

医療機関を受診するときに被

・ 同一世帯以外の方が申請す

保険者であることを証明する

ものです︒大切に保管し︑紛失

る場合は委任状

郵送交付となります︒

本
※人確認ができない場合は︑

しないように心掛けてくださ

い︒万が一︑紛失したり破れた

りしたときは︑速やかに市民課

または白里出張所で再交付の

の再交付を白里出張所で申

後
※期高齢者医療被保険者証

請した場合は︑後日の交付

申請をしてください︒

▼申請に必要なもの

となります︒

申・ ︿保険証の再発行について﹀

・ 本人確認できるもの︵運転

免 許 証 ︑パス ポート ︑マイナ
市民課国保班

☎０４７５︵７０︶０３３４

市民課高齢者医療年金班

☎０４７５︵７０︶０３３６

︿後期高齢者医療制度について﹀

千 葉県 後期 高 齢 者医 療 広

域連合資格保険料課

☎０４３︵３０８︶６７６８

地域包括支援センターだより

和３年度中に 歳になる

※十分な新型コロナウイルス感染症防止対策が取れないため、老人福祉センター「コスモス荘」およ
び農村ふれあいセンターやまべの郷では実施しません。

▼意見提出方法＝任意の様式

四天木
（妙見・堀川・南浜原・新栄）

生活の維持︑地域での生計の

四天木
（殿里・日の本・中浜・下浜）

︿ 特 定 健 康 診 査について﹀

10月15日㈮

農村環境改善
センター
いずみの里

ンター︑ちば県民保健予防財団

四天木（南高・八坂・10区・下谷）

すが︑大 腸・前 立腺がん検 診

細草（８区）

がん検診も同時に受けられま

10月14日㈭

ください︒

細草（西北・東・南）

▼費用＝無料

みどりが丘１丁目・２丁目

②受診時に後期高齢者医療保

みどりが丘３丁目・４丁目

の方も受診できます︶

10月9日㈯

10月13日㈬ 北吉田、桂山、九十根、長国

確立に対応するため︑市街化

実施なし

▼日程＝別表のとおり

内谷、九北、福田、仏島

険に加入している方

10月8日㈮

保健文化センター
（３階ホール）

︿同時にがん検診等も実施﹀

小西、養安寺、堀畑、本宿、
竹の下、北の谷、道塚、宮谷

移譲に伴う市街化調整区域の

笹塚、前島、長峰

市民課高齢者医療年金班

10月7日㈭

肺がん・結核検診︑大腸が

浜宿、新宿、新田

受診できません︒

南町

人
※間ドック受検予定の方は

10月6日㈬

☎０４７５︵７０︶０３３６

季美の森１・３・４・５丁目

大腸がん検診は事前に申し

旧駅前、季美の森南２丁目

ん検診︑前立腺がん検診を実

弥幾野

10月5日㈫

◇集団健診

9月30日㈭

開発許可の方針を検討してい

柳橋

ます︒

9月29日㈬

︿ がん検診︑検査内容等に

大網白里アリーナ
（メインアリーナ）
※室内履きを持参し
てください

星谷、わらび台

施しています︵大腸がん検診︑

木崎

後

新型コロナウイルス感染 拡

午

ついて﹀

9月28日㈫

前

場

前 立 腺 がん 検 診 は 負 担 金 あ

午

会

大 防 止のため︑お住まいの地

対象者

程

健 康 増 進課 健 康 増 進 班

日

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止となる場合があります。

り︶︒

●別表：日程

区ごとに受診できる日程を完

2021.9.1

全指 定した上で︑午 前︑午 後

5 №653
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ね ん き ん ナ ビ
年金生活者支援給付金制度のご案内
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
①老齢基礎年金を受給し、以下の要
件をすべて満たしている方
・65歳以上である（請求書は、65
歳になる誕生日の前日以降に提出し
てください）
・世帯全員の市町村民税が非課税と
なっている
・前年の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、以下の要件を満たしている方
・前年の所得額が4.621,000円以下で
ある（扶養親族の数に応じて増額）
▶請求方法＝年金の請求手続きと併
せて年金事務所または市区町村で請
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
（ナビダイヤル）
千葉年金事務所
☎０４３（２４２）６３２０

公平な納税のための滞納処分
︵差し押さえ︶

▼差し押さえ事例
れない方もいます︒このよう

理由で︑納めたくても納めら

令和４・５年度に大網白里

千葉市中央区市場町１ １

・給与等の差し押さえ＝勤務

令和４・５年度の入札参加資格
審査申請の受付を実施します
市 が 発 注 す る 建 設 工 事 ︑測

千葉県庁南庁舎２階

先へ給与等照会後︑給与等の
生活状況等の把握ができず︑

量・コンサル ︑物 品 ︑委 託の

千葉県電子自治体共同運営協

願いします︒相談等が無いと︑

た財産の公売を行っています︒ から一定額を税金に充てます︒
やむなく差し押さえの処分を

入札に参加を希望する方は︑

な方は︑早めの納税相談をお

・預貯金の差し押さえ＝金融
受ける場合があります︒納税

差し押さえを実施し︑給与等

機関等へ預貯金照会後︑差し
相 談は︑随 時 ︑実 施していま

〒２６０ ０８５５

︿納期限を過ぎても納付が無
押さえを実施し︑税 金に充て

限経過後 日以内に督促状を
局へ照 会 後︑土地や建 物の差

・不動産の差し押さえ＝法務

ます︒

を行います︒

により︑徴収猶予等の手続き

めに相談してください︒事 情

すので︑滞 納が増える前に早

▼業種区分

請を提出してください︒

利用して入札参加資格審査申

﹁ち ば電 子 調 達システム﹂を

ージ

ば電子調達システムホームペ

▼マニュアル等の入手 先＝ち

議会共同受付窓口

納税は︑国民の三大義務の
ます︒

電話︑訪問による催告を行い

無い場合は︑催告書の送付や

督促状を送付しても納付が

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
納付が便利です

◇納税は口座振替やコンビニ

②測量・コンサル

①建設工事

月１日〜令和６年３月 日

▼名簿有効期間＝令和４年４

さえを実施したことを通知し

融機関等は︑問い合わせくだ

で︑口座振替が利用可能な金

口座振替を推奨していますの

〜 月 日㈪ 時まで

▼申請受付期間＝９月 日㈭

④委託

納税は自主納付が原則です︒ ③物品

ムページをご覧ください︒

びちば電子調達システムホー

詳細は市ホームページおよ

納期限を過ぎて納付すると

税相談を
病気や失業・事業不振等の

税務課滞納整理班
☎０４７５︵７０︶０３２３

☎０４７５︵７０︶０３１２

財政課契約管財班

ます︒

延滞金が発生する場合があり

ストアでも納付できます︒

また︑全国のコンビニエンス

▼書類提出先

年度＝ 件実施︵不

動産︑預貯金︑生命保険︑給

平
※成

さい︒
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ょう ︒また︑横 断 歩 道では歩

道路横断中の事故に注意
毎月 日は﹁交通安全の日﹂
交通事故の多くは︑自宅か

め︑交 通ルールとマナーを 守

悲惨な交通事故を無くすた

務や停止義務があります︒

には横断歩道手前での減速義

ら近いところで発生しています︒ 行者優先であり︑運転者の方
特に︑道路横断中の交通事
故が多 発しています︒自宅近
くの通り慣れた道を歩くとき
でも︑必ず安全を確認しまし

