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▲市ホームページ

４月６日㈬から

15

春の全国交通安全運動

日㈮まで、春の全国交通安全運動が実施されます。

ストップ

10

日㈰は、交通事故死ゼロを目指す日です。

ブ

横断歩道でも、
「３

・ライト」
ラ （サン）
で交通事故防止

また、４月

ゼ

横断歩道の手前で
は、
「ブレーキ」操作
で安全確認

入学・入園から間もないこの時期は、道路の通行に慣れていない子どもの交通事故の増

横断歩道は歩行者が最優先！
「ゼブラ・ストップ活動」
前方をよく見て
運転、横断歩道
に十分注意

3
5
7
8

申＝申し込み先
＝問い合わせ先 □

加が懸念されます。また、依然として高齢者が道路を横断中に巻き込まれ死亡する事故が

多く発生しています。

交通事故防止のため、一人ひとりが交通ルールを遵守するとともに、正しい交通マナー

を実践しましょう。

問東金警察署
☎０４７５（５４）０１１０
安全対策課生活安全班
☎０４７５（７０）０３８７

自転車の
交通ルール遵守の
徹底と安全確保

全国では、自転車が加害者側と
なる事故で、高額な損害賠償請求
がされる事例が多く発生していま
す。事故を起こしてしまったとき
に備えて、自転車保険に加入しま
しょう。
詳細は千葉県ホームページをご
確認ください。

歩行者保護や
飲酒運転根絶等の
安全運転意識の向上

子どもを始めとする
歩行者の安全確保

千葉県では７月１日より
自転車保険への加入が
義務化されます

※

2

「手をあげる 子どもはあなたを 信じてる」

毎月1日発行

市議会第１回定例会
市長事務方針
新型コロナワクチン接種情報
小児接種（5歳〜11歳）のお知らせ／
追加接種（3回目）のお知らせ
傷病手当金の適用期間を延長します
令和４年度狂犬病予防集合注射の
お知らせ
固定資産税に関するお知らせ

横 断 する歩 行 者
がいたら、必ず「ス
トップ」
で交通事故
「ストップ」

▲千葉県ホームページ

市民公開講座を動画配信しています

宮間あやさん～世界で戦う心～

ウクライナ人道危機救援金を受け付けています
日本赤十字社を通じて、ウクライナでの救援活動等に活用される
救援金の募金箱を、市役所１階玄関ロビーへ設置しています。
▶受付期間＝５月31日㈫まで
※振込等での寄付も受け付けています。詳細は市ホームページを
ご覧ください。
問日本赤十字社 ☎０３（３４３７）７０８１
社会福祉課社会福祉班 ☎０４７５（７０）０３３０

▲ウクライナ人道危機救
援金受付について
（市ホー
ムページ）

新婚さんの新生活を応援します！

市民公開講座「世界で戦う心（講師：元サッ
カー女子日本代表 宮間あやさん）」の模様を、
ＹｏｕＴｕｂｅで動画配信しています。ぜひ、ご
覧ください。
▶︎配信期間＝５月８日㈰まで
市ホームページ、または
ＱＲコードからアクセスし
てください。
問生涯学習課生涯学習班
☎０４７５(７０)０３８０
▲市民公開講座

市では、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯へ、新居の住居費・引越費用などの補助を開始します。
▶︎対象＝令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮までに婚姻届を提出し受理され、補助金の申
請時に本市の住民基本台帳に記載されており、次の要件を満たしている世帯
▶補助要件
・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
・夫婦の年間合計所得が４００万円未満（奨学金の返済がある場合は、その額を所得から控除しま
す）であること
・市税に滞納が無いこと
・２年以上の居住の意思があること など
▶補助対象経費＝婚姻を機に支出した、転入または転居
に係る住宅の取得・賃貸・引越費用（令和４年４月１日
㈮～令和５年３月31日㈮までに生じたもの）
▶補助額＝上限30万円
▶受付期間＝６月１日㈬～令和５年３月31日㈮
※必要な書類等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
問企画政策課政策推進班
☎０４７５（７０）０３１５

人口と世帯３月１日現在（前月比）
●世帯数／22,081（＋5）
人口と世帯12月1日現在
（前月比） ●人口／48,588（−49）
●人口／48,705
（−8） ●男／23,947（−14）
●男／24,013
（−1） ●女／24,641（−35）
●女／24,692（−7） ●世帯数／22,099
（＋28）

