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令和４年

市制施行10周年へ向け
安全で安心なまちづくりを目指して

市民の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
昨年も夏から秋にかけて、新型コロナウ
イルスの感染が拡大し、市民の皆様にとり
ましても、不安が続く一年であったと思い
ます。
市といたしましても、感染拡大の防止に
向けた対策を講じる一方、６月から本格的
にワクチン接種を開始し、市民の皆様がな
るべく早く接種を行うことができるよう、
医師会等の協力をいただきながら作業を進
めてまいりました。
新型コロナウイルスについては、新たな
変異株の出現や海外における感染拡大等、
いまだ予断を許さない状況が続いておりま
すが、国内に目を向けますと、昨年９月以
降、感染者数は減少に転じており、市民の
皆様の生活も徐々に落ち着きを取り戻しつ
つあるように感じております。市では、感
染防止対策の一環として、これまで各種イ
ベントや行事の開催を控えてまいりました
が、今後は市内および周辺地域における感
染状況などを鑑みた上で、十分な感染防止
対策をとれるものから徐々に再開してまい
りたいと考えております。また、同時に３
回目のワクチン接種についても早急に準備
を進めるとともに、市民の皆様が一日でも
早く日常を取り戻せるよう、行政としてで
きる限りの対策と支援を行いながら、活力
あふれる元気なまちを取り戻してまいりた
いと考えております。
さて、昨年も、夏期の集中豪雨等によ
り、全国各地で土砂災害や河川の氾濫によ
る被害が相次ぎました。
いつ起きるか分からない災害への備えと
して、本市では関係機関と連携しながらイ
ンフラの整備を進めております。千葉県に
より整備が進められていた波乗り道路アン
ダーパスの陸閘もようやく完成し、万一の
津波発生時においても、現地で人が操作す
ることなく、安全・確実にゲートを閉鎖す
ることができるようになりました。

また、令和元年 月の大雨により大きな
浸水被害を受けた大網駅周辺につきまして
も、小中川の改修が鋭意進められており、
このほど、未整備区間である大網駅から上
流部の改修工事が着手されたところです。
こうしたハード面での整備と併せ、ソフ
ト面における取り組みとして、災害時に適
切に市民の皆様に情報を発信できるよう、
従来の防災行政無線、メール配信等に加え
て、ＳＮＳを利用した情報の発信を開始い
たしました。さらに、土砂災害警戒区域等
の方々を対象とした﹁土砂災害避難訓練﹂
や、沿岸区域における﹁津波避難訓練﹂な
どの各種訓練を進めております。本年度、
新型コロナウイルスの影響により一部の訓
練を除き中止となった﹁九都県市合同防災
訓練﹂につきましても、今年の秋に再度、
実施する方向で、現在、千葉県と調整を
行っているところです。
このほか、災害時には市民の皆様や民間
事業者との連携や協力が不可欠であること
から、迅速かつ的確に対応できる体制を構
築するため、さまざまな民間事業者と、引
き続き、災害協定の締結など連携強化に努
めてまいります。
今後も、いざというときの体制づくりを
進めてまいります。
一方、都市基盤整備では、これまで千葉
県が所管していた開発行為の許可等の事務
が本年４月以降、本市へと移譲されること
となりました。市が開発行為の許可等の権
限を受け持つことで、手続きの迅速化が図
られるだけでなく、市の実情に応じた新た
な許可基準を独自に追加するなど、地域の
実情を考慮した開発許可制度の運用を図っ
ていくことが可能となりました。これによ
り、人口減少対策、あるいは地域コミュニ
ティの活性化など、さまざまな効果が発揮
されるものと期待しております。
令和５年に、大網白里市は市制 周年を
迎えます。
今後も、市民の皆様にとって、安全・安
心を実感できる、住みやすいまちを目指し
てまいりますので、本市がさらに飛躍でき
るよう、引き続き、お力添えを賜りますよ
うお願い申し上げます。
結びに、皆様のご健勝とご多幸を心から
祈念申し上げまして、年頭のあいさつとい
たします。

大網白里市長
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金坂 昌典
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人口と世帯12月1日現在
（前月比） ●人口／48,705
（−8） ●男／24,013
（−1） ●女／24,692（−7） ●世帯数／22,099
（＋28）

市長事務報告

物資輸送訓練のみ実施しまし
では︑市の要請に基づき行わ

た︒ 月１日に行われた訓練

日と 月

住友海上火災保険株式会社の

連携協定を締結している三井

員の理解を深めるため︑包括

また︑ＳＤＧｓ に対する職

は︑地権者の皆さまが主体と

知しました︒今回の勉強会で

の実施を地権者の皆さまに通

り勉強会﹂ですが︑ 月

いた﹁大網駅南地区まちづく

感染症の影響により延期して

なお︑新型コロナウイルス

れる﹁ プル型﹂支 援と︑市の
協力のもと︑ 月

と期待しています︒

要請を待たずに行われる﹁プ

９日の２日間︑主査職以上の

日

形態を想定しながら︑支援シ

ッシュ型﹂支援の双方の支援

な経費を 月補正予算案に計

体制を構築できるよう︑必要
費や公債費等の義務的経費の

懸念される中︑社会保障関係
収受などの手順等を確認しま

ステムを用いて物資の搬出や

実施しました︒職員のさらな

職員を対象にＳＤＧｓ 研修を

﹁まちづくり協議会﹂の設立

くりの進め方などを検討する

なり将来のまちの姿やまちづ

状況が続くと想定されます︒

から︑依然として厳しい財政

費用の増加も懸念されること

学校教育施設等の維持・改修

年度内に実施できるよう調整

定していた津波避難訓練は︑

九都県市合同防災訓練内で予

協議していきます︒そのほか︑

に向け︑あらためて千葉県と

練については︑来年度の実施

ます︒

持続可能なまちづくりを進め

経済・社会・環境が調和した

いた９つの病 床︑計

感染症の影響により︑今後も

いても︑新型コロナウイルス

る見通しであり︑歳出面にお

べての事務事業について︑優

市の未来を見据えながら︑す

見直しを実施するとともに︑

歳入・歳出にわたる徹底した

した大網駅周辺は︑千葉県に

より︑大きな浸水被害が発生

令和元年 月 日の大雨に

ームの整備・運営事業者の公

め︑認知症高齢者グループホ

介護サービスの充実を図るた

介護保険事業計画﹂に基づく

﹁第８期高齢者福祉計画・

正式に決定しました︒

限が本市に移譲されることが

画法に基づく開発許可等の権

決されたことにより︑都市計

例に関する条例改正案﹂が可

権限に属する事務の処理の特

定例県議会で﹁千葉県知事の

ている開発行為に関する事務

令和４年４月を目途に進め

開発行為における
権限事務の移譲

団体等への普及啓発を推進し︑ について提案します︒

このため︑令和４年度の予

政

令和３年度の財政状況です
算 編 成は︑全庁一丸となって

財
が︑税収は︑予算額を確保で

け︑大網 病 院のコロナ病 床も
とが決 定され︑コロナ 病 床２
きるものの前年度実績は下回

日から通常運営に切り替えま

医療・福祉に関する経費の増

おいて小中川の改修計画の検

募を行ったところ︑﹁特定非

していきます︒

と連携を図り︑改修工事が完

援舎﹂から応募があり︑審査

施したパブリックコメントの

本市においても︑９月に実

引き続き︑市税をはじめと

増加が続いていることから︑

るなど︑想定を大幅に超える

車中泊避難や応急活動拠点な

等に係る所要額を計上しました︒ 結を進めており︑ 月５日︑

月補正予算案に事務委託料

どの利用を目的に︑ＮＰＯ法

とができるよう各種協定の締

も実効性のある対応を図るこ

ことで︑万一の災害 発生時に

民間事業者との連携を図る

ラボトラーズジャパン株式会

よう ︑本 年３月にコカ・コー

で協力︑連携して取り組める

振興など︑多岐にわたる分野

育て支援︑スポーツ・文化の

地域活性化︑災害対策︑子

換地処分等の事務処理を行っ

は︑現在︑事 業 完了に向けた

大網駅東土地区画整理事業

応じた新たな許可基準を追加

結果を踏まえ︑本市の実情に

した歳入の一層の確保や経費

人コメリ災害対策センターと

社と﹁地域活性化包括連携協

ていますが︑換地処分後の清

市内や周辺地域の感染者数

今後︑令和５年からのサー

して選定しました︒

は

の節減に努めるとともに︑ふ

﹁店舗駐車場利用の協力に関

定﹂を締結しました︒この協

算金事務︑地権者からの仮換

などの状況を考慮し︑十分な

なお︑現 在︑市では３回目
のワクチン接種に向けた準備
を進めており︑速やかに接種

ます︒

おける土地利用の制限を一部

緩和する条例案を作成し︑今

議会に提出しました︒新年度

から円滑な事務処理ができる

よう︑準備を進めます︒

令和４年度は︑第６次総合

政と民間事業者との連携強化

災害対応力の向上に向け︑行

合意に至りました︒今 後も︑

具の整備により小中池公園に

を行いました︒今回の大型遊

もたちの参加のもと︑竣工式

日には︑関係者と地元の子ど

た︒今後は︑換地処分や新し

度まで事業期間を延伸しまし

あることを踏まえ︑令和４年

感染防止対策をとれるものか

各種イベントの
開催

計画の２年目として︑各種施

に努めます︒

市街地整備

するなど︑市街化調整区域に

終了し︑以降は大網病院や市

るさと納税についても︑さら

する協 定﹂を締 結しました︒

定に基づく﹁公民連携事業﹂

地指定処分の取り消しを求め

策を円滑に推進することが求

応し︑事業の早期完了を目指

※ワクチン接種は強制ではなく本人の意思に基づき行うもので、
費用は無料です。
※基礎疾患のある方は、かかりつけ医等にご相談ください。
※国の方針やワクチンの入荷状況等により接種体制が変更となる場
合があります。最新の情報は、市ホームページ等でご確認ください。
●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）
健康増進課健康増進班 ☎０４７５（７２）８３２１

大会規模を縮小して実施する

そのほか︑各種イベントに

予定です︒

ついても︑感染対策に万全を

進めます︒

また︑新春マラソン大会に

住・在勤・在学の方に限定し︑

期した上で再開に向け準備を

参加を新成人に限定し開催す

ととなりましたが︑成人式は︑ ついて も ︑参 加 者 を 市 内 在

族の方々には︑式典の様子を
本年度予定していた九都県

親子連れをはじめ今まで以上

します︒

オンラインで配信します︒
や高齢化に加え︑長引くコロ

市合同防災訓練は︑新型コロ

に多くの方に来園いただける

元旦祭は︑不特定多数の参加

ナ禍の影響により︑基幹財源

ナウイルスの影響を考慮し︑

が避けられないことから︑昨

である市税収入の伸び悩みが

年に続き開催が見送られるこ

年明けの恒例行事としては︑ るとともに︑来場できない家

ら︑徐々に再開します︒

められていますが︑人口減少

い地番への変 更︑また訴 訟等

大網白里市に転入した方へ
本市には、前住所地等で１・２回目の接種を受けた方の接種
記録がありませんので、３回目の接種を希望する方は申請が必
要です。予防接種済証等・本人確認書類を新型コロナワクチン相
談窓口（保健文化センター１階）に持参ください。