り﹁交 通安 全県ちば﹂を目 指

千葉県くらし安全推進課

しましょう︒

☎０４３︵２２３︶２２６３

安全対策課生活安全班

☎０４７５︵７０︶０３８７

財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３１２

地方 税 法では︑
﹁ 滞 納 者が
督促を受け︑その督促状を発
い場合﹀

係る徴収金を完納しないとき
送付します︒
し 押さえのために︑法 務 局へ

過した日までに︑その督 促に

は︑滞 納者の財 産を差し押さ
︿督促・催告﹀

地方税法の規定により納期

した日から起算して 日を経

えなければならない﹂と規 定

一つで あ り ︑滞 納 している 税
︿財産調査﹀

されています︒

期限内に納付された方との公
督促状を送付しても納付が

金を放 置しておくことは︑納
平 性を欠くこととなります︒
を行います︒

無い場合︑滞納者の財産調査
︿捜索﹀

さらに︑滞 納は︑市の財 政
行政サービスに支障をきたす

を圧 迫し︑住 民の皆さんへの
与︑国税還付金等︶
令和２年度＝ 件実施︵預貯

ますので︑納め忘れに十分ご

必要がある場合︑滞納者や
その関係者の居住等を相手方
通自動車︑国税還付金等︶

金︑生命保険︑給与︑株式︑普

ことになります︒
市では︑納期限を過ぎても
場合があります︒

② 心 臓・腎 臓・呼 吸 器・ぼ う

注意ください︒

の意思に関わりなく捜索する

身体障害者手帳をお持ちの

こ う・直 腸・小 腸︵１ 級 ま た

◇納められない人は早めの納

納付が無い場合︑督促状を送

差し押さえます︒

財産調査で判明した財産を

︿差し押さえ﹀

付しています︒それでも 納 付
が無い場 合は︑財 産調査を行
い︑法 律の 定めに従い︑財 産
の差し押さえや︑差し押さえ

方や介護保険の要介護認定を

③免疫・肝臓︵１級〜３級︶

は３級︶

郵便等による不在者投票

受けている方 などで︑次の要

かに該当する方

▼戦傷病者手帳＝次のいずれ

件を満たす方は︑自宅などで
不 在者投 票をすることができ
ます︒

第２項症︶

① 両下肢・体幹︵特別項症〜
② 心 臓・腎 臓・呼 吸 器・ぼ う

この制度を利用するために
発行する﹁郵便等投票証明書﹂

は︑事前に選挙管理委員会が

こ う・直 腸・小 腸・肝 臓︵ 特
別 項 症〜 第３項 症︶

が必要となりますので︑ご相談
ください︒

護５の方

▼介護保険被保険者証＝要介

れかに該当する方

▼身体障害者手帳＝次のいず

選挙管理委員会
☎０４７５︵７０︶０３９７

7月1日一般競争入札実施分
〇件
名 南横川地区クリーンプラント回分槽コントローラー更新工事
場
所 南横川3688番地2
落札業者 株式会社 神鋼環境ソリューション
落札金額 7,205,000円
落 札 率 98.35%
〇件
名 地籍調査業務
場
所 南今泉外地内
落札業者 一般社団法人 山武郡市地籍調査協会
落札金額 30,140,000円
落 札 率 97.65%
〇件
名 医事等委託業務
場
所 富田884番地1 国保大網病院
落札業者 株式会社 ニチイ学館
落札金額 156,816,000円
落 札 率 76.15%

電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便
〈事例〉
業者の正式なサービスか調べましょう。
スマホの通信費が前月より２万円ほど高
ＵＲＬにアクセスしてしまった場合は、不
かったので、携帯電話会社に確認したとこ
審なアプリがインストールされていないか確
ろ、
自分のスマホから海外にＳＭＳを送信し
認しましょう。
また、
ＩＤやパスワード、暗証番
ていたと判明した。数か月前に
「荷物を預
号等の個人情報を入力してはいけません。
かっている」
というＳＭＳが届き、
ＵＲＬをタ
困ったときはすぐに消費生活センター等
ップした。
そのときに不審なアプリをダウン
にご相談ください。
ロードしてしまったのかもしれない
（70歳代
〈参考資料：国民生活センター見守り新鮮
女性）。
情報第390号より〉
〈ひとことアドバイス〉
◇市消費生活センター
宅配業者の不在通知を装って送られて
くるＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）
に、 ▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮10
時〜12時、13時〜16時
偽サイトに誘導するＵＲＬが記載されてお
▶会場＝中央公民館１階相談室
り、
アクセスすると自分のスマホが不正利用
▶相談電話＝☎０４７５
（７０）
０３４４
される被害が起きています。
ＳＭＳで不在通知が届いても、記載され
地域づくり課市民協働推進班
ているＵＲＬにアクセスしてはいけません。
☎０４７５
（７０）
０３４２

17

10月１日㈮から、皮膚科の受
付方法が変更となります。
〈変更前〉
▶予約方法＝「日付」の予約
▶受付開始＝13時〜
〈変更後〉
▶予約方法＝「日付」・「時間」の
予約
▶受付開始＝８時〜
※診察開始時間は、13時30分か
らで変更ありません。
詳細は問い合わせください。
市立大網病院
☎０４７５（７２）１１２１

10

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

宅急便を装ったＳＭＳ、ＵＲＬにアクセスしないで

16

20

10

①両下肢・体幹・移動機能
︵１級または２級︶

８月２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〉
北山 克美 氏（増穂地区）
新たに委嘱された委員の任期は８月１日〜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

15

皮膚科の受付を変更します

91

87

11

大網病院からのお知らせ

31

民生委員・児童委員を
委嘱しました

入札結果の公表

こちらは消費生活センターです！
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︵ 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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保保保 健健健
保健師だより