令和４年大網白里市議会
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第１回定例会市長事務方針

今後、接種の範囲を順次拡
大し、関係機関と連携しなが
ら、早 期に希 望者への接 種を

を着実に実施します。

容も複雑化してきていること

すが、相談件数が増加し、内
な実施に向け、協議を進めて

現在、４月からの事業の円滑

安定的な運営に努めます。

民健康保険の税率を検証し、

会計の将来推計をもとに、国

発審査準備班」は、４月１日

都市整備課内に設置した「開

権限移譲の準備を進めるため

行規則や許可基準等を定め、

現を目指します。

第２期工事以 降での整備の実

や効率性を十分見極めながら、

やトイレの改修等も、経済性

か らの 条 例の 施 行 に 併 せ 、

このほか、太陽光発電施設

務面を担います。

め、権限移譲の許認可等の実

「開発審査班」へと名称を改

農業関係

います。引き続き、地域課題

も家庭総合支援拠点」として、 の解決に向け、市民や団体の
自主的・自立的な取り組みを

安定した農業経営が可能と

なる基盤づくりに向け、山辺

地区の農業基盤整備事業につ

いて国との協議が整いました。 については、先の議会の請願

研究を進めています。

を受け、他自治体の条例等の

からの繰入金削減が喫緊の課

経営基盤の強化と一般会計

下水道事業

会と連携し、被害軽減に向け

教育関係

▶市役所本庁舎

から、令和４年度より「子ど
子育てに関する相談・支援体
支援します。

空き家対策

制の充実を図り、児童虐待の
また、「子 育て世帯への臨

防止に努めます。
時特別給付金」の支給状況は、
年に空き家バンクを

今後、千葉県が事業主体とな

平成

り、令和

対象となる約３，７００世帯

も居住実態の無い家屋が増加

スタートしましたが、その後

目指し事業を進めます。

防災対策
し、申請不要のプッシュ型方

のうち、２，９８１世 帯に対

しています。近隣への住環境

また、近年、増加傾向にあ

調査を進めており、今後空き

年度の工事完了を

式にて支給し、申請が必要な

に大きな影響を与える可能性

る野生鳥獣による農作物等へ

が、県と再協議した結果、令

令和３年度に実施を計画し
ていた「九都県市合同防災訓
高校生相当年齢のみの子ども

もあることから、市内の空き

の被害については、県や猟友

歳 用 のファ イ

ザー社製ワクチンの具体的な
練 」は、新 型コロナウイルス

を養育する４８２世帯へ支給

家の現状を把握すべく、現地

ます。

題であるため、先の市議会第

施設の改修等について、今

た取り組みを進めます。

年度は国の地方創生臨時交付

介護保険事業計画」に掲げて

で、海水浴場を開設する方向

れた感染防止策を実施した上

令和４年度は、県より示さ

略の策定を進めています。４

経営の基本計画となる経営戦

これと並行し、中長期的な

度は、校舎内のトイレ洋式化

完成を目指します。令和４年

り組んでおり、年度内の工事

改定の承認をいただき、現在、 金を活用して、小中学校体育

４回定例会で下水道使用料の

家所有者への意向調査を進め
ます。

いる目指すべきまちづくりに
新型コロナウイルスによる

館内のトイレ洋式化工事に取

より効果的な訓練とするた

向け、認知症対策や介護予防

準備を進めています。

一 般会計の規模は、前年度
め、市計画の「総合防災訓練」

などの各種施策を推進します。 市民生活への影響を考慮し、

夏期観光

を上回る１５５億２千万円と
練 項目に組み入れる方向で、

および「津 波避難 訓 練」を訓

国民健康保険

増加等により生じた４億１千

なり、福祉関係費や公債費の

月 １ 日 か らの 使 用 料 改 定 と

公共交通

けられません。

大網駅南地区の市街地整備

的に取り組みます。

への着手も検討します。

コミュニティ・スクールに

努めます。

大網病院

いるものの、入院 患者 数は、

例年並みまで回復してきては

庁舎整備

大規模改修を段階的に行う

令和３年度の外来患者数は

べく、現 在 、第１期工事への

ためにも、税率の見直しは避

併せ、新たな経営戦略のもと、

で準備を進めています。

国民健康保険税の税率を据え

再 度 協 議を進めます。
「 土砂

認知症高齢者グループホー

意を払い、教育活動を行います。 万円の財源不足について財政

関係団体等と連携を図り、

災 害 避難 訓 練」、「 職 員 災 害

置き、不足分を基金で補てん

調整基金等を取り崩し、補て

ムの整備については、用地取

新型コロナワクチン３回目

実施に向け、現在、準備を進

得や地域住民への説明などが

ついては、令和４年 度からの
予定どおり進行しており、事

また、将来にわたり適正な

初動対応訓練」は、例年どお

めており、子どもたちが安全

経営の適正化を目指します。

り市独自の防災訓練として実

状態を維持するために、浄化

コロナ禍でも実施可能な各種

算編成後の財政調整基金残高

んしました。これにより 、予

計したところ、現行税率では、 に取り組むとともに、メディ

健康保険特別会計の収支を推

の追加接種は、市内４か所で

業者と連携を図りながら、令

「 大 網 白 里市 地 域 公 共 交 通

険運営協議会で審議し、県の

昨年末に開催した国民健康保

し、市の魅力発信に努めます。 築更新および耐震診断に継続

社会福祉

計画」は、年度内の計画策定

とから、安定的な運営を図る
「住民税非課税世帯等に対

に向け、計画案に対するパブ
に通知を発送できるよう手続

て協議し、最終的な取りまと

い合わせ等の混乱を防ぐため、 地域公共交通活性化協議会に

提出しました。今後も、標準

本定例会にて条例の改正案を

した。現在、協議会発足の準

題の抜本的な改善を図るため、 新型コロナウイルスの影響を

長寿命化に向け、構造上の問

第 １ 期 工 事では 現 庁 舎の

いています。令和４年 度も、

り、大変厳しい運営状況が続

実施設計業務を進めています。 いまだ例年を下回る状況であ
コールセンターおよび受付窓

議会を代表するメンバーを募

防水改修や耐震補強を実施し、 想定していますが、発熱外来

備を進め、地権者の中から協

っています。今 後、協 議 会を

保険料率と国民健康保険特別
から運用を開始します。

計画に沿った新型コロナウイ

をはじめ、千葉県の病床確保

ルス陽性患者の受け入れを継

定期点検等の際に指摘を受け

続 し 、市 民 病 院 と し て 、安

正式に立ち上げ、令和４年度

に工事を実行できるよう努め

全・安心な医療を提供します。

う予定であり、今後、速やか

開発行為における権限事務

ます。エレベーター棟の整備

ている防火設備等の改修を行

の移譲について、関連する施

づくりの協議を行います。

めを行った上で、令和４年度

子育て支援
昨年に引き続き、「日本語

住民協働事業
する事件が多数発生しており、

教室の運営」の事業を採択し、

全国的に子どもの虐待に関
本市も相談業務を行っていま

より、協議会との協働でまち

口を開設します。

きを進めています。また、問

リックコメントを実施しました。 標準保険料率の水準まで改定 を開催し、「まちづくり協議
寄せられた意見等を踏まえ、 する案が承認されたことから、 会」の設立について提案しま

都市基盤整備
象の世帯に、２月下旬を目途

する臨時特別給付金」は、対

は、昨年「まちづくり勉強会」

収支の均衡が図れなくなるこ

してきましたが、今後の国民

の集団接種のほか、大網病院

施し、防災力の向上に向け実

安心に学校生活を送れるよう

令和３年度消防関係定例表彰におい
て、本市消防団員から、これまでの功績
が顕著な次の方々が受賞されました。
▶千葉県知事 特別功労章
中野 修 氏（団長）
▶日本消防協会長 勤続章
熱海 吉宏 氏（本部長）
▶千葉県消防協会長 永年勤続功労章
齊藤 正貴 氏（副本部長）
▶日本消防協会長 精績章
後藤 和明 氏（分団長）
▶千葉県消防協会長 功績章
小川 正則 氏（分団長）