新たな魅力が加わったことで︑ においても遺漏の無いよう対

11
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ビス開始に向け手続きを進め

内医療機関での個別接種にて

なる増収に向け︑返礼品の拡

また︑株式会社ベイシアとも︑

大型遊具が整備され︑ 月１

の一環として︑小中池公園に

▲昨年の集団接種の様子

10

対応していくこととしました︒

充や寄付者との後続的なつな

多目的利用について協 議し︑

災害時における店舗駐車場の

包括連携に
関する協定

の結果︑整備・運営事業者と

25

了するよう努めます︒

の権限移譲については︑９月

イベント等の開 催について
先度︑緊急性︑費用対効果な

討が進められており︑大網駅

営利活動法人ちば地域生活支

で増額計上したふるさと納税

を図ります︒

も︑今後は十分な感染防止対
加が見込まれる上︑大網病院
どを考慮した再検証に取り組

から上流部の改修工事が着手

した︒

策を図った上で︑徐々に再 開
の収益回復も見通せず︑非常

されました︒来年度以降も県

は︑その後も順調に推移して

こうした中︑９月補正予算

．８％に達しており︑
おり︑ 月末時点での収入額

日現

歳以上のワ

ほぼ希望者へ行き渡ったと考
は４億２︐９００万円に達す

10

源の確保に努めます︒

災

指します︒

市内における

月４日をもっていったん

えられることから︑集団接種

25
がりなどに取り組み︑自主財

10

在で

クチン接種率は︑ 月

12

11

る行政事件訴訟等が継続中で

防

み︑持続可能な財政運営を目

高齢者福祉

床 を翌

床とその開設のため休床して

日をもって閉鎖するこ

27

に厳しい状況です︒

月

11

る理解向上と市民や事業者︑

11

増加傾向が続き︑加えて今後︑ した︒今回見送られた全体訓

28

大網白里市議会第４回定例会

新型コロナウイルス
感染症対策

11

上しました︒

16

県内の病床状況の改善を受

10

当面する諸案件を報告
26

月 日 か ら 月 日 ま で ︑ 市 議 会 第 ４回 定 例 会 が 開 催 さ れ ま し た ︒
開会日に︑市長から事務報告がありましたので︑概要を掲載します︒
なお︑可決議案等の詳細は︑市ホームページをご覧ください︒
11
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●予約について
追加接種の接種券が届いた方から予約ができるよう調整しています。
※窓口での予約はできません。

長期間にわたり感染防止対策にご協力いただきありがとうご
ざいます。
国より、２回目の接種から原則として８か月以上経過した方
に３回目の追加接種を行う方針が示されたため、現在、接種体
制の準備を進めています。
●追加接種の対象者
１・２回目の接種が完了した、18歳以上の方
●接種券の発送時期
令和３年11月より、２回目の接種日から原則として８か月
以上経過した方に、追加接種（３回目）の接種券付予診票を順
次送付しています。
※前回シールだった「接種券」が「予診票」に印刷されています。
●接種開始時期
２月以降から集団接種を実施していきます。
●接種会場
保健文化センター・大網白里アリーナ・農村環境改善セン
ターいずみの里・市立大網病院

12

11

10

12

追加接種（３回目）のお知らせ

新型コロナワクチン接種情報

12
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するには︑処方せんが必要

局の薬剤師に相談ください︒

ジ
※ェネリック医薬品を利用

市民課国保班

です︒お薬 手 帳を活 用し︑

◇ジェネリック医薬品を上手

の調剤薬局にご確認ください︒

お薬手帳を持ちましょう

﹁お薬手帳﹂とは︑過去に

☎０４７５︵７０︶０３３４

ね ん き ん ナ ビ

〜新成人の皆さんへ〜 20歳になったら国民年金

国民年金は、年老いたとき、病気やけがで障
がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなった
ときに、働いている世代で支えようという考えで
作られた仕組みです。
20歳以上60歳未満の方は加入が義務付けら
れており、20歳になると日本年金機構から国民
年金加入のお知らせが届きます。
◇ポイント
①将来の大きな支えです
国民年金は、20歳から60歳まで加入し保険
料を納め、国が責任を持って運営し、年金の給
付は生涯保障されます。
②老後のためだけではありません
国民年金は、年老いたときの「老齢年金」の
ほかに、病気やけがで障がいが残ったときに受
け取れる「障害年金」、加入者が死亡した場合
にその加入者により生計を維持されていた遺族
（子のある配偶者や子）が受け取れる「遺族年

金」があります。
◇学生納付特例制度と納付猶予制度
学生納付特例制度
学生で、本人の所得が一定額以下の場合に国
民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象の学生は、学校教育法に規定する大学、
大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校（修業年限１年以上で
ある課程）、一部の海外大学の日本分校に在学
する方です。
納付猶予制度
学生でない50歳未満の方で、本人と配偶者
の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
千葉年金事務所
☎０４３（２４２）６３２０
市民課高齢者医療年金班
☎０４７５（７０）０３３６

康診断を受けた方や︑市の健

診以外で検査をした方

②受診票︵質問項目︑身長︑

▼提出していただくもの

体重︑腹囲を記入︶

本市以外の健診を受けた方へ

康寿命の延伸を目指します︒

・保健事業の充実により︑健

紛失等によりお手元に無い

①健診結果のコピー

市国民健康保険では︑ 歳

・市の特定健診受診率が上が

場合は︑問い合わせください︒

◇健診結果の提出にご協力を

以上の被保険者を対象に︑特
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医療機関等の医師や調剤薬

病院等で処方された薬の記録

に利用しましょう

をまとめるための手帳です︒

ジェネリック医薬品︵後発

大網白里市大網１１５ ２ｰ

市民課国保班

☎０４７５︵７０︶０３３４

康保険税の抑制につながります︒ ▼提出方法＝市民課国保班に

日時点で

定健康診査を実施しています︒ り医療費の適正化や︑国民健

薬の重複服用を防ぎ︑副作

提出または郵送

対象者の中で︑令和３年４

▼対象

月１日以降に勤務先の健康診

申
・

薬品︶の特許が切れた後︑厚

・国民健康保険に加入してい

医薬品︶とは︑新薬︵先発医

断を受けた方や︑治療などに

て︑令和４年３月

31

知らせることで︑適切な治療

生労働省の承認を得て︑別の

より定期検査を受けている方

74

用やアレルギー歴等の情報を

につなげることができます︒

会社が同じ主成分︑効能で作

歳から 歳の方

40

〒２９９ ３２９２

正確な情報を提供するため

等で﹁特定健診﹂と同等の項

・ 令 和 ３ 年 度 に 勤 務 先の 健

目を実施している方は︑その

ようご協力をお願いします︒

結果を市に提出していただく

象日数

財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３１２

第三者
︵加害者︶
行為による治療を
国民健康保険で受けることができます

11月11日一般競争入札実施分
〇件
名 大網白里市指定可燃ごみ袋製造管
理配送業務
場
所 市内
落札業者 有限会社 宮崎商会
落札金額 17,928,339円
落 札 率 80.19%

・提出された結果を保存し︑

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５
００万円以上・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

︿提出をお願いする理由﹀

入札結果の公表

▼適用期間＝令和２年１月１

検索

︵上限があります︶

☎０４７５
（７２）
８３８３

病届等﹂を提出してください︒

ともあります。

交通事故や暴力行為など︑

市民課国保班

のです。心が癒やされるこ

と割安の価格となります︒

他の健診受診者の結果と併せ

第三者︵加害 者︶の行 為によ

を眺めたりして楽しめるも

☎０４７５︵７０︶０３３４

は大人でも、読んだり、絵

加害者が負担するのが原則で

そう思っていませんか。実

り治療を受ける際の費用は︑

絵本は子どもが読むもの、

すが︑必要な届出をすれば国

「大人も絵本の世界へ」

民健康保険で治療を受けるこ

◎今月の展示棚

その際は必ず市民課に連絡

▶日時＝毎週㈭15時30分〜

とができます︒

◎白里分室おはなし会

った薬です︒新薬と比較する

日から令和４年３月 日の間

て保健事業に活用します︒

▶日時＝毎週㈬15時30分〜

ましょう︒詳細はかかりつけ

で療養のために仕事ができな

新型コロナウイルス感染症

◎中部分室おはなし会
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に︑お薬手帳は一冊にまとめ

払いを受けている︶のうち︑次

場合等は︑最長１年６か月まで︶

かった期間︵入院が継続する

▶会場＝図書室会議室

傷病手当金の適用期間を延長
します

・新型コロナウイルス感染症

に該当する方

▼提出書類＝別表のとおり

われ︑療養のために連続４日

に感染した方

に感染した︑または感染が疑

以上仕事ができなかった方に

申
・

市民課国保班

・発熱等の症状があり︑感染

市民課高齢者医療年金班

☎０４７５︵７０︶０３３４

傷病手当金を支給しています

・療養のために仕事をするこ

が疑われる方

大網白里市図書室

日の

▶日時＝毎週㈯14時30分〜

１日㈯〜３日㈪・10日（月・成人の日）
・11日
（火・振替休室）
・17日㈪・24日㈪・28日
（金・室内整理日）
・31日㈪

大網白里市図書室

期間も引き続き同様の支援を

図書室休室日

◎おはなし会

し︑﹁ 第三者の行 為による傷

◎年始の業務
１月４日㈫から、図書室
を開室します。なお、ブッ
クポストも４日㈫8時30分か
ら利用可能です。
◎福めん本２０２１
カバーで覆われて、何の
本か分からない福めん（覆
面）本」。表には、その本
の「最初の一文」が書いて
あります。気になる一言を
見付けて、読んでみません
か。新しい本との出会いを
お楽しみください。
▶日時＝1月4日㈫〜16日㈰
▶会場＝各図書室（大網・
中部・白里）
※無くなり次第終了します。

が︑１月１日から３月

※対象者によって必要な申請書が異なりますので、事前にご相談ください。
※申請書は市ホームページに掲載しています。
※郵送でも受け付けます。

☎０４７５︵７０︶０３３６

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
①被保険者記入用(様式第29号の2)
②被保険者記入用(様式第29号の3)
③事業主記入用
④医療機関記入用
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とができない方