▼指定医療機関＝がん検診の
心臓︑腎臓もしくは呼吸器の

・

歳未満の方で︑

検診︑令和２年度に乳がん検
種類で異なりますので問い合
機能またはヒト免疫不全ウイ

歳以上

診を個別がん検診で受診した
わせください︒

送付しています︒
▼がん検診種類＝乳がん検診
︵ 超 音 波 検 査またはマンモグ

ルスによる免疫機能に身体障
害１級相当の障害のある方
▼対象外
・すでに 価肺炎球菌ワクチ

性︵年齢により超音波検査ま

・乳がん検診＝ 歳以上の女

▼対象

検診︵内視鏡検査︶

︵ 子 宮 頸 部 細 胞 診 ︶︑胃 がん

のクーポン券を４月以降もそ

延長しています︒現在お持ち

期限は︑令和４年２月 末まで

行しているクーポン券の有 効

年４月１日生まれの男性に発

は ︑肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン を

けたことがある方

ン︵ニュー モ バッ ク ス ︶を 受

年４月２日〜昭和

定されたら早期がんを見付け

昭和

られるチャンスと考 え︑自 分

はじめ︑他のワクチンは受

︵日本対がん協会２０２１年度がん征圧スローガン︶
日本人が一生のうちにがん
のまま使用することができま

５％︑女性
７％︑女性

８％とな

すので︑訂 正せずに抗 体 検 査

けられません︒

受 け る 場 合 ︑前 後 ２ 週 間

かれます︶

・胃がん検診＝ 歳以上の偶

方は再 発 行しますので︑問い
合わせください︒

◇ワクチンの確保が大変難し
市では︑３歳および４歳の

い状況です

月１日時点のものです︒

日本脳炎ワクチンのシェアの

２期︵４回目︶の接種は待機

加︵３回目︶および小学生の

誕生日を迎えた方に接種のお

▼ 料 金＝乳 がん検 診︵１︐５

対象者には個別通知でお知

大半を占めるメーカーの生産

をお願いします︒ワクチンの

高齢者の肺炎球菌予防接種

日 本 脳 炎予 防 接 種

を希望する医療機関等へお持

診と個別がん検診があり︑集
数年齢の方

ちください︒また︑紛失等した

・子宮がん検診＝ 歳以上の

断されても︑治 療で回 復する
団がん検診の申し込みは終了

偶数年齢の女性

方が多いことが分かります︒
申し込みができます︒集団が

しましたが︑個 別がん検 診は
ん検診が間に合わなかった方
００円︶︑子 宮がん検診︵１︐

工程の見直しのため︑ 月末

１歳６か月児健診

保
◯

22日㈬午後

R2.2月生まれ
２歳児歯科健診

保
◯

21日㈫午後

H31.3・4月生まれ
３歳児健診

保
◯

13日㈪午後

H30.3月生まれ
すくすく広場

保
◯

13日㈪10時〜11時30分
保
◯

3日㈮10時30分〜11時30分

農
◯

14日㈫9時30分〜10時30分

離乳食講習会

公
◯

27日㈪10時〜
※予約制

基礎：4〜7か月児

歯っぴー
モグモグ教室

保
◯

17日㈮10時〜
※予約制

R2.6・7・8月
生まれ

●予防接種

知らせをしていますが︑現在︑ 方を優先します︒４歳児の追

て怖い病 気ではあ り ません︒
やご自分の都合の良い日に受

内および県内の相互乗り入れ

らせをしています︒接種は市

れています︒ワクチンの供給

ごろまで生産ラインが停止さ

①７歳以上で１期３回分の接

次の方は問い合わせください︒

のお知らせをします︒なお︑

供給が安定した時点で︑接種

︿定期接種﹀

早期 発見するためには︑定期
０００円︶

に加入している医療機関で受

の回復は令和４年の年明けご

6日㈪

予約日
（予約制）

14日㈫、29日㈬
保
○＝保健文化センター

◇個別がん検診

けられます︒なお︑次の要 件

ろとなる予定のため︑当面︑

診無料クーポン︑ 歳の女

に当てはまる方には通知をし

四種混合

▼申込方法＝健康増進課へ電

R3.4月生まれ

② 歳で２期︵４回目︶の接

ていませんので︑申し出くだ

1日㈬

種を終えていない方

③平成 年４月１日生まれま

で︵ 歳未満︶で４回の接種

を終えていない方

日前日までにワクチンの供

集
※団接種においても︑接種

給が無い場合︑予約した方

でも︑延期をお願いするこ

とがあります︒

市の運動教室を一部中止します

〜 歳の方を対象とした

新型コロナウイルス感染拡大

９月開始コースの運動教室は︑

防止のため中止します︒ 月

ていますので︑ご連絡ください︒

開始コースは申込を受け付け

11

性には乳がん検診の無料ク

麻しん風しん混合

14

ーポン券を配布しています

17日㈮

12

▼申込締切＝令和４年１月 日㈪

17日㈮午後

10

防接種日の利用をお願いします。

話︑郵送︑来所で申し込み

日予防接種を中止します。他の日程の予約日予

種を終えていない方

新型コロナワクチン接種を実施するため、予約

１期初回１︑２回目の接種の

◇９月７日㈫の予約日予防接種は中止します

さい︒

予防接種のお知らせ

ので︑ぜひご活用ください︒

保
農
公
○＝保健文化センター、
○＝農村環境改善センターいずみの里、
○=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。
すくすく広場以外の上記事業は予約制ですので、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。