イベントを開催し、観光振興

は、 億３千万円となる見込

センターなど根幹的施設の改

か所のクリニックに

和４年度内の完成を目指します。 令和５年度には基金が枯渇し、 アやＳＮＳ等を積極的に活用

の両面にわたるあらゆる対策

た緊急的な取組み」に基づき、

ピードアップを図ります。

に対し、２回目の接種日からの

今後も「財政健全化に向け

みです。

10

全 庁一丸となって、歳入 歳 出

歳以上のすべての希望者

て個別接種を行っています。

等市 内

践的な訓練を計画します。

キットを配付しました。
子どもたちの学びを止めな

「第８期高齢者福祉計画・

10

いよう感染症対策に細心の注

ました。

和４年度も本市を千葉県会場
として実施することに決定し

11

当初予算・今後の
財政運営

５歳から

小学 校、中学 校を休園・休業
方針が示され、ワクチンが確
感染拡大防止のため、一部の
しました。

完了できるよう努めます。

するとともに、市内各公共施
保された際には、速やかに接
訓練を除き中止となりました

したことから、公立の幼稚園、

設の利用を停止しました。
種開始できるよう準備を進め

も軽 減できるよう 、すべての

した。再開時の不安を少しで

日より登園・登校を再開しま

抑止が図られたため、１月

10

24

小 中 学 生の 家 庭 に 抗 原 検 査

高齢者福祉

日間の休園・休業により感染

年明け以降、感染者が増加

新型コロナ
ウイルス感染症

２月 日から３月 日まで、市議会第１回定例会が開催されました。
開会日に、市長から令和４年度の事務方針が述べられましたので、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。
17

17

間隔を６か月に前倒ししてス

18

令和３年度
消防関係定例表彰

ごみの減量化、資源化にご協力ください

29
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新型コロナワクチン接種情報

小児接種（５歳～11歳）
のお知らせ

新型コロナウイルス感染者全体に占める小児の割合が増えていることや、基礎疾患を有する小児に対して接種の機会を
提供することが望ましいと考えられることから、厚生労働省の審議会で議論された結果、小児を対象にワクチン接種を進
めることとされました。
このことから、国の方針に基づき集団接種を下記のとおり実施していきます。

保護者等の方へ

●小児(５歳～11歳)の接種は「努力義務」が適用されていません
小児用のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認され、海外でも広く接種が
進められていること等を踏まえ、日本でも接種を進められることになっています。
現時点では、小児について努力義務の規定は適用せず、今後の科学的知見を踏まえ、引
き続き議論することが適当であるとされています。
新型コロナワクチン接種は、予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、
本人および保護者の意思で接種を受けていただくもので、強制ではありません。基礎疾患
がある方は、健康状態を把握している主治医ともよく相談してください。

５歳から11歳の市民の方

●接種券の発送

３月中旬に接種券を発送しています。
※接種券が届かない方は、コールセンターへご連絡ください。

●集団接種の会場・日程
場

受付時間

保健文化センター

①

１回目

４月30日㈯

４月30日㈯

５月22日㈰

４月17日㈰

②

５月14日㈯

①

２回目

４月 ２日㈯

②
③

▲厚生労働省
新型コロナワクチンＱ＆Ａ
小児（５～11歳）

●接種当日の持ち物など

●小児接種の対象者

会

▲厚生労働省
小児用リーフレット

５月 ８日㈰

※接種当日は、保護者の同伴が必要です。
・接種券（シールをはがさずに台紙ごと持参）
・予診票（署名欄は保護者の方が保護者の氏名を記入）
・母子手帳（小学生以上で持っていない方は当日会場で申し出
ください）
・おくすり手帳（お持ちの方）
●集団接種の予約について
▶インターネット（予約サイト）

▶ＬＩＮＥ

６月 ４日㈯

５月22日㈰

▶接種受付時間
①9時30分〜11時45分
②9時30分〜11時45分、13時30分〜14時15分
③13時30分〜15時30分

６月11日㈯

※接種回数は、12歳以上と同様、３週間の間隔で２回接種となります
（４月２日㈯のみ４週間の間隔）。

●ワクチンの種類

・市ホームページのバナーから

・ＱＲコードから

・ＱＲコードから

▶電話で予約
・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）
※窓口での予約はできません。

●個別接種について

※市内の医療機関では、小児の個別接種を実施していません。

ファイザー社の小児用ワクチン
※12歳以上のワクチンとは異なります。

●国の方針やワクチンの入荷状況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。

新型コロナワクチン接種情報

追加接種（３回目）
のお知らせ

●追加接種の対象者

●集団接種の予約について（小児接種と同様の方法で予約ください）

●接種券の発送

「接種券付予診票」が届いたら、予約可能となります。
※追加接種（３回目）には、
２回目の接種から６か月以上の経過が必要
です
（国の方針により変更となることがあります）。
※最新の情報は、市ホームページ等で確認をお願いします。

初回接種（１・２回目）が完了した、18歳以上の方

２回目の接種日から５か月を経過した方に、接種券を順次発送して
います。
※接種間隔は、国の方針により変更となることがあります。
※追加接種（３回目）の予診票は、予診票と予防接種済証が１枚に
なっています。
中央に切り取り線が入っていますが、切り離さず接種会場にお持ち
ください。