▼支給対象日数＝仕事ができ

後期高齢者医療保険に加入の方

行います︒

ただし︑給与の全部または

国民健康保険傷病手当金支給申請書
①世帯主記入用
②被保険者記入用
③事業主記入用
④医療機関記入用

なくなった日から起算して４

●別表 提出書類
国民健康保険に加入の方

日目以降に仕事ができなかっ

うお願いします。

一部を受けることができる場

策の徹底に努めていただきますよ

合は︑傷病手当金の支給額の

い、三密の回避など、感染防止対

た期間のうち就労を予定して

引き続き、マスクの着用、手洗

調整や︑支給されない場合が

就 労 日 数 ３分の２ 支 給 対

することが大切です。

いた日数

一人ひとりが常に感染防止を意識

あります︒

想されますが、感染を防ぐには、

か月間の給与収入の合計額

人と集まる機会が増えることが予

▼支給額＝直近の継続した３

年始を迎え、家族や友人など、

び後期高齢者医療保険に加入

市民の皆様へ

▼対象＝市国民健康保険およ

2022.1.1

している被用者︵給与等の支

3 №657

東金税務署から
確定申告に関するお知らせ
②ＩＤとパスワードで送信

リーダライタをご用意ください︒

し引いた金額が１５０万円

の各所得控除の合計額を差

寄附金控除︑基礎控除以外
その税額が源泉徴収された金

法で税額を計算した場合に︑

・退職所得について正規の方

ら︑雑損控除︑医療費控除︑ いる方

ためには︑確定申告書を提

特別所得税の還付を受ける

合でも︑所得税および復興

税の確定申告が必要無い場

超えている個人事業者の方

税売上高が１︐０００万円を

０万円の判定は︑課税売上

ＩＤ・パスワード方 式は︑

高 に 代 えて 給 与 等 支 払 額

特
※定期間における１︐００

事前の届出が必要です︒届出

出する必要があります︒

︵ｅ Ｔ
‒ａｘ ︶で 手 続 きで き

ま す の で ︑ご 利 用 く だ さ い

書面で手続きすることも可能

︵金融機関届出印を押印して

です︶︒

また︑インターネットを利

などで︑その同族会社から給

・同族会社の役員やその親族

申告書の提出が必要です︒

引くと︑残額がある方は確定

得の金額から所得控除を差し

みで︑公的年金等に係る雑所

公的年金等に係る雑所得の

わせください︒

︵７０︶０３２１︶に問い合

は 市 税 務 課︵ ☎ ０ ４７ ５

要な場合があります︒詳細

合でも︑住民税の申告が必

出書﹂を提出している方

に﹁消費税課税事業者選択届

業者で︑令和２年

月末まで

１︐０００万円以下の個人事

③令和元年分の課税売上高が

融 機 関の 窓 口に 行 か ず に 納

税する方法など︑税務署や金

キングやＡＴＭを利用して納

利用してインターネットバン

用してクレジットカードで納

申告書の提出が必要な方の
資産の賃貸料などを受け取っ

与のほかに︑貸 付金の利子や

ます︒

うち︑主なものを紹介します︒

付 する 方 法 や ︑ｅ Ｔ
‒ａｘ を

︿所得税および復興特別所

税の確定申告が必要無い場

額よりも多くなる方

をする場合は︑申告する本人
よび退職所得以外の所得金
ある方

以 下で︑かつ︑給 与所得お

が顔写真付きの本人確認書類
額が 万円以下の方は︑申

の合計額によることもでき

をお持ちの上︑お近くの税務
告は不要です︒

②公的年金等に係る雑所得が

新型コロナウイルス感染防
署にお越しください︒

令和３年分の確定申告の日

時や会場 等について︑お知ら
止の観 点から も 自 宅からの

所
※得税および復興特別所得

せします︒市で行 う 所得税・
◇申告書の提出が必要な方

◇ｅ Ｔ‒ａｘ申告

住民税の申告相談会の案内等

ｅ Ｔ‒ａｘをご利用ください︒

所得税︑消費税および贈与

ページ﹂へアクセス﹀

は︑広報２月号に掲載予定です︒ ︿ステップ１﹁国 税 庁ホーム

◇令和３年分の申告と納税の

税する方法もあります︒

なお︑いずれの方法も納期

︿贈与税﹀

①令和３年中に１１０万円を

限内に手続きをお願いします︒

③①〜②以外の方

各 種の 所 得 金 額の 合 計 額

超える財産の贈与を受けた方

ただし︑公的年金等の収入
金額が４００万円以下で︑か

︵譲渡所得や山林所得を含

配偶者控除の特例を適用する方

ている方

得税﹀

源泉徴収の対象となる場合に︑ む︶から︑所得控除を差し引

つ︑その公的年金等の全部が

き︑その金額︵課税される所

③財産の贈与を受けた方で︑

税の申告書︑収支内訳書や青

収税額の徴収猶予や還付を受

よび復興特別所得税の源泉徴

公的年金等に係る雑所得以外

得金額︶に所得税の税率を乗

④財産の贈与を受けた方で︑

相続時精算課税を適用する方

▼所得税および復興特別所得
・給与の年間収入金額が２︐

の各種の所得金額が 万円以

除額を差し引いた結果︑残額

じて計算した税額から配当控

・災害減免法により所得税お

０００万円を超える方
けた方

下である場合には︑所得税お

税および復興特別所得税を源

告は必要ありません︒

のある方は︑確定申告書の提

用する方

住宅取得等資金の非課税を適

﹁住宅取得資金の非課税﹂

﹁
※相続時精算課税﹂制度や

出が必要です︒

出が必要な場合があります

制度を適用する場合は︑期

①
※〜③以外にも申告書の提

ので︑不明な点がありまし

限内申告が必要となります︒

国税の納付は︑あらかじめ

◇キャッシュレス納付

たら︑税務署に問い合わせ
ください︒

届出した口座から振替日に引

︿消費税および地方消費税﹀

落としする﹁振 替納税﹂が大

☎０４７５︵５２︶３１２１

東金税務署

トフォンやタブレット端末
・１か所から給与の支払いを

・在日の外国公館に勤務する

よび復興特別所得税の確定申

どを入力するだけで申告書等
・２か所以上から給与の支払

泉徴収されないこととなって

税理士による無料申告相談

②財 産の贈与を受けた方で︑

でも作成できます︒
受け︑給与所得および退職所

給与の支払を受ける際に所得

方や家事使用人の方などで︑

４月 日㈫が振替日です︒
が作成できます︒自動計算な
いを受けている方のうち︑給

所得税の申 告 書は︑スマー
※

︿ステップ２ 申告書等を作成﹀

得以外の所得の金額の合計額

色申告決算書を作成できます︒ ①給与所得がある方

４月 日㈭が振替日です︒

振
※替納税をご利用の方は︑
▼消費税および地方消費税＝
３月 日㈭まで
が 万円を超える方

▼贈与税＝２月１日㈫〜３月
ので計算誤りがありません︒
なる場合において︑年末調整

申告書作成会場の開設期間以前に、次の日程で「税理士による無料申告相談」
を実施します。
▶日時＝１月27日㈭、28日㈮９時30分〜12時（午前の部）、13時〜16時（午後の部）
※各日80人予定。
▶会場＝保健文化センター３階ホール
▶注意
・小規模納税者の所得税および復興特別所得税・個人消費税、年金受給者ならび
に給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告書（土地、建物および株式な
どの譲渡所得がある方、住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方を除く）を作
成して提出できます。提出のみの受付は行っていませんので、申告書等の提出のみ
の場合は、郵送または所轄の税務署窓口にてご提出ください。
・来場の際は、前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、筆記
具、計算器具およびマイナンバーに係る本人確認書類の写し等を持参ください。
・会場の混雑回避のため、
「入場整理券」を当日配布します。入場整理券の配布状
況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
・申告書用紙の発送時期によっては、無料相談が終了している場合がありますので
ご了承ください。
・個人消費税の申告を希望する方は、消費税率ごとに区分した帳簿等を持参ください。
・来場の前から感染対策を徹底していただき、また、会場内での感染防止策にご協
力をお願いします。来場の際は、
できる限り少人数でお越しください。

所
※得税および復興特別所得

日㈫
送信して提出﹀

されなかった給与の収入金額

与の全部が源泉徴収の対象と

①マイナンバーカードを使っ

ｅ Ｔ‒ａｘ で

︿ステップ３

振
※替納税をご利用の方は︑

画面の案内に従って金額な

税＝２月 日㈬〜３月 日㈫

期限

20

所得税等および個人事業者

の消費税等の納税は︑便利な
振替納税をご利用ください︒

万円を超える方

以外の所得金額との合計額が

と︑給与所得および退職所得

マイナンバーカードとマイ

て送信
ナンバーカード読取対応のス

振替納税を申し込みの場合
兼納付書送付依頼書﹂を申告

は︑﹁預貯金口座振替依頼書

①令和元年分の課税売上高が

変便利です︵振替納税を利用

画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計
算され、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税
の確定申告書や青色申告決算書などを作成し、電子申告（e-Tax）
または印刷して郵便で税務署へ提出することができます。

15

期限までに提出してください︒ マートフォンまたはＩＣカード

１︐０００万円を超えている

できるのは︑所得税 等および

個人事業者の消費税等のみ︶︒

②令和元年分の課税売上高が

１︐０００万円以下でも︑特

振替納税の申込は︑パソコ

個人事業者の方

定期間︵令和２年１月１日〜

ン や スマ ホ か ら オ ン ラ イ ン

「確定申告書等作成コーナー」で!!

な
便利

21

31

26

申告書作成会場の開設

申告書の作成は
国税庁ホームページの

e-Taxでデータ送信！

16

混雑（３密）回避のため入場整理券を配布します。
▶会場＝東金商工会館１階（東金市東岩崎１−５）
▶期間＝２月７日㈪〜３月15日㈫（㈯、㈰、祝日を除く）
▶時間＝８時30分〜16時（相談は９時〜）
▶注意事項
・会場の混雑回避のために入場整理券を配布します。入
場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合
があります。
・入場整理券は、当日、会場で配付するほか、ＬＩＮＥに
よる事前発行で入手することが可能です。ぜひ事前発行
をご利用ください。
・３月中は入場整理券の入手が困難となることが予想さ
れますので、２月中の来場をおすすめします。
・還付申告をする方は、開設期間の前でも東金税務署に
て相談を受け付けます。
・期間中、申告書作成会場および税務署の駐車場は、利
用できません。可能な限り公共交通機関を利用ください。
車でお越しの際は、東金駅東口にある「マンスリータイム
ズ東金駅前第３駐車場」を無料で利用できますが、台数
に限りがあります。
身障者用駐車スペースをご利用の際は、申告書作成会
場の職員または税務署の警備員にお声掛けください。
・申告書等の提出も、申告書作成会場で受け付けます。
・申告書の「控用」に収受印が必要な場合は、
「提出用」
と一緒に提出してください（後日、
「控用」に収受印を押
印することはできません）。

給
※与の収入金額の合計額か

20

15

12

日まで︶の課

30

償却資産とは、土地や家屋以外の
事業用資産をいい、固定資産税の課
税対象となります。毎年１月１日（賦
課期日）現在で市内に償却資産を所
有している方は、地方税法により申
告をする必要があります。
また、所有している資産の課税標
準額が150万円未満になると見込ま
れる場合でも、事業用として使用し
ている間は申告する必 要がありま
す。申告の方法等、詳細は問い合わ
せください。
※発電出力が10ｋｗ以上の余剰売
電または全量売電の太陽光発電
設備も償却資産に該当し、申告が
必要です。
※事業の休廃止により、事業の用に
供していない資産がある場合は、固
定資産として課税対象外となるた
め、減少の申告をお願いします。
▶申告期限＝１月31日㈪
※郵送で提出する場合は、１月31日
㈪消印有効。
税務課資産税班
☎０４７５(７０)０３２２

令和２年６月

令和４年度償却資産（固定
資産税）の申告を忘れずに

20

20
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市では︑介護保険の認定を

・ご意見の内容以外︵住所・

受けており一定の要件を満た
高齢者支援課で受け付け

▼申請期間＝１月４日㈫から

詳細は問い合わせください︒

申
・ 高齢者支援課介護保険班

☎０４７５︵７０︶０３３５

を育む南房総市と千葉工業大

学との地方創生ＰＪ︵プロジ

常勤講師 青木秀幸氏

▼申込方法＝﹁氏名︑住所︑

地域づくり課市民協働

千
※葉県主催︑大網白里市共催︒

申・

男女共同参画だより
市では、12月から「おとう飯（はん）
朝食レシピ」を募集しています。市内在
住、在勤の男性であれば、誰でも応募
できます。未発表のものであれば、普
段、何気なく食べている料理にアレンジ
を加えたものでも構いません。応募し
た方の中から優秀な作品には記 念品
を、応募者には参加賞を差し上げます
（応募者多数の場合は抽選）。
作品は、今後、市ホームページや広報
紙等で紹介予定です。ぜひ応募ください。
▶応 募資格＝市内 在 住・在 勤の男性
（既婚・未婚、料理のプロ・アマは問い
ません）
▶応募締切＝１月11日㈫
▶申込方法＝市役所・中部コミュニティ