31

令和元年度に胃・子宮がん

BCG

20

64

2日㈭
保
◯

※歳の女性には子宮がん検

５００円︶︑胃がん検 診︵３︐

千葉県標語コンクールで古内さん親子が好成績！

診したい方は︑個 別がん検 診

ぴーライフ
良い歯と健康な歯肉で 歯っ

40

13時10分〜14時
※完全予約制です。
必ずご連絡くださ
い。
水痘

21

の受診を検討ください︒

●健診等

的ながん検診の受診が必要で

９月の健診・予防接種など

す︒
﹁ 精 密 検 査 が必 要 ﹂と判

対
※象者の年齢は令和４年４

り ︑早 期 発 見できれ ば︑決し

市のがん検診は集団がん検

受けましょう︒

おり︑がんで死亡する確率は︑ の人のためにも︑精 密 検 査を
男性

新 型コロナワクチン接 種を
※

と 診 断 さ れ る 確 率 は ︑男 性
たはマンモグラフィ検 査に分

ラフィ検 査 ︶︑子 宮 がん検 診

風しん抗体検査クーポン券
の有効期限を延長します

方には︑５月に個別検診 票を

60

のため︑心配してくれる周 り

９月は﹁がん征圧月間﹂
﹁コロナでも 変わらぬ習慣 がん検診﹂

健康増進課
健康増進班
☎0475
( 72 )8321

２％となって

54

65

23

問い合わせは

がんの治療は日々進歩してお

っていることから ︑がんと 診

17

保
◯

41

受付時間
日程
会場
接種

袋の上の方で口を結ぶ。
③湯を沸かした鍋の底に、皿またはザ
ルを入れて①を入れる。約20分加熱
する。火を止めて、そのまま10分ほ
ど蒸らし軽くほぐす。
〈パッククッキングで作るカレー・シ
チュー〉
①じゃがいも、ニンジン、玉ねぎ(１２
０ｇ程度) を小さめに切る。ツナやコ
ーンなど入れてもよい。
②ポリ袋に入れ、水80ｇ、ルウ1個を
入れて、全体をなじませ、空気を抜
いて口を結ぶ。
③沸騰した鍋に入れて約20分加熱し、
取り出す。

パッククッキングとは、ポリ袋に食
材を入れて、湯せんで火を通す調理法
です。ガスや水道、電気などが使えな
くなっても、カセットコンロ、鍋、水、
ポリ袋（耐熱温度１３０度程度）があ
れば簡単な食事を作ることができます。
災害時は冷えた食べ物を食べる機会
が多いので、缶詰の中身を温める時な
どにも便利です。
〈パッククッキングで作るごはんの炊
き方〉
▶材料（1人分）
米1/2カップ(80ｇ）
水1/2カップ(１００ｇ）
※水の量を増やせばおかゆを炊くこと
もできます。
▶作り方
①米をポリ袋に入れ、少しの水で軽く
もみ洗いし、水を捨てる（無洗米な
ら不要）。
②①に分量の水を加え、空気を抜いて、

50

乳児健診・BCG

乳児相談

対象
日時
会場
事業

災害時のパッククッキング

栄 養 士だより

26

30

20

50

65

コロナの中でもみんなが元気
で過ごせるといいなぁと思っ
て考えました。
」
◇山武郡市歯科医師会長賞
（中学生の部）
「歯磨き、手洗い、マスクして
コロナに負けない体を目指
そう！」
古内 瑠璃さん
（写真左）
「標語を通して、歯や口の健
康だけでなく、手指消毒やマ
スクの感染症対策を心掛け
ていきたいと思っています。
」
標語コンクールは来年度も
実施予定です。入賞した方に
は記念品の贈呈もあります。
ぜひご参加ください。

令和３年度千葉県歯・口の
健康啓発標語コンクールにお
いて、本市代表の古内さん親
子が郡市審査会を経て県審
査会で素晴らしい成績を収め
ました。受賞した３人の作品と
それぞれの感想を紹介します。
◇千葉県知事賞（一般の部）
「免疫を 高める笑顔と 輝
く歯」
古内 奈緒子さん
（写真右）
「標語は、
自粛期間中に子
どもたちと一緒に考えました。
今回、親子で受賞できて、
とて
も嬉しく思います。健やかに過
ごせるよう、
これからも家族で
話し合っていきたいです。
」
◇千葉県歯科衛生士会長賞
（小学生の部）
「歯磨きで マスクの下でも
輝く笑顔」
古内 碧さん
（写真中央）
「千葉県歯科衛生士会長
賞を受賞できて嬉しいです。