●集団接種の会場・日程
会

場

市立大網病院
保健文化センター
農村環境改善センター
いずみの里

４月
2日㈯・17日㈰・
30日㈯

3日㈰・16日㈯・
23日㈯・24日㈰
9日㈯・10日㈰

５月
8日㈰
21日㈯・
28日㈯（午前のみ）
－

※ワクチンの種類は、原則、集団接種は「武田 / モデルナ社」、個別接種
は「ファイザー社」を予定しています。

▶接種受付時間＝9時30分〜11時45分、13時30分〜15時30分

●大網病院個別接種の予約について

▶電話のみ
・大網病院個別専用コールセンター
☎０４７５
（７１）
２２５５
（㈯・㈰・祝日を除く９時～16時30分）

※かかりつけ医による個別接種は、定期受診の際にご確認ください。

12歳～17歳の追加接種（３回目）について

国の方針により、追加接種（３回目）の対象者が拡

大されました。接種券の発送は、４月中旬を予定して
います。詳細は、市ホームページでお知らせします。

問健康増進課健康増進班 ☎０４７５
（７２）
８３２１

リサイクル倉庫はルールを守ってご利用ください

地震に備えましょう

●地震が起きたら（外にいた
落ちる危険がある場所に置か

・ベランダは、植木鉢などを

ムを貼る

日本は世界でも有数の地震

や近隣の人々が集まって互い

具体的な活動としては、平

事 情があって、複数の区・自

が、規模が小さいなど特別な

戸別受信機

場所）

〈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、水道水（水を

るか、生活用水として備蓄）

充することを繰り返す方法で

場合）
ない

に協力し合いながら防災活動

常時は防災訓練、広報活動、

治会共同で結成を希望する場

いざというときに備えて
災害時の情報収集方法を確認しましょう

●家の中の安全対策

災害に備えて家庭で備蓄品を
準備しましょう
クに入れることで、避難する

◇ローリングストック法の実践

安、水の配給を受けるための

す。食べ慣れた食品を災害時

的に消費し、食べた分だけ補
ポリ容器、下着や着替え等

るものです。発信される震度
・ビルなど高い建物の近くに

国です。近年、東日本大震災

をする「共助」の取り組みが

があります。

防災資機材の整備など、災害

合には、事前に市まで相談く

市内の各携帯電話会社の端末にメールが
送信されます。※登録不要。

地震が起きたとき、家具の
転倒や落下、ガラスの飛散に
より思わぬけがをする可能性
えておくことは、減災にもつ
③備蓄品

ときに両手が使えます。

貯めて定期的に入れ替えをす

・寝室、子どもやお年寄りの
①常時携行品

ながります。

ます。普 段からリュックサッ

する
かない

いる部屋には大きな家具は置

普段から食べているインスタ

災害に備え必要なものを蓄

・外へ逃げるときは、慌てず

食 料 や 水 は 最 低 ３ 日 、で

ント食品等を多めに購入し、

があります。

らない災害です。普段から少
に上空からの落下物に注意する

財布や携帯電話、キャッシ

きれば１週間以上備蓄。レト

・火が出たらできる限り消火

しでも被害を抑えられるよう

ュカード、免許証など普段持

水は大人１日当たり３ℓが目

ルト食品や缶詰、カップ麺等。 消費期限の短いものから定期

地震はいつ発生するか分か

に備えましょう。
・タンスなど大きな家具は、
ち歩く貴重品に加えて、携帯

災害用保存食だけでなく、

●
「マグニチュード」と「震度」 ●シェイクアウト（３つの安
倒れにくいようＬ字金具や支
ラジオ、携帯電話の充電器

全行動）の実践
・安全に避難できるように、

え棒を使用する

地震のニュースでよく耳に
震そのもののエネルギーの大
出入口や通路には物を置かない

備蓄品の一部とし、２泊３

②非常持出品

する「マグニチュード」は地
きさを表しています。
「震度」
●家の周囲の安全対策

に食べることができ、ストレ

スの軽減にもつながります。

ラジオ、卓上こんろ、乾電池、 問安全対策課消防防災班

懐中電灯、ランタン、携帯

やアレルギー対応食など命を

常食や飲料水を選び、持病薬

日程度の避難生活に必要な非 〈停電時に特に必要な備品〉

ことに注意しましょう。

発電機（屋外で換気ができる

の倒壊被害を防ぐため、次の

植木鉢の落下やブロック塀

はそれぞれの地点での揺れの
大きさを表しています。
●「緊急地震速報」とは
「緊 急地震速報」は、大き

守るために必要な物を優先し

は震度４以上となります。震
いた場合、窓ガラスの破片や

・ガスボンベは鎖で固定する

や熊本地震のように、大地震

の取り組みを実施する自主防
災組織の結成を促進しています。

・道路や橋の損壊や建物など

時には初期消火活動、救出救

ださい。

会単位での結成としています

自主防災組織は、区・自治

☎０４７５（７０）０３０３

・屋根瓦やアンテナの補強を

源に近い場所は速報が間に合

・ ブロック塀や門柱は、基礎

津波災害など大きな被害が発

により家屋の倒壊や土砂災害、 必要です。

・窓ガラスに飛散防止フィル

する

わないこともあります。
看板の落下に注意する

や鉄筋が無い場合は補強し、

もし、災害が発生したら、

民が自主的に連携して防災活

自主防災組織とは、地域住

◇自主防災組織とは
すが、大規模な地震などが発

動を行う組織を言います。

全力で防災活動に取り組みま

市や消防など防災関係機関は

生した場合、次のようなとき

の倒壊等により道路交通が著

護、避難誘導、避難所での給

問安全対策課消防防災班

☎０４７５（７０）０３０３

生ごみは水切りをし、重量とかさを減らしましょう

問安全対策課消防防災班
☎０４７５（７０）０３０３

@anzen_os_0303▶

放送

防災行政無線

▲Android

安全対策課公式ツイッター

▲iOS

SNS

アプリ

登録用アドレスを
読み取ります▶

☎０４７５（７２）１０００

市メール配信サービス

Yahoo!防災速報アプリ

緊急速報メール（エリアメール）

防災行政無線の放送内容を確認することが
できます。利用には通信料がかかります。

メール

電話応答サービス

千葉県防災
ポータルサイト

防災行政無線の放送を自宅で聞くことが
できます。※負担金１万円。

市ホームページ

な揺れが発生すると思われる
地域に対し、気象庁がテレビ

●地震が起きたら（家の中に
・ブロック塀や自動販売機な

ひび割れが無いか確認する

やラジオ、携帯電話に発信す

いた場合）
離れる

ど倒れる可能性のある物から

自分たちの地域を自分たちで守ろう
～自主防災組織の結成～

・身をかがめ、身の安全を確

問安全対策課消防防災班

問安全対策課消防防災班
☎０４７５
（７０）
０３０３

現在、市では、この「共助」

保する
・斜面や崖は揺れで崩れる可

▲市ホームページ

生しています。

・揺れが収まってから火の始

☎０４７５（７０）０３０３

能性があるため、近付かない

上げ機、ホース、吸水管、
ホース延長金具、ガソリ
ン携行缶、台車
・駒込15区自主防災部
会＝発電機、チェンソー
・細草みのり自治会自主
防災部会＝ポータブル蓄
電池、ソーラー発電機、
電源タップ
・みずほ台1丁目東自治
会 防災部会＝発電 機 、
コードリール、カセットコ
ンロ、テント用おもり、テ
ントタープ、テント用サイ
ドパネル
・ 仏島 防 災部 会＝車い
す、ポータブルトイレ、投
光器、投光器スタンド、
簡易テント、無線機、リヤ
カー

ホームページ

女性も入団でき、本市でも現
在７人の女性消防団員が救命講
習の指導補助や、防火広報活動
などで活躍しています。
Ｑ．入団の資格は？
Ａ．年齢が18歳以上60歳未満
で市内在住か在勤の健康な方な
ら入団できます。
問安全対策課消防防災班
☎０４７５（７０）０３０３