見への回答はしません︒

障害者手帳を持っていない

介護保険制度による障害者
控除認定書の発行

方でも︑確定申告等で手帳保

氏名等︶は公表しません︒

企画政策課政策推進班

大網白里市大網１１５ ２

〒２９９ ３２９２

市役所本庁舎１階行政情報コ

市地域公共交通計画︵案︶に対す
るパブリックコメントを実施

ーナー︑中 部コミュニティセ

令和４年度から令和８年度

し た 方 に 対 し ︑申 請 に よ り

を計画期間とする﹁大網白里

持者に準じた所得税・住民税

ンター︑白里公民館
☎０４７５︵７０︶０３１５

市地域公共交通計画﹂の策定

ド

﹁障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 書﹂

24

を発行しています︒

ン

の障害者控除が受けられる場

11

kikakuseisaku@city.oa 合があります︒
mishirasato.lg.jp

協働のまちづくりセミナー 大網白里

ヨ

０４７５︵７２︶８４５４

▼募集期間＝１月 日㈫〜

17

を進めています︒

▼提出方法＝市ホームページ

日㈪ 時

公共交通の活性化及び再生に

または閲覧場所に備えてある

地域公共交通計画は﹁地域

関する法律﹂に定められた計

所定の様式に必要事項を記入

所属団体︑メールアドレス︑

画で︑より良い市民生活を実

電話 番 号﹂をメール・電話・

in

50

ェクト︶﹂・千 葉工業 大 学 非

▼内容・講師

ファクスのいずれかで連絡

ル︑持参︵企画政策課︑閲覧

・ 講 演＝﹁Ｂｅｙｏｎ ｄコロ

の上︑郵送︑ファクス︑メー

知恵と多くの方の関わりが必

ナの地域づくり〜若年層・働

現するための地域公共交通づ

要です︒本セミナーでは︑地

くりを目指すものです︒

▼その他

域の担い手を増やす手法を学

▼募集人数＝ 人

・ご意見等は︑市の考え方と

▼申込締切＝１月 日㈫

まちづくりにはさまざまな

公共交通計画︵案︶について︑

併せ︑後日市ホームページに

き世代が地域活動をしたくな

▼参加費＝無料

場所の施設窓口へ提出︶

広く市民の皆さんの意見を伺

びます︒

るしかけづくりを学ぶ〜﹂・

そのため︑大網白里市地域

い反映させるため︑パブリッ

て公表します︒なお︑類似し

▼日時＝２月１日㈫ 時〜 時

ａｎｙ 代表社員 影山貴大氏

推進班

25

ビ

クコメントを実施します︒

ているご意見は集約します︒

16

・事例発表＝﹁大学関係人口

離れた作業料金であれば、無理
にその場で判断せず、作業を断
りましょう。
緊急時に備えて、持っている
鍵の種 類 やメーカー等を確 認
し、信頼のおける事業者の情報
を調べておくと安心です。
クーリング・オフができる場合
もあります。請求額に納得でき
ない場合は、作業後であっても
その場で料金を支払わず、すぐ
に消費生活センター等にご相談
ください。
〈参考資料：国民生活センター見
守り新鮮情報第４０５号より〉
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日、年末年始を
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

14

☎０４７５︵７０︶０３４２

〈事例〉
玄関の鍵が開かなくなり、
隣人に相談すると「鍵開け５,
８００円〜」と広告表示して
いる事業者を見つけてくれた
ので、事業者に依頼の連絡を
した。来訪した作業員は、作
業内容や料金の説明も無く、
いきなり鍵を壊して別の場所
に新しい鍵を取り付けた。作
業後、高いが仕方ないと思
い、合計約15万円を支払って
しまった（80歳代女性）。
〈ひとことアドバイス〉
緊急時なので慌ててしまいが
ちですが、広告の料金表示をう
のみにせず、見積もりだけの場
合 やキャンセルした場 合 の 料
金、出張費の有無などを、依頼
時に確認しましょう。
現場で初めて作業内容や料金
が提案されます。事業者が作業
に取り掛かる前に作業内容と料
金を確認し、当初の想定とかけ

０４７５︵７２︶８４５４

鍵開けを依頼したら想定外の作業をされた！

chiiki@city.oamishirasato.lg.jp

こちらは消費生活センターです！

階ホール

場合は動きも激しいので、若い人で
ないとなかなかきついですね。
市 長 引き継いでいくのもご苦労
が多いですか。
旭 連 獅子舞をやっていることを
知らない子どもも多いんですよね。
今、瑞穂小学校の獅子舞クラブで
活動していますが、子どものとき
に知っていると、大人になってか
ら戻ってきてくれるかもしれない
ですね。
市 長 子どもたちだけの獅子舞も見
てみたいですね。将来に向けて、どの
ような活動をしていかれるのですか。
また、市民の方に伝えたいことはあり
ますか。
旭 連 地域の平和や疫病退散、収
穫のお祝いといった、獅子舞の本来
の意義を思い返さないといけないと
思います。本来の目的がぼやけてい
ては、残そうとしてもうまくいかな
いと思います。
市民の皆さんには、デジタル博
物館などをきっかけに伝統を知っ
ていただいた上で、実際にやって
いるものも見ていただきたいし、
披露する機会を作っていただけれ
ばと思います。

▼対象＝広く一般

市 長 「永田旭連の獅子舞」
の歴史
について教えていただけますか。
旭 連 獅子舞は江戸初期の慶長年
間に茂原市萱場より伝わり、神社の
落慶式で、公に初めて披露されたの
が1700年（元禄13年）であったと
されます。忠臣蔵の討ち入りが元禄
15年ですから、それより２年早いこ
とになります。
市 長 どんなときに舞を披露され
るのですか。
旭 連 年に２回、春祭りと秋祭りで
披露しています。矢口神社に奉納後、
光昌寺などで集まった区民にお祓い
の舞をします。
市 長 獅子舞を披露されているの
は、どんなメンバーですか。
旭 連 現在、19人います。永田
３・４区の人が多いですが、数名、
他の地区から来てくれています。
平均して60歳代が多いですね。
市 長 体がきつくてやめる方もい
るのですか。
旭 連 そうなってしまいますね。
獅子頭は手で支えるのでなく、口で
くわえて踊るので大変です。後ろで
支えるのも手を上げっぱなしですし、
振り袖で正座をしたり、暴れ獅子の

▼意見を提出できる方＝市内

※「永田獅子旭連」以下「旭連」

合同会社Ｊ ｄｏｃ ｃｏｍｐ

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。
20回目となる今回は、無形文化財
である獅子舞を後世に伝えるべく活動
している「永田獅子旭連」の皆さんに
お話を伺いました。

▼会場＝保健文化センター３

永田獅子旭連

・ご意見等に対して個別には

を開催

回答しません︒

ミーティング
あ
れ
い
ふ

在住・在勤・在学の方および

市 長 との

市内事業者

2022.1.1

▼閲覧場所＝市ホームページ︑ ・本案に直接関連の無いご意
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センター・白里出張所で配布している
応募用紙に必要事項をご記入の上、提
出してください。応募用紙は、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
※おとう飯（はん）とは、子育て世代の
男性の家事・育児等、その中で特に
料理への参画促進を目的とした取り
組みで、簡単に手間を掛けず、多少
見た目が悪くてもおいしい料理のこと
です。
市では、平成29年に市長が「おとう
飯サポーター」となり、啓発活動を行っ
ています。
申・ 地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

市は︑千葉県知事からの権
りです︒

定しました︒概要は次のとお

い許可基準を定めた条例を制

等の設置義務面積を１ヘクタ

・住宅地開発を行う際の公園

施設等が建築可能になります︒

エーションに資する店舗︑宿泊

部数などが変更となるため

令和３年６月から新しいシステムを
導入しており、旧サービスは、３月31日
㈭に終了します。

防止のため︑規模を縮小し︑

新型コロナウイルス感染拡大

▼日時＝１月 日㈰ 時〜

分な感染症対策をお願いします︒

一般観覧はご遠慮ください︒

ー３階ホールで行います︒

雨
※天時は︑保健文化センタ
消防車による一斉放水等は中

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

安全対策課消防防災班

ロ用ボンベ等を近くに置かない

・スプレー缶やカセットコン

しない

いたり︑洗濯物を乾かしたり

・燃えやすいものをそばに置

・給油時は必ず消火する

・ガソリンは絶対に使用しない

︿火災を防ぐポイント﹀

に注意しましょう︒

しています︒使用の際は十分

り扱いや不注意が原因で発生

ブ火災の多くは︑使用者の取

る火災が増加します︒ストー

寒い季節は︑ストーブによ

石油ストーブからの火災や事故
に注意！

なお︑一般観覧の制限は行

止とさせていただきます︒

る機械器具点検︑分列行進︑

なりました︒毎年実施してい

▼会場＝市運動広場

いませんが︑来場する際は十

安全対策課消防防災班
☎０４７５（７０）０３０３

関係者のみで開催することと

令和４年市消防出初式は︑

市消防出初式の開催

市メール配信サービスの
登録変更はお済みですか

災害によるライフラインの断絶に備え、飲料水や生活用水の備蓄をお
願いします。

家庭から出たごみを回収す

ら回収する業者が見受けられ

どで地域を巡回したりしなが

を配布したり︑軽トラックな

ます﹂などと記載したチラシ

製品や家具類を無料で回収し

﹁家庭で不用となった家電

ながり︑処理責任が問われる

法投棄などの不適正処理につ

料金を請求されることや︑不

回収を依頼すると︑高額な

の許 可では回収できません︒

また︑古物商や産業廃棄物

業者による回収は違法です︒

搬業許可が必要で︑無許可の

地域づくり課環境対策班

法に従って処理してください︒

せず︑不用品は適正な処分方
ます︒

場合もあるため︑絶対に利用

令 和３年 度 住宅用 省エネルギー設 備 等

せします︒

令和４年度の補助金は︑５

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

ムページや広報紙にてお知ら

▼対象設備＝太陽光発電シス

月からの受付を予定していま

窓の断熱改修

池システム︵エネファーム︶︑

テム︑定置用リチウムイオン

した︒

予算額に達したため終了しま

今年度の補助金申請受付は︑ 蓄電システム︑家庭用燃料電

設置費補助金の申請受付が終了

す︒詳細が決まり次第市ホー

☎０４７５︵７０︶０３８６

るには市の一般廃棄物収集運

違法な不用品回収業者に
ご注意ください

災害に備えて
飲料水・生活用水を確保しましょう

建築可能になります︒
・白里地区海岸部︵県道飯岡
一宮線と九十九里有料道路に

限移譲を受け︑４月１日から
・これまで千葉県条例で許可

囲まれる区域︶に海浜レクリ

都市計画法に基づく開発許可
ール以上に緩和します︒

いることが必要です︒

詳細は問い合わせください︒

防災情報を発信
☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班 ☎０４７５（７０）０３０３

▲防災井戸設置場所
（市ホームページ）

◇水道水の備蓄
人は１日当たり３リットルを目安に水が必要です。
〈備蓄のポイント〉
・密閉できる容器（ポリタンク・ペットボトル）を中性
洗剤でよく洗い使用する
・水は蛇口から直接容器に入れる
・できるだけいっぱいに入れ、日の当たらない風通し
の良い場所で保管する
空気が入ると空気中の細菌で汚染される可能性が
あります。
・定期的に入れ替える
３日を経過すると消毒作用が無くなります。また、浄
水器を通したり沸騰させたりした水は塩素が無くなっ
ているため、毎日交換が必要です。
◇保存水の購入
ペットボトルのミネラルウォーターを購入し長期間
保存する。
◇生活用水の確保
備蓄から３日過ぎた水道水を生活用水用に切り替え
る、風呂の湯船に水をためておくなどして利用する。
◇防災井戸の設置
生活用水の確保のため、市内26か所に設置してい
ます。
※飲料用ではありません。