37
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球全体で地表や大気︑海水の

℃

温度が上昇していく現象です︒

にし︑扇 風 機 と一緒に使 用 し

温室効果ガスの削減に向けて

せきなどの症状がある方は︑

ましょう︒

28

次のことに気を付けましょう︒

傍聴をお断りさせていただ

・使わない電化製品は主電源

・エアコンは設 定温度を

きます︒

グを抜きましょう︒

を 切 り ︑コンセントから プラ

・ 水道水は無駄遣いをせず︑

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︒

市では︑空き家の適 正かつ

情 報 コーナ ー

お知らせ

議会が傍聴できます

市議会第３回定例会は︑９

節水に努めましょう︒

有効な活用の推進を図るため︑

空き家バンクに登録し
てみませんか

議会事務局

・ 自動車を運転するときは︑

市民課窓口
９月の休日開庁日

証明発行・印鑑登録

マイナンバーカード交付

け取りは事前予約が必
要です。

市民課戸籍班・市民班

☎０４７５
（７０）
０３４０

産まれすぐに増えてしまいま

が集まるようになると子猫が

す︒自分の飼い猫でない場合︑

餌をあげないでください︒

飼い犬などのペットのふん

※マイナンバーカードの受

☎０４７５︵７０︶０３８６

詳細は︑市ホームページをご覧

は飼い主が必ず持ち帰りまし

８時30分〜17時15分

地域づくり課環境対策班

になるか問い合わせください︒

ょう ︒ふんは小袋に入れてか

９月26日㈰

ペットのふんは飼い主
が持ち帰りましょう

地域づくり課環境対策班

らごみ袋の中ほどに入れ︑燃

えるごみとして処理してくだ

☎０４７５︵７０︶０３８６

金属類

月３日㈮開会予定です︒

急 発 進 ︑急 ブレーキをせず ︑

ビン・
ガラス

さい︒

地域づくり課環境対策班

発 令やＰＭ２・５高 濃 度 時の

☎０４７５︵７０︶０３８６

注意喚 起があった場 合は︑防

名

☎０４７５︵７０︶０３９０
空き家バンクを実施しています︒

ら売却または賃貸の希望のあ

◇飼い猫は屋内で飼いましょう

災行政無線でお知らせします

区

傍聴を希望する方は︑本会

アイドリングストップなどのエ

市内の空き家で︑所有者か

った物 件 情 報を市ホームペー

猫を放し飼いにすると︑野

ので︑① 外 出を控 える︑② 窓

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

良猫と交配し︑新たな野良猫

光化学スモッグ注意報等の

を増やす要因となります︒屋

を閉めて外 気を入れない︑③

猫の飼い方・野良猫への接し方

内で飼 うことで︑交通事 故や

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ
地

議が開 催される当日に︑傍聴

券に住所・氏 名を記入いただ

コドライブを心掛けましょう︒

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

ジで公開し︑利用を希 望する

方に紹 介しています︒空き家

管理にお困りの方はご利用く

ださい︒

空き家の物件登録者と利用

希望者の交渉や契約は︑市と

協定を結ぶ宅地建物取引業者

に依頼することができますの

きます︵先着順︶︒

分

30

また︑委員会の傍聴を希望

分前までに傍聴の手

する場合は︑開会時刻の

前から

続きをしてください︒

なお︑新 型コロナ ウイルス

感染拡大防止対策として︑入

場者数の制限や︑受付時に検

温 をさせていただくほか︑マ

﹁ 地 球 温 暖 化 ﹂とは︑人の

で︑安心して取り 引きを進め

屋外での激しい運動は避ける

９月のごみ収集日

10

省エネで地球温暖化対策を

していただきますので︑ご理

活動に伴って大気中の温室効

感染症から守り︑繁殖を防ぐ

県庁環境生活部テレホンサ

などを心掛けてください︒

ービス

ほか︑近隣の住民に迷惑を掛

万が一失踪したときに備えて︑

けることもありません︒また︑

☎０４３︵２２３︶０５５１

食品の加工・販売等を行う際

の届出が義務化されました

食品衛生法の改正に伴い︑

首輪等に飼い主の名前等を表

示したり︑繁 殖を避けるため

不妊・去勢手術をするようお

願いします︒

◇野良猫に餌を与えないで

食品の加工・販売業も保健所

への届出が必要となりました︒

従来営業許可が不要であった

まり子猫が生まれ︑野良猫増

該当する方は食品衛生申請

野良猫に餌を与えるだけの

加の原因になります︒猫の繁

等システムによる保 健 所への

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６
カン

ペットボトル

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 2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）

16日㈭

9日㈭
毎週㈭
30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
3日㈮
台大網白里線より北側地区）

17日㈮

10日㈮
毎週㈪
24日㈮

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 7日㈫
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

21日㈫

14日㈫
毎週㈫
28日㈫

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 6日㈪
今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

13日㈪

13日㈪
毎週㈬
27日㈪

8日㈬
毎週㈮
22日㈬

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

蛍光灯 乾電池
9日㈭

今月は収集を行いません

15日㈬

可燃ごみ

祝日・振替休日も通常通り回収を行います

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 1日㈬
区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

ペットボトルは祝日・振替休日は収集しません

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26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（お釣りの無いよ
うにお願いします）。
税務課滞納整理班
☎ 0 4 7 5（ 7 0 ）0 3 2 3

管理は︑飼い主不明の猫が集

殖力はとても強く︑複数の猫
届出をお願いします︵紙届出

も可︶︒自 身が営む業 態が届

出の対象となるか不明な場合

は問い合わせください︒

☎０４７５︵５４︶０６１１

山武保健所

今月の納税

ることができます ︒手 続きの

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝9月16日㈭13時〜16時・中央公民館相談室
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時〜12時、13時〜16時
中央公民館相談室（祝日、年末年始を除く）
消費生活相談電話＝☎0475(70)0344
交通事故巡回相談＝9月9日㈭10時〜12時、13時〜15時・
中央公民館相談室 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
平日9時〜16時
子育て支援課児童家庭班 ☎0475
（70）
0328
●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
1122（相談専用）
・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）
●山武保健所（山武健康福祉センター）
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。
再開は、
ホームページでお知らせします。
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1日㈬14時30分〜16時30分 予
9月8日㈬・22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 山武保健所（山武健康福祉センター）
☎0475（54）0611
●税理士による無料相談 予
日時・会場＝9月1日㈬・15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