市消防団では、消防団員を募
集しています。
消防団は「自らの地域は自ら
で守る」という精神に基づき災
害から地域を守っています。
〈消防団のこともっと教えて〉
Ｑ．消防団って何？
Ａ．消防団は、消防署とともに
火災や災害への対応、予防啓発
活動を行う、消防組織法に基づ
いた消防組織です。
消火活動はもちろん、地震や
風水害など大規模災害時の警戒
巡視、避難誘導、救助・救出な
どの活動を行います。

３つの安全行動

末をする

自主防災組織の防災資機材が
整備されました

（一財）自治総合セン
ターでは、宝くじ社会貢
献広報事業として、地域
活動の促進、地域の防災
活 動に必 要な備品の 整
備に対し助成を行ってい
ます。令和３年度はコミュ
ニティ助成事業のうち地
域防災 組 織育成助成事
業（地域の防災活動に必
要な備品）を活用して、自
主防災 組 織の防災資機
材が整備されました。
▶防災資機材一覧
・ 弥 幾 野自治 会自主 防
災部会＝災害用トイレ
・大竹自主防災部会＝発
電機、投光器、コードリー
ル、ヘルメット、メガホン、
ブルーシート
・星谷区自主防災部会＝
発電機、リヤカー、ヘッド
ライト
・上貝塚区自主防災会＝
テント、発電機
・ 上谷 新 田区自主 防 災
部会＝浄水器、無線機
・ながた野2丁目自治会
防災部会＝クランプ、エン
ジンポンプ、グレーチング

に十分な活動ができないこと

しく阻害されたとき

万円を上限とした防災資機

市では、自主防災組織を結

水給食などの活動を行います。 〈資機材整備補助金〉
自主防災組織は、地域の住

材の整備費の補助を行ってい

〈組織の結成〉

・各地で多数の火災が発生し

民が組織結成に合意し、規約、

ます。

たとき
・電話が不通となり、被害状

組織、活動計画を定めること
自主防災組織を結成したと

成した自主防災組織に対し、
況などの情報収集が困難なとき

で成立します。
を最小限に抑えるためには普

きは市への届出が必要です。

災害から財産を守り、被害

・停電や断水になったとき

段から顔を合わせている地域
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に感染した、または感染が疑

・療養のために仕事をするこ

が疑われる方

・発熱等の症状があり、感染

傷病手当金の適用期間を延長します

われ、療養のために連続４日

とができない方

・問市民課国保班

申

４月から、令和４年度の後

１回当たりの徴収額の軽減を

として仮徴収を行うことで、

令和４年度後期高齢者医療保険料・
介護保険料の仮徴収が始まります

期高齢者医療保険料・介護保

令和４年度の確定した年間

マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポイント」の申し込みができます
～マイナポイント第２弾開始のお知らせ～

マイナンバーカードを使って必要な手続きを行うと、自身が選んだキャッ
シュレス決済サービスのポイントがもらえます。
１月から開始されたマイナポイント第２弾では、最大２０，０００円相当のポ
イントがもらえます。
ポイントの受け取りには、事前の申し込みが必要です。マイナンバーカードの
読み取りに対応したスマートフォンやパソコンで申し込みください。
※市役所本庁舎でも申し込みができます（事前予約不要）。１階受付脇の支
援窓口にお越しください。
▶申し込みに必要なもの＝マイナンバーカード、
マイナンバーカードの暗証番
号（数字４桁の利用者用電子証明書）、キャッシュレス決済サービスの「決済
サービスＩＤ」と「セキュリティコード」
▶︎対象＝令和４年９月末までにマイナンバーカードの交付申請をした方
▶申込期間＝令和５年２月末まで
①事前にマイナポイントの申し込みをした上で、自身が選んだキャッ
シュレス決済サービスでチャージまたは買い物をする
（第１弾で５，０００円相当のポイントを受け取った方は対象外です）。
ポイント申し込み受付中 最大５，０００円相当
②マイナンバーカードを健康保険証として登録する（すでに登録した方
でもマイナポイントの申し込みができます）。
ポイント申し込みは６月ごろ開始予定です ７，５００円相当
③公金受取口座を登録する。
ポイント申し込みは６月ごろ開始予定です

合計

７，５００円相当

最大20,000円相当

問〈制度の詳細について〉
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０
（９５）
０１７８
〈市役所での申し込みについて〉
総務課情報政策・業務改革推進班 ☎０４７５
（７０）
０３０４

買い物には、かごや袋を持っていきましょう

▼提出書類＝別表のとおり

☎０４７５（７０）０３３４

市民課高齢者医療年金班

☎０４７５（７０）０３３６

保険料は、７月に通知します

図っています。

年 ６ 回 の 特 別 徴 収（ 年 金 か

ので、ご理解をお願いします。

険料の仮徴収が始まります。

月・６月・８月の３回分の徴

◇特別徴収となる方

らの納付）の期間のうち、４

収額は、仮徴収の金額となり

①すでに後期高齢者医療保険

特別徴収で納付しており、令

料・介護保険料を年金からの

ます。

保険料は令和３年中の所得

和４年２月の年金から保険料

で計算しますが、所得額など

が確定する７月まで年間の保

が天引きされている方

月１日までに、

10

険料が確定しません。

②令和３年

本市で後期高齢者医療制度に

12

保険料が確定してから特別

徴収を開始すると、 月・

新たに加入した方、または介

各種学校に在学する方
※国内に住所を置いたまま留学している
方は相談ください。
▶学生納付特例の承認期間＝４月（また
は20歳誕生月）から年度末（３月末）
令和３年度に学生納付特例が承認さ
れ、日本年金機構からはがき形式の学生
納付特例申請書が郵送された方は、必要
事項を記入し、返送することで申請がで
きます。
ただし、はがき形式の申請書が届かな
い方は、学生証（両面・コピー可）または
在学証明書、年金手帳を持参の上、申請
する必要があります。
問千葉年金事務所
☎０４３（２４２）６３２０
市民課高齢者医療年金班
☎０４７５（７０）０３３６