▲サービス詳細
（市ホームページ）
▲登録用アド
レスを読み取
ります

４月１日から都市計画法に基づく
開発許可等に関する事務を行います

などの事務を行う﹁事務処理
となっていたものは変わらず
許可されます︒
者等の条件の緩和により︑住

地転用の許可が見込まれて

宅の新築︑建替等が可能にな

道１２８号から県道飯岡一宮

・県道山田台大網白里線︵国
都市整備課開発審査準備班

請書などの様式や必要書類︑

線︶︑郡界道路沿道に生活利
☎０４７５︵７０︶０３６３

ることがあります︒

事
※務処理市移行に伴い︑申

・属人性や線引き前土地所有

農
※用地区域からの除外や農

市﹂となります︒
権限の移譲に伴い︑市では︑

市街化調整区域における新し

開設予定日
開設場所

10

便のための店舗︑事務所等が

資源再生利用促進奨励金制度
をＰＴＡ︑区・自 治 会 等の団

15時

ごみの減量および資源の再
ています︒

7日㈮

体で回収して︑業者に引き取

大網小学校

生 利 用 を 促 進 す る た め ︑新

11時30分

地域づくり課環境対策班

6日㈭

ってもらった場 合︑市から奨

白里小学校

聞・雑 誌・ダンボール・雑 が

集合時間

☎０４７５︵７０︶０３８６

実施日

を交付し

集合場所

励金として３円／

開設時間

kg

千葉県内で１１０番通報をす
ると、千葉県警察本部通信指 セブンイレブン 11日㈫ 14時〜15時
令室につながります。司令室で 季美の森店
27日㈭ 10時〜11時30分
は、通報内容を聞きながら、同
7日㈮ 10時〜11時30分
時に警察官やパトカーなどを手 ケーヨーＤ２
大網永田店
配しています。
19日㈬
14時〜15時
通信指令室の警察官は、時
間や場所、事件や事故の内容 主婦の店大網店 12日㈬ 10時〜11時30分
などを尋ねますので、慌てず落
28日㈮
14時〜15時
ち着いて話してください。また、
14時〜15時
農村環境改善 12日㈬
いたずらや無言 電 話はやめま センター
いずみの里
27日㈭
14時〜15時
しょう。
〈緊急の事件・事故以外の相
14時〜15時
5日㈬
みどりが丘
談・問い合わせ〉
自治会館
20日㈭ 10時〜11時30分
・千葉県警察本部相談サポー
トコーナー
17日㈪ 10時〜11時30分
ショッピング
☎０４３（２２７）９１１０（短縮 センター
28日㈮ 10時〜11時30分
ダイヤル♯９１１０）
（平日８時 アミリィ
30分〜17時15分）
大網白里市役所
5日㈬ 10時〜11時30分
・最寄りの警察署、交番、駐在所
市立大網病院 11日㈫ 10時〜11時30分
東金警察署
☎０４７５（５４）０１１０
●合同パトロール予定
１１０番は皆さんの命を守る緊
急ダイヤルです！

●今月の移動交番開設日

み・アルミ缶などの資 源ごみ

安全安心コーナー

16
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高齢者見守りサービス
Ｑ Ｒコードで居場所をお知らせ

衣服等にアイロンで貼り付けます

市民公開講座を開催
〜元サッカー女子日本代表 宮間あやさん〜
本市出身で︑元サッカー女
子日本代表の宮間あやさんを
お招きして︑
﹁世界で戦う心﹂
と題して講演いただきます︒

日㈫〜２

通信

世界を相手に戦った宮間さ

学習課で申し込み

合に居場所を知らせるサービ

がある方︑または今後のため

歳以上の方で︑徘徊したこと

▼対象＝市内に住所がある

スで︑ＱＲコード付きラベル

に利用を希望している方

万が一徘徊してしまった場

シールを帽子や服︑杖︑シル

▼利用料＝無料︵１人１セッ

る環境が必要です︒

家
※族等がメールを受信でき

トフォンなどでラベルシール

ト 枚︶

徘徊を発見した方がスマー

バーカー等に貼って利用します︒

のＱＲコードを読み取ると︑

事前に登録した家族などに発

見通知メールが送信され︑保

護されたことが分かります︒

令和４年成人式

地域包括支援センター

追
※加購入は有料︒

申
・

時〜

☎０４７５︵７０︶０４３９

時 分受付︑ 時開式

▼日時＝１月９日㈰

アイロン不可のもの

んならではのお話を聞いてみ

▼申込期間＝１月

り一律 万円
を受給できる方には 月に案

※黃色のラベル

ませんか︒
〜︵受付 時〜︶

度の高い方

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金
▼対象児童

を超える方は対象外

児
※童手当の所得制限限度額

▼手続き＝申請不要で給付金

▼支給額＝対象児童１人当た

校生相当︵平成
児童

内済みです︒それ以外の方は︑

年４月２日

〜平成 年４月１日生まれ︶の
③令和４年４月 日までに生

子育て支援課児童家庭班

順次ご案内します︒

▼支給対象＝対象児童の保護

☎０４７５︵７０︶０３３１

持ち物等に貼る暗闇で光るシールです

●蓄光シール

▼申込方法＝電話または生涯

▼会場＝大網白里アリーナ
月 日㈮
払・未就学児無料︶
支給対象となる児童

①令和３年９月分の児童手当

▼その他＝マスク着用と上履
②令和３年９月 日時点で高

生涯学習課生涯学習班

☎０４７５︵７０︶０３８０

申
・

する場合があります︒

状況により開催方法を変更

託
※児はありません︒

きをご用意ください︒

▼入場料＝５００円︵当日支

11

▼日時＝２月 日㈰ 時 分
30

65

▼会場＝大網白里アリーナ

▼対象＝平成 年４月２日〜

13

まれた児童手当の支給対象児童

者のうち︑生計を維持する程

ぶ楽しさを味わうことができ

きりん幼児教室は子育てを
応援します
きりん幼児教室は︑言葉が

保護者の方も一緒に参加す

るように取り組みます︒
周りの子と仲良く遊べないな

ることで︑親子の関 係を深め

遅い︑行動に落ち着きが無い︑
ど︑発達が気になるお子さん

ることができます︒お気軽に
ご連絡ください︒

の親子通園施設︵児童発達支
援事業所︶です︒

︵保護者と共に通所が可能で

基本的生活習慣を身に付け︑ ▼対象＝１歳〜就学前の幼児
人と関わるルールや︑人と遊

あること︶
▼会場＝子育て支援館内

きりん幼児教室

☎０４７５︵７３︶５７１２

申
・

13

ナイロン素材

杖

14

平成 年４月１日生まれの方

13

●耐洗ラベル

アイロンで貼り付けられるもの

13

30

45

☎０４７５︵７０︶０３８０

生涯学習課生涯学習班

する場合があります︒

況により︑開催方法を変更

新
※型コロナウイルス感染状

ジでご確認ください︒

を予定︒詳細は市ホームペー

りはできませんが︑動画配信

③対象者以外の館内の立ち入

②入館時の検温︑手指消毒

①マスクの着用

をお願いします︒

▼その他＝次のことにご協力

履き

▼持ち物＝受付整理券︑室内

付しています︒

参
※加予定者には案内状を送

14

帽子側面

袖口

背面 襟元

右上腕部

この画面は保護者と
発見者のみが
見ることができます
洋服に専用のQR
コード付きラベル
シールを貼り付け
ておく

◇大網白里市ミニバスケットボール秋季大会
▶男子リーグ
優 勝 みずほシューティングスターズ
準優勝 大網ロケッツ
▶女子リーグ
優 勝 みずほＢＣフレンズ
準優勝 増穂ＢＣガールズ
◇第22回山武オータムカップ
ミニバスケットボール大会
▶男子
優 勝 みずほシューティングスターズ
準優勝 大網ロケッツ
▶女子
第３位 大網ＢｉｇＮｅｔｓ
第３位 増穂ＢＣガールズ

12

▼開所時間＝㈪〜㈮９時〜
時 分

13
16

おばあちゃんが
見つかった !

コスモス

10

▼電話相談＝㈪〜㈮９時〜 時

30

18

現況届を提出し認定された方
および令和３年10月中に新規で
認定された方は、１月11日㈫に２
か月分（令和３年11月分・12月
分）、１１月中に新規で認定された
方は１か月分（令和３年12月分）
の手当が指定口座に振り込まれ
ます。
児童 扶養 手当証書（オレンジ
色）に記載してある金融機関の口
座にて確認ください。
子育て支援課児童家庭班
☎０４７５（７０）０３３１
15 30

１

13

〜高齢者虐待について理解を深めよう〜

▼対 象＝市 内在住・在勤・在

地域包括支援センターだより

１月は児童扶養手当の
支払期
18

20

下着が汚れても交換せず放置）
介護の大変さや認知症に対す
る理解を深め、身近な問題とし
て関心を持つことが大切です。
高齢者や家族のちょっとした変
化やサインに気付き、地域で声
を掛け合い、支え合うことが虐
待の早期発見、防止につながり
ます。
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
高齢化が進むにつれて、高齢
者虐待の問題が深刻化していま
す。全国の年間相談通報件数は
約３万４千件、虐待判断件数は
約１万６千件を超えています。
◇高齢者虐待とは
・身体的虐待（暴力行為、鍵を
かけて閉じ込める）
・介護・世話の放棄放任（介護
の拒否、必要な医療や食事を提
供しない）
・心理的虐待（無視をする、脅
迫など言葉による暴力）
・経済的虐待（年金や預貯金の
取り上げ、不正使用）
・性的虐待（性的な嫌がらせ、

学の方

2022.1.1
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※白色のラベル

保保保 健健健

保健師だより

増殖はゆっくりで︑正常な細

がん検診は受けましたか？

今年度の集団がん検診は全

問い合わせは
健康増進課
健康増進班
☎0475
( 72 )8321

２期︵４回 目 ︶の接 種は︑ワ

の追 加︵３回目︶︑小 学 生の

高齢者のインフルエンザ予防接種を
1月31日㈪まで延長します

▶対象＝市の住民基本台帳に登録さ
れていて、接種日に次の要件を満た
す方
①65歳以上の方（誕生日の前日から
受けられます）
※昭和31年12月31日生まれまで。
※予診票の送付対象は別表のとおり。
②満60歳以上65歳未満の方で、心
臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能に障がい
のある方
※予診票は送付済です。予診票が送
付されず、①、②に当てはまる方は、
市内の協力医療機関にある予備用
の予診票を利用いただくか、健康
増進課に問い合わせください。
▶接種期間＝１月31日㈪まで接種費
用の助成を延長します。接種の実施
については、各医療機関にご確認く
ださい。
●別表 予診票の送付対象

▶接種場所＝市内協力医療機関、千
葉県内定期予防 接種相互 乗り入れ
協力医療機関
※その他の医療機関で接種を希望の
方は、必ず事前に健康増進課へ相
談してください。
▶接種料金＝各医療機関の接種料
金から市の助成金１，５００円を引い
た額
▶持ち物＝予診票、案内文に付いて
いる接種済証、接種料金
▶その他＝接種は希望者が受けるも
ので、強制ではありません。※認知症
などで本人の意思確認ができない場
合を除く。
昭和31年10月１日〜12月31日生ま
れの方、令和３年９月１日以降に転入
し接種を希望する方は申し出てくだ
さい。