解とご協力をお願いします︒

予 ＝要予約

果ガスの濃 度が高くなり︑地

相談コーナー

発
※熱のある方や︑体調不良︑

2021.9.1

スクの着用や︑手 指の消 毒を

9 №653

7日㈫

8日㈬

16日㈭

15日㈬

お知らせ

ません︒
地域づくり課環境対策班

きです︒
おたき上げや農林漁業等の

を 設 置したりして︑第三者が
容易に侵入できないように工
夫しましょう︒

てください︶
エ
※ンジンオイルや事 業 系の
地域づくり課環境対策班

運営上やむを得ない場合など︑
地域づくり課環境対策班

油は回収できません︒

例外的に野焼きが認められる

ればなりません︒

き込みを行いましょう ︒稲わ

して︑稲 刈 り 後 ︑速やかにす

農業環境の保全のためにもご

者のけがにもつながり ます ︒

などの農業機械の故障や作業

堆積した稲わらをそのまます

き込むと︑植 付障害やガス沸

き︵ 還 元 障 害 ︶を引き起こす

ことがあります︒堆 積した稲

受け付け︒

持
※参の場合は平日開庁時間

〒２９９ ３２９２

地域包括支援センター

大網白里市大網１１５ ２

申・

農業振興課農政班

自衛官

０４７５︵７０︶１０９３

☎０４７５︵７０︶０４３９

集

︿防衛大学校生︵一般︶﹀

歳未満の高卒︵見

▼受付締切＝ 月 日㈬

込み含む︶の方

▼資格＝

▼業務内容＝地域包括支援セ

︿防衛医科大学校生︵医学科

会計年度任用職員
︵ケアマネジャー︶

募

☎０４７５︵７０︶０３４５

みのポイ捨てはやめましょう︒

らの全量すき込みは︑水 稲で

は地力の向上につながります︒

ごみのポイ捨てはやめましょう

わらは均一に散 らしてから１

☎０４７５︵７０︶０３８６
９月は乾電池の収集月

ポイ捨てされたごみは環境

〜２回多めに耕うんして稲わ

台風や大雨により片寄って

乾 電池は︑中の見える袋に
を損ねるだけでなく︑河川に
野焼きを原因とした火災や

道路上に落ちた泥などは︑

らの腐熟を促すようにしてく

☎０４７５︵７０︶０３８６

入れて︑収 集日当日の朝８時
たどり着けば水路が詰まり水
苦 情が多く発生しています︒

通行の妨げになる場合がある

☎０４７５︵７０︶０３８６

までに集積所に出してくださ
があふれ︑皆さんに迷惑を掛
良好な生活環境を維持するた

上 ︑ジャンボタニシの 稚 貝 や

場合でも︑煙や灰等が周囲の

い︒市で収 集していない充 電
けてしまいます ︒身 近 なマナ
野焼きは行わないようにしま

めに︑廃棄物は適切に処理し︑

迷惑にならないようにしなけ

式電池やライター︑電球など
しを守ることにつながります

ーを守ることは私たちの暮ら

道路に出る前に︑トラク
タ ー 等 に 付いた 泥 や 土
を落としましょう

す︒分 別の徹 底をお願いしま

の異物の混入が見受けられま

ンター業 務︵要支援 者および

学生︶﹀

ださい︒

農業振興課農政班

▼資格＝

病害虫が付着していることも
あります︒トラクター等で水

総合事業対象者へのケアプラ

しょう︒
地域づくり課環境対策班

ン作成等︶

歳未満の高卒︵見

▼年齢＝不問

科学生︶﹀

︿防衛医科大学校生︵ 看護学

▼受付締切＝ 月 日㈬

▼募集人数＝若干名
︵随時募集︶ 込み含む︶の方

年３月 日㈭

▼勤務期間＝採用時〜令和４

▼資格＝

歳未満の高卒︵見

︿自衛官候補生﹀

▼受付締切＝ 月６日㈬

込み含む︶の方

分

業務経験者

▼必要経験＝介護支援専門員

▼資格＝ 歳以上 歳未満の方

等卒業予定者は７月１日から︶

け付け
︵令和４年３月高等学校

通自動車運転免許
︵ＡＴ限定可︶ ▼受付締切＝年間を通じて受

▼資 格＝介 護 支援 専門員︑
普

㈯
※・㈰・祝日・年末年始は休み

▼勤務時間＝８時

試
※用期間１か月︑更新あり︒

時

場 合は︑速やかに清掃をお願

台風や大雨により水田が湛

分〜

いします︒

道路上に泥などを落とした

いた土や泥を落としましょう︒

必 ずタイヤやロータリーにつ

☎０４７５︵７０︶０３４５

家庭で使用した食用油の回

田や畑から道 路に出る前に︑

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
害虫の発生源になったりごみ

農業振興課農政班

と︑周 囲の景 観 を損 な う 上︑

収を行っています︒

適切な焼却設備を用いずに
の不 法投 棄を招いたりして︑

ごみを燃やすことは法律で禁
止されています ︒ドラム缶で

▼回 収 方 法＝ペットボトルに

水すると︑稲刈り後の稲わら

道路沿いの田や畑へのごみ

稲わらのすき込みを行いましょう

の通行の妨げとなり危険です︒ 入れ︑キャップをよく締めて施

のポイ捨てが目立っています︒

︿予備自衛官補︵一般︶﹀

用水 路や水田の一角に堆積し

▼申込方法＝履歴書︵写真貼

が水田から 流 れ出し︑道 路 ︑

田や畑にごみがあると農作業

設の回収箱に出してください︒

時

27
てしまい︑その後の除 去 処理

▼ 回 収で きる 油＝ 植 物 性 油

分〜

☎０４７５︵７０︶０３４５

また︑歩道や車道に雑草が

10

▼資格＝ 歳以上 歳未満の方

秋口にかけて雑草が伸びて

はみ出すと︑人や 自 転 車 ︑車

農地へのごみのポイ捨ては
やめましょう

☎０４７５︵７０︶０３８６

ので︑環 境 美 化へのご協 力を

廃 食 用 油 の リ サ イク ルに
ご協力ください

す︒収集日以外に処分する場

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

合は回収倉庫をご利用ください︒ お願いします︒
白 里 出 張 所 ︑中 部コミュニテ

時

野焼きをしてはいけません

▼回収倉 庫の場所＝市役所︑

分〜

ィセンター ︑農 村 ふれ あいセ
ンターやまべの郷
▼利用時間＝８時
︵年末・年始を除く︶

21

21

付 ︶︑職 務 経 歴 書 ︑資 格 証の

きますので︑空き 地を 所 有・

年
※末年始を除く

▼回収場所＝別表のとおり

ガス事業課 ☎０４７５（７２）１１３１

周辺に住む方に迷惑が掛かり

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

燃やしたり ︑地 面に穴を掘っ

（供給しているガス種は１２Ａです）。

農村ふれあいセンターやま

詳細は、日本ガス協会のホームページをご覧ください。

13

33

中
※部コミュニティセンター︑

・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）。

▼回収時間＝８時

・器具接続口に合った正しい
接続具を使用しましょう。

ます︒

・ガスを使用するときは必ず換気をしましょう。

10

10

17
て燃やしたりすることも野焼

「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、事故の無い快適な暮らしを実現しましょう。

21

18

に支 障が生じるほか︑空きカ

︵ 使 用 済 みの 油 は ︑一度こし

17
などの問題になります︒

管 理している方は︑定 期 的に

※施設休館日は利用できません。

15

写しを郵送または持参

大網小学校の裏の里山で

ンや 空きビンは︑トラクター
稲わらの流出の防止対策と

「男性料理の会」会員募集

料理作りを学習し、家で
も実践してみましょう。
また、
会員相互の親睦を図りま
しょう。
▶日時＝第3㈮9時〜13時
▶会場＝中央公民館調理室
▶募集人数＝若干名（先着）
※新型コロナウイルス感染症
▶会費＝7,000円／半年
の影響により、中止とな
横野 ☎0475（72）3672
る場合があります。

草刈りなどを行いましょう︒
☎０４７５︵７０︶０３８６

玄関

地域づくり課環境対策班

不法投棄は重大な犯罪です

白里出張所

歳以上で国家資格

齢上限は 歳未満〜 歳未満︶

等を有する方
︵資 格により 年

▼資格＝

︿予備自衛官補︵技能︶﹀

▼受付締切＝９月 日㈮

17 34

▼受付締切＝９月 日㈮

55

☎０４７５︵２５︶０４５２

自衛隊茂原地域事務所

詳細は問い合わせください︒

17

絶対に行わないでください

不法投棄された廃棄物は︑
則ですが︑投 棄 者が分からな
や管理者が自らの責任で処理

玄関

30

初心者からどなたでも楽
しくイラストを描きましょう。
▶日時＝第2・4㈫16時〜
18時
▶会場＝みどりが丘自治会館
▶参加費＝2,300円／月
市川
☎090（2497）
3781

17

30

べの郷は休館日は利用でき

「ガスと暮らしの安心」運動（９月１日〜11月30日）

31

みどりが丘メンバー募集

30

中部コミュニティセンター※

18

18

53

▶テーマ＝未来のごみ箱
▶応募資格＝県内小学校の児童
▶応募規格＝1人1作品、八つ
切り画用紙（縦横自由）
▶応募締切＝9月17日㈮必着
詳細はホームページ（ www.
arax-g.jp）をご確認ください。
夏休みエコ絵画コンクール
運営事務局
☎043（242）6810

第16回夏休み
エコ絵画コンクール

い場 合は︑その土地の所 有 者
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な
要です︒日ごろから定期的に

い環境づくりをすることが重
見回りや草刈り︑ごみ拾いを
し た り ︑フェンスやロー プ 等

草刈り、花の手入れなど
大網白里市北今泉の大
網主上代家の系図につい
自然の中で楽しみましょう
て、八角俊氏（本会会員）。
▶作業日＝毎月第3㈰9
▶日時＝9月19日㈰13時
時〜12時
30分〜
▶会費＝2,000円／年
▶会場＝中央公民館
おおあみ里山の会／
▶参加費＝無料
松浦
中村
☎0475（72）5343
☎090(2205)2301