月・２月の３回のみで保険料

学生納付特例制度

10

に感染した方

以上仕事をすることができな

▼支給対象日数＝仕事をする

後期高齢者医療保険に加入の方
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

新型コロナウイルス感染症

していますが、さらに、令 和

かった方に傷病手当金を支給

ことができなくなった日から

のうち就労を予定していた日数

４年４月１日から令和４年６

ただし、給与の全部または

▼支給額＝直近の継続した３

起算して４日目以降に仕事を

一部を受けることができる場

か月間の給与収入の合計額÷

月 日の期間も引き続き同様

合は、傷病手当金の支給額が

象日数（上限があります）

就労日数×３分の２×支給対

することができなかった期間

調整される場合や、支給され

の支援を行います。

ない場合があります。

▼適用期間＝令和２年１月１

ね ん き ん ナ ビ
学生の方で所得が無い場合や少ないこ
とにより、保険料を納めることが困難な
ときは、学生納付特例を申請することが
できます。前年の所得などを審査し承認
されると、保険料の納付が猶予されます。
承認された期間の保険料は、
10年以内で
あれば、
さかのぼって納めることができます。
申請手続きは毎年必要です。
▶申請できる方＝20歳以上の学生の方
・所得の目安
128万円+【(扶養親族の数)×38万円】で
計算した額以下である場合
※前年所得が128万円を超えていても退
職を考慮した審査が受けられる場合が
あります（ただし、離職票等の添付が
必要です）。
▶対象＝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

▼対象＝市国民健康保険また

■：納付書または口座振替
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歳

■

護保険第１号被保険者（

■

を徴収することになるため、

■

日から令和４年６月 日の間

■

は後 期 高 齢 者 医 療 保 険に加

■

以上）になった方

■

●

※①の方の１回当たりの仮徴

●：本徴収

■

●

１回当たりの徴収額が高くな

○：仮徴収

■

●

ってしまいます。

普 通
徴 収

○

で療養のために仕事をするこ

収額は、令和４年２月の特

別徴収額と同額となります。

○

支払いを受けている）のうち、 とができなかった期間（ただ

そこで、特別徴収の場合は

４月・６月・８月に暫定金額
初旬に仮徴収額決定の通知

○

30

※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。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特 別
徴 収

30

●別表
国民健康保険に加入の方
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

※②に該当する方のみ、４月

18

次に該当する方は、納付書

額が 万円以上であっても、

個々の年金が 万円未満で

あれば普通徴収となります。

18

書を送付します。

◇普通徴収となる方

または口座振替による納付に

なります。

①年間の年金額が 万円未満

※年金を複数受給し、合計金

の方

②（後期高齢者医療保険料の

場合のみ）後期高齢者医療保

険料と介護保険料の合計額が、

年金受給額の半分以上となる方

問〈後期高齢者医療保険料に

ついて〉

☎０４３（３０８）６７６８

高齢者支援課介護保険班

〈介護保険料について〉

☎０４７５（７０）０３０９

市民課高齢者医療年金班

千葉県 後期高齢者医療広

☎０４７５（７０）０３３６

域連合資格保険料課

●後期高齢者医療保険料・介護保険料の基本的な納期

18

入している被用者（給与等の

診を受診しましょう。
〈特定健診とは〉
メタボリックシンドロームに着
目した生活習慣病の予防を目的と
した健診です。検査内容は、身体
計測・血圧・血液検査（脂質・血
糖・肝機能）・尿検査・問診など
です。
▶受 診 方 法＝健 診 機 関 へ予 約
した 上 で、受 診 券 、健 康 保 険
証、自己負担 金を持 参して受 診
してください。
▶自己負 担 金 ＝ 千 葉 県 内 で 受
診する場 合は９５０円または無
料で す（ 受 診 する 健 診 機 関 に
よって自己負担が異なる場 合が
あります）。
▶その他＝加入者本人（35～74
歳の被保険者）を対象に、
「生活
習慣 病予防健 診」を実 施してお
り、３月下旬ごろ、勤務先へ案内
等を送付しました。
詳細は協会けんぽホームペー
ジまたは送付した案内をご覧く
ださい。
問協会けんぽ千葉支部企画総務
グループ
☎０４３（３８２）８３１５
協会けんぽ千葉支部健診専用
ダイヤル
☎０４３（３８２）８３１３

し、入院が継続する場合等は、

◇令和４年度保険料率
協会けんぽは、主に中小企 業
で働く方やその家族が加入してい
る健康保険です。
令和４年度の協会けんぽ千葉
支部の健康保険料率は、本年３
月分（４月納付分）より現状の
９．79％から９．76％に引き下げと
なります。介護保険料率（全国一
律）についても、現状の１．80％か
ら１．64％に引き下げとなります。
健 康 保 険 料 率は地 域の医 療
費水準に基づいて算出されます。
「健診を受診する」、
「保健指導
の利用や医療機関への早期受診
で重症化を防ぐ」、
「企業を挙げ
て健康づくりに取り組む（健康な
職場づくり宣言）」等に取り組ん
でいただくことで 健 康保険 料 率
の伸びを抑える大きな力となりま
す。ご理解とご協力をお願いします。
◇健診を受けましょう
協会けんぽでは、加入者の家族
（40～74歳の被扶養者）を対象
に、特定健診を実施しており、４月
上旬ごろ、自宅へ受診券を同封し
た案内を送付します。
健診は疾病の予防や早期発見
に欠かせないものであり、日ごろ
の生活習慣を見直すチャンスでも
あります。健診費用の一部を協会
けんぽが補助しますので、必ず健

次に該当する方

全国健康保険協会（協会けんぽ）
千葉支部からのお知らせ

最長１年６か月まで）

2022.4.1

・新型コロナウイルス感染症
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フレイルを予防しましょう
～自宅でできる簡単体操のＤＶＤを配布しています～