生年月日

昭和21年12月31日生まれまで
（75歳以上）

送付対象
全員

昭和22年1月1日〜昭和29年9月30日生ま 令和元年・２年のいずれかに接
れまで（67〜74歳）
種を受けた方
昭和29年10月1日〜昭和31年9月30日生ま 全員
れまで（65・66歳）
令和3年8月31日までに転入した、昭和29 全員
年9月30日生まれまで（67歳以上）

ぴーライフ
良い歯と健康な歯肉で 歯っ

栄 養 士だより

糖尿病予防講座参加者募集
運動や食事について、初めて
の方でも分かりやすく学べる講
座です。健康診断で血糖値が高
めと言われた方、糖尿病予防に
ついて知りたい方、健康づくり
に役立てたい方など、参加お待
ちしています。
▶日時＝２月４日㈮13時〜15時
30分（受付12時50分〜）
▶会場＝中央公民館
▶内容
・軽体操で体を動かそう
・糖尿病について知ろう
・予防のための食事について
・ヘルシー料理の調理実習

（鮭のピリ辛焼き、ほうれん草
のグラタン）
※作った料理は持ち帰りとなり
ます。参加者にはお勧めテキ
ストプレゼント。
▶担当講師＝健康運動指導士、
保健師、管理栄養士、ヘルスメ
イト
▶募集人数＝15人
▶申込方法＝電話または健康増
進課で申し込み
▶申込開始日＝１月４日㈫
▶参加費＝無料
▶持ち物＝エプロン、バンダナ、
持ち帰り用袋、動きやすい服装

新しい年のスタートにお口の防災用品チェックを!!
皆さんの家庭には、お口の防災
グッズの準備はありますか。
阪神淡路大震災や東日本大震災
では、避難所等で肺炎を発症し亡
くなる方がいましたが、それらの
ほとんどが誤嚥性肺炎だと考えら
れています。
被災直後は、物資や水の極端な
不足により、衛生面の管理が行き
届かず、お口の細菌が増殖し、こ
の細菌を誤嚥すると肺炎を発症し
ます。また、運動不足や慣れない
生活のストレスにより、免疫力が
低下し、誤嚥性肺炎のリスクが高

まります。
水不足の避難所では、洗口液や
液体ハミガキがあると、水代わり
として歯みがき後のうがいに使え
ます。また、お口ケア用のウェッ
トティッシュなども便利です。
今年一年を安心して過ごせるよ
うに、いつもの防災用品にプラス
して、お口のケアグッズを入れて
おきましょう。

診を受けていれば早期に発見

子宮体がんは︑発症年齢か

できます︒

らも分かるように閉経する時

期から増えてきます︒症状が

進行していない早期の段階で

不正出血が見られることが多

いため︑少量でも出血があれ

ば医療機関の受診をお勧めし

ます︒

市の集団がん検診では子宮

体部の検査は実施していませ

50

師の判断により体部の細胞診

が受けられるため︑ 代以上

の方は個別検診もぜひ検討し

てください︒また︑子 宮がん

検診は２年に一度︵偶数年齢︶

未受診の方は奇数年齢でも受

ですが︑今年度から３年以上

機能またはヒト免疫不全ウイ

心臓︑腎臓もしくは呼吸器の

31

けられるようになりました︒

日㈭までに受

度の対象者で接種を希望する

場合は︑３月

23

高齢者の肺炎球菌
予防接種︵定期接種︶

クチンの供給が安定次第お知

種を終えていない方

歳で２期︵４回目︶の接

歳で４回の接種を終えて

12

ルスによる免疫機能に身体障

65

ス︶を受けたことがある方
②

③

種を終えていない方

いない方

給状況により実施︒

集
※団接種は︑ワクチンの供

19

日本脳炎予防接種のワクチ

ン確保が大変難しい状況です

メーカーの生産工程見直し

によるワクチンの供給不足は

面︑１期初回１・２回目の接

今年回復する予定ですが︑当

ヒ ト パ ピロ ーマ ウ イ ル
ス︵ＨＰＶ︶ワクチン接
種︵子宮頸がん予防︶

中学１年〜高校１年︵令和

４年４月１日までに 歳にな

る女子︶には︑厚生労働省の

す︒ワクチンの接種を希望す

リーフレットを送付していま

る場合は予診票を送付します

ので︑問い合わせください︒

接種は３回で６か月かかります︒

16

種の方を優先します︒４歳児

新型コロナワクチン
接種を受ける場合、
前後２週間は、他
のワクチンは受け
られません。

けましょう︒なお︑次に当て

13日㈭、21日㈮、
31日㈪

対象者には個別に通知して

予約日

らせします︒なお︑次の方は

12日㈬
28日㈮

害１級相当の障がいのある方

日本脳炎

60

歳未満の方で︑

保
麻しん・風しん混合 ◯
7日㈮

13時10分〜14時
※完全予約制。
希望
の方は申し込みくだ
さい。

はまる方には通知をしていま

21日㈮
31日㈪のいずれか

います︒接種は市内・県内の

四種混合

①７歳以上で１期３回分の接

11日㈫

問い合わせください︒

水痘

菌ワクチン︵ニューモバック

受付時間

▼対象外＝すでに 価肺炎球

日程

せんので︑申し出ください︒

●予防接種
会場

2 0 代 後半から多くな 40代から多くなり、
り、4 0 代 以 降は 横ば 50〜60代で最も多く
い。若 い世 代（ 2 0 〜 なる。
30代)で増えている。

・ 歳以上

28日㈮10時〜 4〜7か月ごろの乳児と
※予約制。
保護者

保
農
○＝保健文化センター、
○＝農村環境改善センターいずみの里
公
○＝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。

接種

発症年齢

関で受けられます︒令和３年

公
◯

子宮の入り口の子宮 子宮体部の内側にあ
頸部
る子宮内膜

相互乗り入れに加入の医療機

離乳食講習会

発生部位

ヒトパピローマウイルス エストロゲン（女性
ホルモン）による長
主な発生原因 （ＨＰＶ）の感染
期的な刺激

保
◯
7日㈮10時30分〜11時30分

年以上かかるといわれてい

乳児相談

体がん

胞が浸潤がんになるのに５〜

農
◯
18日㈫9時30分〜10時30分

医療機関での個別がん検診は

17日㈪10時〜11時30分

頸がん

日程が終了しましたが︑契約

すくすく広場

保
◯

10

●子宮がんの特徴

H30.7月生まれ

んが︑個別がん検診では︑医

保
◯
19日㈬午後

ます︒そのため︑定期的に検

３歳児健診

まだ受けられます︒病院に行

R1.7月生まれ

くのは面倒と敬遠している方

保
◯
14日㈮午後

診日を自分の都合に合わせら

２歳児歯科健診

もいるかもしれませんが︑受

R2.5月生まれ
R2.6月生まれ

れる︑医師から説明を受けら

保
◯
17日㈪午後

れる等のメリットもあります︒

１歳６か月児健診

個別がん検診の対象年齢や

R3.8月生まれ

契約医療機関等の詳細は問い

保
◯
25日㈫午後

合わせください︒

乳児健診・BCG

◇子宮がんの基礎知識

対象

子宮がんには︑がんができ

日時

る場 所によって︑﹁子 宮 頸が

会場

ん﹂と﹁子 宮 体がん﹂があり

事業

ます︒これら２つのがんは発

子宮頸がんは︑がん細胞の

●健診等

症年齢も原因も違います︒

1月の健診・予防接種など

№657 8

2022.1.1

札に参加を希望する方は︑入

簡易書留等の追跡可能な方

提出は原則﹁郵送﹂とし︑
※

月４日㈮必着

札参加資格審査申請を行って

法により郵送してください︒

物品購入等について︑競争入

猫等の動物をみだりに殺す

ください︒申請手続きの要領

封
※筒等の表に﹁令和４年度

が発生しています︒

こと︑傷つけることは犯罪 行

等は︑組合ホームページから

は飼い主が必ず持ち帰りまし

るごみとして処理してください︒ 為であり︑最大で５年の懲役

み袋の中ほどに入れて︑燃え

または５００万円の罰金に処

ょう︒ふんは小袋に入れ︑ご

地域づくり課環境対策班

ダウンロードしてください︒
入札参加資格審査申請書在

されます︒

中﹂と記 載し︑受 付 票の返

☎０４７５︵７０︶０３８６

▼受付期間＝１月 日㈪〜２

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６

ペットボトル
通常
年始

通常

可燃ごみ
年始

1/7㈮
から

蛍光灯 乾電池
㈯から ㈪を除き︑祝日・振替休日も通常通り
回収を行います

毎週
㈮

84

信用封 筒︵長形３号︑宛名

12日㈬
26日㈬

いかなる理由があったとして

もこれらの行為は絶対にして

19日㈬

記入︑ 円切手貼付︶を同

カン

封してください︒

1/1

20日㈭

13日㈭
27日㈭

毎週
㈭

1/6㈭
から

21日㈮

14日㈮
28日㈮

毎週
㈪

1/17㈪ 毎週 1/4㈫
から ㈫㈭㈯ から

18日㈫

11日㈫
25日㈫

毎週
㈫

1/4㈫ 毎週 1/5㈬
から ㈪㈬㈮ から

24日㈪

17日㈪
31日㈪

毎週
㈬

1/5㈬ 毎週 1/4㈫
から ㈫㈭㈯ から

1/3

今月は収集を行いません

毎週 1/5㈬
㈪㈬㈮ から

今月は収集を行いません

１月31日㈪は、市県民
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 5日㈬
税第４期、国民健康保険
側地区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋
税第７期の納期限です。
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
納税には便利な口座振替
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 6日㈭
をご利用ください。
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
◇休日窓口開設（市税）
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）
▶日時＝１月30日㈰
永田・ながた野・小中
（平沢）
・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉
９時〜15時
7日㈮
（県道山田台大網白里線よ
り北側地区）
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付およ
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
び納税相談
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 4日㈫
※納付は納付書を持参く
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
ださい（お釣りの無い
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
ようにお願いします）。
南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）
・み
税務課滞納整理班
ずほ台（みずほ東自治会含む）
・小中
（小中・宮崎）
・四天木・四天 11日㈫
☎０４７５
（７０）
０３２３
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）

金属類

〒２８３ ８‒５０５

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

ビン・
ガラス

17

申
・

名

東金市東岩崎１ ｰ

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ

山武郡 市広 域 行 政 組 合企

シニアライフを音楽活動で楽しみま
しょう。
▶募集楽器＝バイオリン、ビオラ、チェ
ロ、コントラバス、クラリネット、オーボ
エ、ファゴット、マンドリン、ベース、キー
ボード、アコーディオン
▶日時＝㈬13時〜15時30分
▶会場＝東金市大和公民館
▶練習曲＝枯葉・誰もいない海・真珠と
りのタンゴ・グリーンスリーブス・ゴット
ファーザー・春の声（シュトラウスⅡ世）
▶指揮・指導＝大野悦男
▶会費＝2,000円／月、入会金1,000円
申・ 安斎 ☎090（7078）9909

載しています︒バナー広告を

動物虐待は犯罪です

※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。

画財政課

♪東金シニアアンサンブル♪
合奏メンバー募集

24

☎０４７５︵５４︶０２５２

大網社会法研究会

クリックすると広告主のホー

ムページが開きます︒ぜひご

地域づくり課環境対策班

はいけません︒

メンバー募集

先生のいない英会話サーク
ル。ある程度英語で言いたい
事 が 言える方 対 象 。楽しく
チャットしませんか。
▶日時＝１月4日㈫・18日㈫
14時〜17時
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝1回100円（場所代）
江森 ☎090（9972）7433