郷土史研究会発表会

当直室前
玄関ロビー
市役所

日

㈯・㈰・祝日
平
施

設

投棄者に処理させることが原

回収場所
●別表

イラスト夢工房

2019年 中8人・高14人
かけがえのない119人の命を守りたい
自殺対策ひきこもりの相談会
絵 でイジメのS O S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／清水
☎080（5079）6304
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大網白里

講座・催し
心のいずみ

▼日時＝９月９日㈭︑ 月

交 流 すれ ば︑ちょっとしたヒ
参加者同士の交流

▼内容＝認知症の個別相談︑

０４７５︵７０︶１０９３

▼日時＝９月 日㈯

時〜

の方は︑ぜひご相談ください︒
時 予
※約不要︒

在宅介護支援センター杜の街

めるこつを学びましょう︒
月７日

▼ 日 時︵ 全６回 ︶＝
㈭・ 日㈮・ 日㈮・ 日㈭︑
時〜

日は︑あおぞらフ

月５日㈮・ 日㈭

分︵

行委員
▼参加費＝無料

・大豆は各自でご用意ください︒
感染予防対策として次のこ
とを守ってください︒ご協力い
ただけない場合は利用をお断

山武圏域自立支援協議
会障害児部会事務局

りします︒

申・

ァイル書こう会も開催︶

☎０４７５︵７７︶７５３１

時

▼会場＝山武健康福祉センタ

月〜３月にかけ︑手作り
で味噌作りを行います︒

・常時換気を行うこと︒

距離を空けること︒

・ 作業中でもなるべく人との

ったときは都度行う︶︒

毒 を行 うこと︵スマホ等に触

・ 利用前後に手洗い・手指消

・マスク着用︒

０４７５︵７７︶７５３８

▼ 申 込 方 法＝氏 名 ︑住 所︑年

味噌作り

ー３階多目的室︵東金市東金
９０７ １︶
▼対象＝山武郡市在住の方で︑

齢 を 電 話・ファクスまたはメ

定員５人程度

千葉司法書士会および千葉

青年司法書士協議会と共催で︑ ールで︑事前に申し込み

だく場合があります︒

作 業日は︑調 整させていた
※

方同 士で︑介 護の悩みや困っ

▼会場＝農村環境改善センタ

・加工室を含め施設内での食

▼講師＝千葉県発達障害者支

事は不可︵水分補給は可︶︒食

養育費に関する電話相談会を

器等の唾液が付着するものの

ていることなどを語 り 合って
みませんか︒

センターやまべの郷

共有不可︒

援センターおよびペアトレ実

青年司法書士協議会は︑全国

全国一斉 子どものため
の養育費相談会

☎０４７５︵７０︶１６６６

できることを見 付けて︑褒

お悩みではありませんか︒

子 どもの困った﹁ 行 動 ﹂に

令和3年度ペアレントサ
ポートワークショップ山
武 子育て交流講座
〜 聞 いて・考 え て・やっ
てみるピッタリわが家の
子育てプログラム〜

☎０４７５︵７０︶０３３１

子育て支援課児童家庭班

６７︶３０１

▼参加費＝無料

ントが生まれるかもしれませ
含む︶を介護している方

▼対 象＝認 知症の方︵疑いを

望しない場合は事前連絡不要︒

地域包括支援センター

方︑支援者︵市内在住者︒その
在宅介護支援センターおお

☎０４７５︵７０︶０４３９

申・

他の地域の方はご相談ください︶

あみ緑の里

▼参加費＝無料
特定非営利活動法人

送
※迎については相談ください︒

申・

リンク
☎０４７５︵７７︶７５３１
０４７５︵７７︶７５３８

info@npo-link.jp

社会福祉課社会福祉班
☎０４７５︵７０︶０３３０

あんとんねぇさ〜﹁九十
九 里 地 域 認 知 症 家 族の
会﹂ 大網白里市

☎０４７５︵７３︶５１４６

▼募集人数＝ 人程︵先着順︶

登校︑外に出ることが苦手な

▼ 対 象＝ひきこもりの方 ︑不

▼会場＝中央公民館１階講義室

▼日時＝９月 日㈪ 時〜 時

みませんか︒

ん︒ま ずは︑一 歩 踏み 出して

﹁カフェかきつばた﹂

▼会場＝小規模多機能型居宅

30 11

▼ 専 用 電 話＝☎０１２０︵５

分〜 時

日㈭︑令和４年１月 日㈭ 時

13 11

介 護 支 援 事 業 所 か きつ ば た

13

個
※別相談は予約制です︒希

同じ悩みを抱えた者同士が

15

ーいずみの里︑農 村ふれあい
▼申込方法＝所定の申込書に

▼申込開始日＝ 月１日㈮８
時 分〜

記入して各会場窓口に提出
４人以上８人以内のグルー

電
※話での申し込みは不可︒

プで申し込みください︒
・１日１組のみの利用となり
ます︵麹返しのみ同日時間差

の状況で︑中止となる場合

新型コロナウイルス感染 症
※

があります︒
農村環境改善センター
いずみの里

申・

☎０４７５︵７０︶５１１１

での利用︶︒
・１日で使用できる大豆の量

農村ふれあいセンターやま
☎０４７５︵７２︶７４１３

べの郷

までになります︵倍

ま

30
kg

は最大

でになります︶︒

麹で行なうときは最大

45
kg

欄

６日㈪・13日㈪・20日（月・敬老の日）・
21日（火・振替休室）・23日（木・秋分の
日）・27日㈪・30日（木・室内整理日）
10

認知症の方を介護している

12

告

☎０４７５
（７２）
８３８３

検索

大網白里市図書室

大網白里市図書室

16
11

図書室休室日

10
10 28 10

13

市ファミリー・サポート・センター
では、子育ての援助のできる提供会
員の募集を行っています。
11月に提供会員希望者向けの養
成講座を開講します。
この講座は、子育てのサポートを行
うための子育て・保育・食育に関する
基礎的な内容となっていますので、ぜ
ひご参加ください。
▶日時＝11月９日㈫、10日㈬、11日
㈭13時〜16時30分
※10日㈬のみ10時〜11時30分
▶会場＝子育て支援館遊戯室
▶募集人数＝20人
▶申込締切＝10月15日㈮
申・ 市ファミリー・サポート・セン
ター
☎０４７５
（７３）
５７１１