年以上経過していない方は、 ▼申請先＝子育て支援課窓口
体を動かす時間が減ると徐々

で外出の機会が少なくなり、

▼料金＝無料

※来庁が困難である方は要相談。
・問地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９

教室の運営（日本語教室委員会）

▼令和４年度実施住民協働事業 スを提供しています。お気軽
・事業名（団体名）＝日本語 にご相談ください。
また、中央公民館と地域づ

しています。

センターでは、市民活動に
紙や市ホームページへ掲載し
ます。皆さんの参加をお待ち 関する相談を受け付けるとと
もに、活動団体に活動スペー

のとおりです。各事業の活動 政や他の団体をつなぐパイプ
状況や参加者の募集は、広報 役です。

対し、補助金を交付しています。 市民活動団体やＮＰＯ団体、
今年度採択された団体は次 市民活動に興味がある方と行

ら公共的課題に取り組む事業に

て明確な役割分担と責任のも ◇市民活動支援センターが利
と、対等な立場で協力しなが 用できます
市民活動支援センターは、

市では、さまざまな団体と 階ホール
市が、お互いの特性を生かし ※申込不要。

事業がスタート

◇ 令 和 ４ 年 度 実 施 住 民 協 働 ▼日時＝４月 日㈮ 時～
▼会場＝保健文化センター３

協 働 のま ち づ く り 通 信

安全安心コーナー

む）および保育料を完納して
いること
生の日から３か月以内
▼祝金の額＝支給対象児１人
と要介護状態の中間に位置す

または白里出張所
に体力が衰えます。この状態

次第、配布終了）

１年が経過してから３か月
☎０４７５（７０）０３３１

問子育て支援課児童家庭班

フレイルは適切な生活を送

配布

▼支給対象者＝支給対象児の
以内に申請してください。

新型コロナウイルスの影響

父母で、次の要件を全て満た
・市税（国民健康保険税を含

・支給対象児を養育している
が続くとフレイルに陥る可能

ることで予防することが可能

性があります。

待に関する通報は、時間外

※緊急時の相談や障がい者虐

です。自宅でできる運動や脳

健康を維持するために自宅

いるＤＶＤを配布します。

トレ、ロコモ体操を紹介して

でも受け付けます。

～ 時 分

している方

４月１日に山武郡市障がい者基幹相談支
援センター
「さんサポ」
が開設されました
８-

支援センター「さんサポ」

手帳の有無に関係無く対応します。 問山武郡市障がい者基幹相談

▼所在地＝東金市南上宿

▼対象＝障がいのある方やそ

が、障がいの種別や障がいの

支援センターは、障がいのあ
☎０４７５（８６）６４７４

山武郡市障がい者基幹相談
る方が住み慣れた地域で、自
の家族、障がい福祉サービス

で過ごすときは、適度に体操

分らしく安心して生活してい

に取り組み、運動不足を解消

の事業所の方など
０４７５（８６）６４７５

けるよう、日常生活に関する

▼対象者＝市内在住の 歳以

市内の飲食、レジャーなど

sanbu-kikan@wanahome.or.jp しましょう。

社会福祉課障がい福祉班

▼相談方法＝来所、電話、フ

上の方

ァクス、メール、訪問など

☎０４７５（７０）０３３７

総合的に行います。
▼開設日時＝㈪～㈮８時 分

相談や情報提供などの支援を
社会福祉士など専門の職員

◇電子感謝券とは

できません。

の支払いに利用できる、地域
限定の電子ポイントです。

・メールでの受発注確認等が
できること

問企画政策課政策推進班
☎０４７５（７０）０３１７

・サービス情報の開示が可能
であること

東金警察署管内
安全安心キャラクター
「とうがめくん」

▼申請期限＝支給対象児の出

につき８万円

下がみられる状態を指します。 ▼配布方法＝高齢者支援課で

る身体的機能や認知機能の低

第３子以降のお子さんへ
～出産祝金８万円を支給～
こと
▼申請に必要なもの＝申請者

▼配布日時＝平日８時 分～

・本市に住所を有してから１
の通帳ほか

フレイルとは、健康な状態

▼支給対象児＝第３子以降の
年以上経過していること

分（ＤＶＤが無くなり

子（出生により本市の住民基
※本市に住所を有してから１

時

続き本市に住所を有する方）

本台帳に記録された後、引き

30

◇ 住 民 協 働 事 業 成 果 報 告 会 くり課前に、活動団体用の広
報スペースを設置し、ポスタ
を開催

食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう

15

令和３年度に住民協働事業 ーの掲示・チラシの配架を行
を実施した２団体による成果 っていますので、ぜひ活用く

出。申込書類は、地域づくり課、中部コミュ
ニティセンター、白里出張所、市ホームペー
ジから入手できます。
※実施に当たり担当課等との調整が必要で
すので、受講希望日の２か月前から１か月
前までの申し込みにご協力ください。
▶その他
・｢大網白里市出前講座」として開催をお願
いします。
・参加者への周知や進行などは、申し込み
団体でお願いします。
・出前講座は、苦情や要望をお聞きする場
ではありません。また、出前講座の趣旨に沿
わない場合はお断りする場合もあります。
・より良い制度とするために、講座終了後に
報告書の提出をお願いします。
申・問地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５(７０)０３４２

17

申

報告会を開催します。自由に ださい。
傍聴できますので、希望者は 問地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２
会場へお越しください。

出前講座のメニューが決定

17

ビスを提供する店舗は登録

もしくは市内の原材料を使用

ふるさと納税の返礼品提供事業者を
募集しています
市では、ふるさと納税制度
・品数および数量面で安定供

問秘書広報課秘書広報班
☎０４７５（７０）０３０７

による寄附をいただいた方へ、 しているもの（加工品等の場合）
感謝の気持ちとして返礼品を
給が見込めること

・メールでの受発注確認等が

することは可能。

※期間限定、数量限定で供給

として提供していただける事

できること

▼電子感謝券（サービスの提
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▲Android版
▲iOS版
※通信料は利用者負担となります。
※アプリ内の広告内容には大網白里市は一切責任を
負いません。
※利用やシステムについては、㈱自治体ワークスへ問
い合わせください。

入学・入社時期となり、新
●今月の移動交番開設日
たに通学・通 勤で自転車を
開設場所 開設予定日
開設時間
利用する方が多くなります。
千葉県内では、令和３年中に
7日㈭ 10時～11時30分
自転車盗難が６,３１７件発生 セブンイレブン
季美の森店
20日㈬
14時～15時
しており、盗まれた自転車の
６割以上は無施錠でした。
8日㈮
14時～15時
ケーヨーＤ２
◇自転車は施錠しましょう
・「１００円パーキングに入 大網永田店 25日㈪ 10時～11時30分
れたから鍵は掛けない」はダ
8日㈮ 10時～11時30分
メ！お金を入れ れば 誰でも 主婦の店
大網店
持って行けます。
19日㈫
14時～15時
・「すぐに戻る、面倒だから
農村環境改善 1日㈮
14時～15時
鍵を掛けない」はダメ！すぐ センター
に戻る場合でも鍵を掛けま いずみの里 13日㈬ 14時～15時
しょう。
7日㈭
14時～15時
・ 「自 宅 敷 地 内 なら大 丈 みどりが丘
自治会館
夫」はダメ！自宅敷地内でも
20日㈬ 10時～11時30分
油断せず、鍵を掛けましょう。
ショッピング
8日㈮ 10時～11時30分
・「鍵は掛けた！でも盗まれ センター
た」ということも。備え付けの アミリィ
26日㈫ 10時～11時30分
鍵のほかにワ
大網白里市役所 1日㈮ 10時～11時30分
イヤー錠をす
るなど、ツー
市立大網病院 5日㈫ 10時～11時30分
ロ ック で 盗
●合同パトロール予定
難対策をしま
しょう。
集合場所
実施日
集合時間
問東金警察署
季美の森小学校 21日㈭
14時20分
☎０４７５（５４）０１１０