情 報 コーナ ー

お知らせ

市内で農薬等の毒物が混入

された猫餌の散布を疑う事案

☎０４７５
（７０）
０３４０

活用ください︒

市民課戸籍班・市民班

☎０４７５︵７０︶０３８６

要です。

▼掲載料金

・市内に事業所等がある方＝

月額６千円

け取りは事前予約が必

令 和 ４年 度 入 札 参 加 資
格審査申請︵追加受付︶

※マイナンバーカードの受

係 る 製 造 の 請 負 ︑調 査・測

８時30分〜17時15分

量・設計等の業務委託および

１月30日㈰

風しん抗 体 検 査を受けてい

ない方は早めに受けましょう

昭和 年４月２日〜昭和

山武郡市広域行政組合が発

月額１万円

▼掲載場所＝トップページ下部

注する建設工事︑建設工事に

・市外に事業所等がある方＝

ピクセル 横

年４月１日生まれの男性に発

期限は︑令和４年２月末まで

▼サイズ＝縦

マイナンバーカード交付

（英会話・英語で話す会）

区

行しているクーポン券の有効

延長しています︒現在お持ち

１９０ピクセル

実施する医療機関等へお持ち

ださい︒

画
※像は広告主で作成してく

秘書広報課秘書広報班

申込方法等︑詳細は市ホー

申
・

ムページをご覧ください︒

のクーポン券を︑抗体検査を

く ださい︒なお︑紛 失 等した

☎０４７５︵７２︶８３２１

健康増進課健康増進班

証明発行・印鑑登録

楽しい音楽に合わせて正
しく歩き、健康に。
▶日時＝㈭15時〜16時30分
▶会場＝大 網白里アリーナ
（武道場）
▶参加費＝2,000円／月
（施設費、運営費等）
一度見学にどうぞ！
リズムウォーキング
☎090（6129）2466

1月のごみ収集日

54

１月の休日開庁日

検討：介護保険制度と障害
者福 祉 制度の制度 間 調 整 。
参加ご希望の方は、1月10
日㈪までに電話連絡ください。
▶日時＝1月15日㈯14時〜
16時
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝無料
田中
☎090（8850）5977

地

☎０４７５︵７０︶０３０７

大網小学校の裏の里山
で花の手入れ、草刈り
など自然の中で楽しみ
ましょう

60

37

市民課窓口

リズムウォーキング

ティーボールとは、6〜8歳の子ども向けに
ルールを決められた野球によく似たゲーム
で、投手が投げたボールではなく、バッティン
グティーと呼ばれる細長い台の上に置いた
止まっているボールを打つスポーツです。
▶日時・場所＝1月16日㈰・23日㈰9時
30分〜12時（東金市家徳スポーツ広
場）、1月30日㈰9時30分〜12時（大網白
里市北今泉多目的広場）
▶対象＝年長〜小学2年生
▶参加費＝無料
▶申込＝当日会場までお越しください
東金市野球協会／行木
☎080（2395）0389（㈯・㈰9時〜17時）
little.league.team99@gmail.com

拝殿にて宮司、巫女によ
る豊 栄 舞、浦安舞を奉納
致します。ぜひ、お越しくだ
▶作業日＝毎月第3㈰ 9時
さい。
▶日時 ＝1月3日 ㈪ 10 時、 〜12時
14時
▶会費＝2,000円／年
▶会場＝宮谷八幡神社拝殿
おおあみ里山の会／松浦
▶参加費＝無料
☎0475（72）5343
初芝 ☎090（1461）4848

今月の納税

飼い犬などのペットのふんは

宮谷八幡神社
奉納御神楽舞

東金市野球協会主催
ティーボール教室

飼い主が持ち帰りましょう

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／清水
☎080（5079）6304

飼い犬などのペットのふん

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝1月20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）
電話相談＝☎0475(70)0344
交通事故巡回相談＝１月13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＝１月13日㈭・27日㈭13時〜14時 予
親と子の心の相談＝１月6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＝1月5日㈬14時30分〜16時30分 予
1月12日㈬14時〜16時 予
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475（54）2388
年末年始を除く㈪〜㈮9時〜17時
来所相談 毎週㈪9時〜17時 予
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475（54）3556
㈪〜㈮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＝1月5日㈬・19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
（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〜・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

市ホームページにバナー
広告を掲載しませんか

予 ＝要予約

市公式ホームページではト

相談コーナー

方は問い合わせください︒

2022.1.1

ップページにバナー広告を掲
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お知らせ
ドライバーの皆さんへ
毎月 日は﹁交通安全の日﹂

総合事業対象者へのケアプラ

ンター業務︵要支援者および

や支援員経験︑介護施設での

・教員免許が無くても介助員

心身共に健康で意欲的な方

・特別支援教育に理解があり︑

勤務経験がある方

▼募集人数＝若干名
▼年齢＝不問
▼内容＝市内小中学校に在籍

ン作成等︶

▼勤務期間＝採用時〜令和４
する︑教育上特別な支援が必

︵１か月︶︑更新あり︒
▼勤務場所＝市内小中学校

活・行事等︑諸活動の支援

要な児童生徒の学校の日常生

年３月 日㈭ 試
※用期間あり

先です︒信号機の無い横断歩
▼勤務時間＝８時 分〜 時

横断歩道では歩行者が最優

道等の手前には︑ダイヤマー
分 ㈯
※・㈰・祝日は休み︒
時 分︶

▼勤務日数＝週５日︵８時〜

大網白里

た作品を募集します︒

感染拡大防止のため︑完成し

今年も︑新型コロナウイルス

方︑支援 者︵市民︒その他の

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２階講義室

▼日時＝１月 日㈪ 時〜 時

▼対象＝観光スポット︑イベン

▼募集締切＝１月 日㈪必着

にて替えさせていただきます︒

山武地域の郷土料理が食べら
れるなど︶

②山武地域振興事務所ホーム
ページから応募

活性化に活用するため︑まだ

振興課

山武地域振興 事 務所地域

☎０４７５（７２）１９９５

クが設置されています︒
通自動車運転免許
︵ＡＴ限定可︶

心のいずみ

同じ悩みを抱えた方同士が

ています︒投稿者の中から抽

交流すれば︑ちょっとしたヒ
ントが生まれるかもしれませ

選で︑地域の特産品をプレゼ

応募者には︑参加賞をプレ

施 設など︵例 ○○ 食 堂では

ト︑地域の風習︑生産物︑店舗︑

▼参加費＝無料

域 の 魅 力 情 報︵ 写 真 添 付 歓

①住所︑氏名︑電話番号︑地

▼応募方法
ンク／長谷川

特定非営利活動法人リ

送
※迎はご相談ください︒
▼受付場所＝生涯学習課︑中

迎︶を記入し郵送で応募︵用
０４７５︵７７︶７５３８

info@npo-link.jp

社会福祉課社会福祉班
☎０４７５︵７０︶０３３０
ザクザク発掘！おしえて！
山武地域のいいとこ発見
チャレンジ

申
・ 〒２８３ ０００６
‒
６‒

東金市東新宿
あまり知られていない山武地

山武地域の魅力発信や地域

紙自由︶

☎０４７５︵７７︶７５３１

申
・

当
※選者の発表は賞品の発送

ゼ ン ト ︒皆 さ ん の 力 強 い 作

地域の方はご相談ください︶

日㈮８時 分〜 時 分

▼受付期間＝１月５日㈬〜

学３年生

品をお待ちしています︒

方・受け方、メールの使い方など
▼募集人数＝ 人程度
︵先着︶

ント︒

ん︒ま ずは︑一歩 踏み出して

▶内容＝電源やボタンの説明、文字の入力方法、電話のかけ

☎０４７５︵５４︶０２２２

市社会福祉協議会

▼資格＝介護支援専門員︑
普

交通費支給︑その他市規定に

講座・催し
青少年相談員連絡協議会主催
回新春書初め大会

修室）

▼対象＝市内小学３年生〜中

毎年恒例の﹁書初め大会﹂︒ みませんか︒

第

▶日時（会場）＝１月26日㈬10時〜12時（中央公民館２階講義
域のとっておき情報を募集し

☎０４７５（７０）０３３２

ダイヤマークを見たら︑ゼ
▼必要経験＝介護支援専門員
よる

ブラ・ストップを実践し︑思
いやりのある運転を心掛けま
業務
▼提出書類＝履歴書︑資格証

▼待遇＝時給９８８円以上︑

しょう︒悲惨な交通事故を無
付︶︑職務経歴書︑資格証の

▼提出書類＝履歴書︵写真貼
明書の写し

くすため︑交通ルールとマナ
写し
▼任用予定日＝４月１日以降

ーを守って﹁交通安全県ちば﹂
▼提出方法＝郵送または持参

を目指しましょう︒
千葉県くらし安全推進課
提出いただいた書類は返却
接日時等を連絡します︒詳細

しません︒書 類 選考の上︑面

地域包括支援センター
管理課学校教育室

☎０４７５︵７０︶０３７２

申
・

は問い合わせください︒

▼募集人数＝若干名

会計年度任用職員
︵特別支援教育支援員︶

☎０４７５︵７０︶０４３９

大網白里市大網１１５ ２

２９９ ３２９２

申
・

安全対策課生活安全班

☎０４３︵２２３︶２２６３

集

☎０４７５︵７０︶０３８７

募
会計年度任用職員
︵ケアマネジャー︶
・教員免許をお持ちの方

▼条件

シニアのためのスマホ教室（入門編）

部コミュニティセンター︑白
里出張所
▼申込方法＝完成した作品と
応募用紙を受付場所に提出し
てください︒
応募用紙は受付場所にあります︒
※

▼参加費＝無料

▼その他＝入賞者には︑賞状
と記念品を授与します︒
▼主催＝市青少年相談員連絡
生涯学習課生涯学習班

協議会
申
・

☎０４７５︵７０︶０３８０

０４７５（７２）１９９６

大網白里アリーナ ☎０４７５（７２）５７０８

▶参加費＝無料

１月16日㈰

グラウンド整備

せします。

全 ての 社 会 体
育施設

９時〜17時

野球場

終日

高齢者支援課高齢者支援班

15日㈯に新春マラソン大会
が開催された場合は、通常
どおり利用可

１月４日㈫〜
２月27日㈰

９時〜15時

１月15日㈯

新春マラソン
大会（予備日）

９時〜15時 トレーニング室

※申込多数の場合は抽選になり、結果は個別に郵送でお知ら

15日㈯に新春マラソン大会
が開催された場合は、個人
使用料金で利用可

▶申込締切＝１月11日㈫

15時から通常どおり利用可

白里出張所、老人福祉センター「コスモス荘」

17時から通常どおり利用可

９時〜17時

15

農村ふれあいセンターやまべの郷、中部コミュニティセンター、

17時から通常どおり利用可

９時〜17時

▶対象＝スマートフォンを使っていて、操作に不慣れな方

▶募集人数＝各会場15人

▶申込方法＝チラシの裏面に記入の上、設置公共施設に提出

社会体育施設の臨時休館（休場）

室）、14時〜16時（農村環境改善センターいずみの里農事研

▲山武地域振
興事務所ホー
ムページ

▶チラシの設置場所＝高齢者支援課、中央公民館、福祉会館、

19時から通常どおり利用可

９時〜19時

13

17

12月12日に、特任理事である野老真理子氏を講師に迎えて
「地域とともに〜一人一人、ひとつひとつ〜」をテーマに講演
会を実施しました。講演では、日常生活からの気付きや災害
の経験を通じて、地域をつ
くり上げるのは住民一人ひ
とりであること、未来を担
う子どもたちのためにでき
ることから行動することが
重要であると語られました。
市国際交流協会事務局（生涯学習課内）
☎０４７５（７０）０３８０

in

17

10

または社会福祉協議会へファクス

備考

施設
事由
全 ての 社 会 体
育施設
成人式
トレーニング室
全 ての 社 会 体
新春マラソン
育施設
大会
トレーニング室

１月９日㈰

14

30

特別講演会を実施

31

17

時間

日程

15

15

市国際交流協会では、在住外国人の方々との交流や英会
話教室の開催、外国人向けの「たのしい日本語教室」での日
本語教育や住民協働事業「日本語支援クラス」の実施に取り
組んでいます。
世界の人々と相互理解・友好親善を深める活動に参加しま
せんか。
▶会員数＝81人（令和３年度）
▶主な活動＝日本語教室、海外
派
派遣交流・研修、英語語学学習、
文化
交流会、文化交流講演会ほか
詳細は問い合わせください。
▲日本語教室の様子