開催します︒養育費でお悩み

ファミサポ養成講座を
開講します

広

15

27

10

25

11 22

11

11

◎今月の展示棚
「今年の秋は、音楽の秋♪」
秋といえば、芸術、スポーツ、読書、食欲。過ごしやすい気候
になり、さまざまなことに取り組みやすい季節です。今回は芸術
の中から、
「音楽」の本をご紹介。あなたも「音楽の秋」に浸っ
てみませんか。
※展示棚の本は図書室ホームページから検索、予約ができます。
◎おはなし会
図書室、中部分室、白里分室の「おはなし会」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。
30

in

30

ｉｎ

15

2021.9.1

11 №653

2021.9.1

№653 12

三井住友海上火災保険株式会社と
包括連携協定を締結
８月４日に市と三井住友海上火災保険株式会
社は「包括連携に関する協定」を締結しました。
これにより、
「防災・減災およびリスクマネジ
メント」
、
「地域産業の振興・支援」
、
「子育て支援」
、
「観光振興」
、
「環境保全」など、多岐にわたる分
野について連携し、
ＳＤＧｓ17 番目のゴール
「パートナーシップで目標を達成しよう」を実践
することで、地域の活性化と市民サービスの向
上を進めていきます。
▲協定締結式の様子

見つけたよ！
動物いっぱいの文化財！

東京２０２０パラリンピックの
聖火フェスティバルが開催されました！

白里小学校の子どもたちが
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」は白里小学校の中
で保存されています。
社会科の授業で市内の古い建物のことを学び、校内に指
定文化財があることを知った白里小学校３年生の皆さん。
「実物が見てみたい」とのリクエストから、普段は公開さ
れていない稲荷社を見学する特別授業が開催されました。
稲荷社は一昨年の台風により瓦の一部が破損しました
が、被害を免れた壁や天井付近には荘厳な彫刻が施されて
います。
文化財担当職員からは、文化財を大切にしなければいけ
ない理由や稲荷社が建立された時代背景、彫刻されている
動物に漁業繁栄・五穀豊穣の祈りが込められていることな
どを説明。
中をのぞき夢中になって動物を探す子どもたちの姿が見
られました。
「なんで龍が正面にいるんですか」
、
「まだ発見されてい
ない彫刻はありますか」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や喜びをあふれさせ
ていました。
生涯学習課では、稲荷社を後世に伝えていくための調査
を進めています。
生涯学習課生涯学習班 ☎０４７５（７０）０３８０
▲見学の様子

▲マイギリ式で火を起こす様子

８月 12 日から 24 日にかけて、
「東京２０２０パラリンピック聖
火リレー」が行われ、千葉県では、８月 18 日に聖火フェスティバ
ルが開催されました。
当日は、各市町村で採火した火を一つに集め、
「千葉県の火」と
する集火式や競技会場の千葉市内において点火セレモニーなどが実
施されました。
本市では、県立大網白里特別支援学校高等部の生徒の皆さんが、
マイギリ式で起こした火を「大網白里の火」として採火しました。

▲聖火フェスティバルの様子

発熱相談窓口
発熱等により医療機関を受診する際は、
必ず事前に電話相談をお願いします。
かかりつけ医に相談、
もしくは下記窓口にて医療機関の案内を受けてください。
・千葉県発熱相談コールセンター（24時間対応可能） ☎０570（200）139
・健康増進課健康増進班 ☎０４７５(７２)８３２１（祝日を除く㈪〜㈮９時〜17時)
・発熱相談医療機関（地方独立行政法人さんむ医療センター）
☎０４７５
（８２）
２５２１
（祝日を除く㈪〜㈮９時〜12時）
・聴覚に障がいのある方をはじめ、
電話での相談が難しい方
千葉県疾病対策課
０４３(２２４)８９１０ ※回答までに時間をいただく場合があります。

休日当番医

▲採火の様子

ヘルスメイトの

● いつもの和え物に変化を●

おすすめ

かぼちゃの和え物

料理

１人分139kcal、食塩相当量0.6ｇ

かぼ ちゃの 甘 さが 引き立 ちます。
糸寒天との相性も抜群、食感も楽
しめます。
材料（3人分）

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

医

療

機

関

名

9/5㈰

きみのもりクリニック
（大網白里市）
☎0475(70)2366

松尾クリニック（山武市）
☎0479(86)6482

9/12㈰

とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金市）
☎0475(54)2421

睦岡クリニック（山武市）
☎0475(80)8001

9/19㈰

鈴木クリニック（大網白里市）
☎0475(71)2033

岩崎医院
（山武市）
☎0479(86)2217

9/20㈪

橋本医院
（大網白里市）
☎0475(72)0134

高橋医院
（山武市）
☎0475(82)2450

9/23㈭

城西クリニック（東金市）
☎0475(52)8181

日向台クリニック
（山武市）
☎0475(88)1491

9/26㈰

うじはらクリニック（大網白里市）
☎0475(73)3320

伊藤医院（山武市）
☎0475(82)2508

A

かぼちゃ ‥‥‥‥‥‥‥‥
きゅうり ‥‥‥‥‥‥‥‥
ロースハム ‥‥‥‥‥‥
糸寒天 ‥‥‥‥‥‥‥‥
白いりごま ‥‥‥‥‥‥‥
酢 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
しょうゆ ‥‥‥‥‥‥‥‥
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ラー油 ‥‥‥‥‥‥‥‥

● 作り方
❶かぼちゃは皮と種を取り細く切る。ゆでて冷ましておく。きゅうり
は塩（分量外）をまぶしてしんなりさせ、斜め薄切りにしてから
細切りにする。ハムも同じく切る。糸寒天は水で戻して５ｃｍ位
の長さに切る。
❷①の具を皿にきれいに盛り、よく混ぜたＡ、白ごまをかける。

●山武郡市急病診療所
（東金市） ☎ 0475 ( 50 ) 2511
（20時〜22時）
●時間外の受診（消防本部指令課） ☎ 0475 ( 55) 0119

食生活改善協議会

◆交通事故

※基 準日＝令和３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

山辺支部推進員（ヘルスメイト）

◆窃盗犯罪

人身事故

7月

1月からの累計

事故発生数

14 件

60 件

車上ねらい

負傷者数

20 人

77 人

0人

1人

部品ねらい

死者数

150ｇ
１/2本
25ｇ
10ｇ
大さじ1.5
大さじ1.5
大さじ1
大さじ１/2
少々
小さじ１/4

犯罪の種類

◆火災
7月

1月からの累計

6件

35 件

0件

3件

乗り物盗

2件

14 件

空き巣

0件

2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

1件

7件

0件

8件

0人

0人