認知症の方を介護している方同士で、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＝１月13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
※個別相談のみ予約制。
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
17

▼業務内容＝地域包括支援セ

〜市国際交流協会は一緒に活動できる方を募集しています〜

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
30

15

10

グローバル化する地域社会で
多文化共生に取り組む

17

16

31
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講座・催し
シニア世代の簡単クッキ
ング︵男性料理︶

▼日時＝２月９日㈬ 時〜 時
▼会場＝中央公民館
理実 習︵チャーハン︑ぶりの

▼内容＝調理の基礎知識︑調
照り焼きほか︶
作
※った料理は持ち帰りとな
ります︒初心者歓迎︒

▼募集人数＝ 人

▼参加費＝３００円

ナ︑持ち帰り用の袋

▼ 持ち物＝エプロン︑バンダ

▼申込開始日＝１月４日㈫

必要な情報を登録してエント

ウェブページにアクセスし︑

①スマートフォンでＪＡＦの

▼応募方法

▼実施時期＝３月 日㈪まで

会員でなくても登録可能︶

リー︵参加費は無料︒ＪＡＦ

☎０４７５︵７２︶８３２１
により表示されるデジタルス

健康増進課健康増進班

九十九里地域周遊ドライブ
スタンプラリー開催中！

③各賞に必要なスタンプが集

申
・

▼主催＝食生活改善協議会

九十九里地域６市町︵東金
まったら︑ウェブページから
３月 日㈪︶

タンプを獲得

②対象スポットでＧＰＳ機能

市 ︑山 武 市 ︑大 網 白 里市 ︑九
か所のスタンプスポット

プレゼントに応募︵応募締切

全

十九里町︑芝山町︑横芝光町︶
応募は１人につき各賞それ
ぞれ１回限りとなります︒

を巡るスタンプラリーを︑九
十九里地域観光連盟がＪＡＦ
④抽選の上︑当選者を決定し
プレゼントを送ります︒
ＪＡＦ総合案内サービスセ

スマートフォンで各スポッ

と連携し開催しています︒
トのデジタルスタンプを集め
ンター

︵東金市役所隣り︶駐車台数

ていくことで︑九十九里地域

﹁ボッチャ﹂の体験も予定し

に限りあり︒

▼会場＝東金市中央公民館
ていますので︑ぜひご参加く

▼ 内 容＝﹁介 護の基礎知識・

また︑パラリンピック競技

光課内︶

ださい︒

市観光協会事務局︵商工観
☎０４７５︵７０︶０３５６

容﹂等を現役介護福祉士等か

ボランティアグループによ

話または﹁稲 毛ペコリーノ﹂

業相談も行います︒詳細は電

希望者には︑職場見学・就

分

稲毛ペコリーノ

人程

０４３︵３０６︶８５２１

☎０４３︵３０６︶８５２０

申
・

無料︒

度 ︶︒受 講 料・テキスト 代

事 前 申 込 制︵ 定 員
※

場体験や就業相談もサポート︒

ら聞けます︒希 望者には︑職

技 術﹂や﹁介 護 資 格・仕 事 内

☎０５７０︵００︶２８１１

◇デジ博Twitter情報発信中！
公開資料や取り組み等を発信しています。

▼会場＝保健文化センター３

ゼント企画に応募できます︒

▲ＱＲコードから
▲市ホームページのバナーをクリック

▼日時＝１月 日㈯ 時〜 時

の特産品が抽選で当たるプレ
九十九里地域の名所をのん
びりドライブしませんか︒
なお︑お出 掛けの際は︑新
型コロナウイルス感染予防対

階ホール
▼参加費＝無料

ボランティア活動の体験会を

で検索ください︒

〜 時 分

３月４日㈮・ 日㈮９時

▼日時＝２月２日㈬・８日㈫︑
タンプを３つ以上集めた方に

体 験スタンプラリーで︑ス

開催します︒

る日ごろの活動の展示発表︑

公的な研修です︒

などを４日間で学ぶ千葉県の

知識・技 術・資 格・仕 事 内 容

や介護に関心がある方が基礎

介護の仕事に興味がある方

介護に関する入門的研修
〜千葉県委託事業〜

☎０４７５︵７２︶１９９５

市社会福祉協議会

ださい︒

当
※日︑直接会場にお越しく

10

欄
告

▲＠dejihaku̲180201
生涯学習課生涯学習班
☎０４７５（７０）０３８０
15

12

30

広

市内の歴史・文化・美術などを紹介しています。パソコンやス
マートフォンがあれば、いつでも閲覧できます。
まずは、
トップページの
「美術館」、
「博物館」、
「資料室」、
「大網
白里市を知る」
から選んでご覧いただくのがお勧めです。
29

11

12

21

市ボランティア連絡協議会
ボランティア活動体験会

▲応募ページ
（JＡＦウェブ
ぺージ）

10

●ガスストーブ・ファンヒーターを使うときは
使用の際は１時間に１〜２回程度、窓を開けるなどして
新鮮な空気に入れ替えましょう。

▼申込方法＝電話または健康

換気をしないでガス器具を使用すると、燃焼に必要な空
気（酸素）が不足して不完全燃焼となり、一酸化炭素（Ｃ
Ｏ）中毒の原因となる恐れがあります。

12

策をお願いします︒

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）。

12

増進課で申し込み

使用中は必ず「換気」をしましょう

21

はプレゼントがあります︒

20

☎０４７５（７２）１１３１
ガス事業課

大網白里市デジタル博物館は
自宅で楽しめるネット上の博物館です！
16

2022.1.1
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新体操女子団体メンバーとして優勝に貢献！
第39回全日本ジュニア新体操選手権大会

空音さん︵白里小１年︶

真亀川をきれいにする協
議会が環境啓発目的に行っ
ているポスター展において、
次の皆さんが入賞しました。

▲優勝した女子団体メンバー（一番右が長谷川さん）

▶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。

1/1
㈯

1/2
㈰

1/3
㈪

療

機

関

東金たまクリニック（東金市）
☎0475 50 9720

名
睦岡クリニック（山武市）
☎0475 80 8001

岡崎医院（東金市）
☎0475 52 3313
西田医院（東金市）
☎0475 53 1393

岩崎医院（山武市）
☎0479 86 2217

うじはらクリニック（大網白里市）
☎0475 73 3320
はっとり内科クリニック（東金市）
☎0475 71 3190

料理

髙根病院（芝山町）
☎0479(77)1133

1/10
㈪

鈴木クリニック（大網白里市）
☎0475(71)2033

山崎医院（横芝光町）
☎0479(82)0561

1/16
㈰

不動堂クリニック（九十九里町）
☎0475(76)7737

花城医院（山武市）
☎0479(86)2233

1/23
㈰

はにや内科（大網白里市）
☎0475(70)1500

まさごクリニック（横芝光町）
☎0479(80)0122

1/30
㈰

橋本医院（大網白里市）
☎0475(72)0134

鈴木医院（横芝光町）
☎0479(82)0126

材料（４人分）

●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

医

療

1/2
㈰

真壁歯科医院（山武市）
☎0479 86 5137

1/3
㈪

町山歯科医院（山武市）
☎0475 82 1580

機

関

ごぼう ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20ｃｍ位（40g）
玉ねぎ ‥‥‥‥‥‥‥‥ １／４個
鶏ひき肉 ‥‥‥‥‥ ２００ｇ
生姜すりおろし ‥‥ 少々
Ａ 溶き卵 ‥‥‥‥‥‥ １／２個分
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１／４
パン粉 ‥‥‥‥‥‥ 大さじ２
サラダ油 ‥‥‥‥‥‥‥ 適量

名

ほりずみ歯科医院（山武市）
☎0475 82 7316

❶ごぼうと玉ねぎは粗みじん切りにする。
❷フライパンにサラダ油を熱し、玉ねぎとごぼうをよく炒める。
❸炒めた野菜とＡを混ぜ合わせて小判型に成形し、サラダ油を熱したフライパン
で両面に焼き色を付けて軽く酒（分量外）をふり、弱火で蒸し焼きにする。
❹❸を皿に取り出し、Ｂを入れて煮立たせて、水溶き片栗粉でとろみを付け、ハン
バーグにかける。トマト、レタスを添える。
食生活改善協議会

◆交通事故

※基 準日＝令和３年11月30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

11 月

1 月からの累計

事故発生数

10 件

90 件

車上ねらい

負傷者数

14 人

119 人

1人

2人

部品ねらい

死者数

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 90ｍｌ
酒 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ２／３
Ｂ みりん ‥‥‥‥‥‥ 小さじ１．
５
しょうゆ ‥‥‥‥‥ 小さじ１．
５
砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
水溶き片栗粉 ‥‥‥‥‥ 適量
トマト、レタス ‥‥‥ 適量

● 作り方

年末年始在宅当番医（歯科）
ひろデンタルクリニック（芝山町）
☎0479 77 2192

１人分137kcal、食塩相当量0.8ｇ

野菜を取りたいときにぴったりです。野菜嫌いの方も
ぜひチャレンジしてみてください。

とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金市）
☎0475 54 2421

1/1
㈯

鶏ごぼうのハンバーグ

おすすめ

宇井医院（山武市）
☎0475 86 2522

高橋医院（九十九里町）
☎0475 76 3101

● 野菜たっぷりのヘルシーハンバーグ●

ヘルスメイトの

1/9
㈰

月日

直士さん︵白里小６年︶

愛望さん︵白里小４年︶

休日当番医
医

優良賞

大橋

◇小学生高学年の部

内山

昨年11月12日から14日にかけ、群馬県高崎市で開催された「第
39回全日本ジュニア新体操選手権大会」。
本市から、増穂中学校の長谷川 琴子さん（３年）が女子団体種目
へ出場し、見事チーム（東金ＲＧ）が優勝しました。
今回の女子団体の手具はボール。長谷川さんたちは難度の高い技
やメンバー５人の一体感ある演技を披露しました。
大会を終えた長谷川さんは、
「最後の大会で優勝という結果にな
り、すごく嬉しかったです。今まで一緒に頑張ってきたチームメイト
と、指導してくださった先生方にも本当に感謝しています。これから
は、今までの経験を生かし、たくさんのことにどんどん挑戦していき
たいと思います。」と語ってくれました。

月日

優良賞

内山

◇小学生低学年の部

令和３年度
真亀川をきれい
にする協議会
ポスター展

犯罪の種類

◆火災
11 月

1 月からの累計

0件

39 件

0件

3件

乗り物盗

1件

23 件

空き巣

0件

3件

火災の種類

建物火災
その他火災
死者数

11 月

1 月からの累計

0件

8件

0件

9件

0人

0人