市民の皆さんが「知りたい・聞きたい・学
びたい」ことを、市職員・関係行政機関の職
員が講師として地域に伺って説明する「出前
講座」を開講します。今年度は全62講座を
開講します。講座メニューや市役所以外の
講座は、市ホームページをご覧いただくか問
い合わせください。
▶利用できる方＝市内に在住・在勤・在学の
方10人以上で構成される団体
▶開催期間＝５月２日㈪～令和５年３月31日㈮
▶開催時間＝10時～17時
▶開催場所＝市内に限ります。会場の手配
や準備は申込団体にてお願いします。
▶費用＝職員派遣・資料作成費用は無料
※施設借上料、原材料費、使用する資料が
有償の場合の資料代は、申し込み団体の
負担となります。
▶申込方 法＝地 域づくり課へ申込書を提

お贈りしています。
市の魅力発信につながる地

業者を募集しています。魅力

・商品情報の開示が可能であ

場産品やサービスを、返礼品

ある返礼品を取りそろえるこ
商品等の販路拡大や地場産業

供）の主な要件

とで、市をＰＲするとともに、 ること
の活性化が期待できます。

ジャー施設等

詳細は問い合わせください。 ・市内の飲食店、物産店、レ
▼返礼品（地場産品の提供）

が過半数を占める商品構成

※ただし、地場産品以外の物

・ 市内で生産、製造、加工の

の店舗や、全国共通のサー

の主な要件
いずれかが行われているもの、

▼アプリをダウンロード

10

41

「お住まいの地域」に「千葉県大網白里市」
を指定してご利用ください。スマートフォンやタ
ブレットで、いつでもどこでも「広報おおあみし
らさと」をご覧いただけます。

22

15

～広報紙配信アプリ～

30

あなたの自転車が
狙われています！
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令和４年度狂犬病予防集合注射の
お知らせ
小雨の中で予防注射を受ける

止となる可能性があります。
と、衛生状況により化膿する

飼い主の責任で判断してくだ

合でも、集合注射への参加は
振動を発生させる作業等を行

させる場合や、著しい騒音・

工場等で騒音・振動を発生

③特定建設作業＝築造または

作業

業場）などで仕事として行う

特定施設・特定作業・特定建設作業
の実施には届け出が必要です

合注射会場で注射を打たせ

う場合、市環境保全条例およ

解体など建設工事等として行

可能性があります。実施の場
ることができます。希望の
さい。
び同施行規則に基づく届け出

ます。
①犬の登録をしている場合＝

・費用
で注射を受けてください。

に別の会場、または動物病院
▼届け出の種類

合わせください。

う作業

②特定作業＝自己所有地（作

いる方は、狂犬病予防法によ
場合は鑑札など登録が確認
・問診の結果、注射ができな
が必要となりますので、問い

れる機械および施設

り、犬の登録（犬の生涯に１
できるものを持参してくだ
は、後日健康状態の良いとき

い場合があります。その場合

日以上の犬を飼って

回）と狂犬病の予防注射（毎
さい。

生後

年１回）が義務付けられてい
▼日時・会場＝別表のとおり
１頭につき３，５００円（ 注

・問地域づくり課環境対策班

▼持ちもの

円・注射料金２，９５０円）

注 射 済 票 交 付 手 数 料 ５５０

（ 登 録 手 数 料３，０００円・

＝１頭につき６，５００円

②新規に犬の登録をする場合

注射料金２，９５０円）

射済票交付手数料５５０円・

前に地域づくり課に犬の登録

・市外から転入した方は、事

参ください。

注射済証を地域づくり課に持

院から発行された狂犬病予防

付はできませんので、動物病

注射会場で注射済票交付の受

防注射を受けた場合は、集合

・すでに動物病院で狂犬病予

河川等の汚れの原因の一つに

トイレ排水以外の生活排水が

区域を除く）で、くみ取り便

未処理のまま排出されており、 ラント事業区域、大規模開発

水 事 業 区 域 、コミニティ・プ

化槽を利用している住宅では、 事 業 計 画 区 域 、農 業 集 落 排

象となりません。

先行した場合は補助金の対

行わないようお願いします。

通 知の 到 着 まで は 工 事 を

なお、補助金申請後、決定

※すでに登録をしていて、案
内の送付が無かった方も集

☎０４７５（７０）０３８６

▼注意事項
事項変更届を提出し、転入手

槽・単独浄化槽から合併処理

①特定施設＝工場等に設置さ

を受けている方には、問診票

・集合注射会場には、飼い犬

なっています。市では、合 併

浄化槽に転換する方

３年以内に注射済票の交付
等を郵送していますので、必

を制御できる方が連れてきて

続きを済ませてください。集

処理浄化槽設置に対する令和

・案内通知

要事項を記入の上持参してく

ください。

合注射会場では転入手続きは

※県の内示後、受け付けます。

付けますので、活用ください。

くみ取り式トイレや単独浄

そのほかの要件は要相談。

※令和４年度から対象範囲の

は問い合わせください。

見直しを行いました。詳細
化槽を設置する場合や、す

・問地域づくり課環境対策班
等に着手中のものは対象外。

でに設置済み、または工事

▼対象＝市内在住者（下水道

合併処理浄化槽の設置に
補助金を交付

ださい。

・飼い犬のふんは、処理用具

※新 築 改
･ 築に伴い新たに浄

・問地域づくり課環境対策班

できませんのでご注意ください。 ４年度の補助金の申請を受け

持ち帰ってください。

☎０４７５（７０）０３８６

※予算額に達し次第、締め切り。

◇食品トレイの出し方

食品トレイの回収を開始します
４月より、食品トレイの拠

☎０４７５（７０）０３８６

食品トレイ（つまようじがさ

さるもの、プラマークが入っ
ているもの）

▼回収できないもの＝汚れて

いるトレイ、発 泡スチロール

製 品、プラスチック容 器、カ

ップ麺等の容器、納豆の容器、

水洗いした後、よく乾かし
てからお持ちください。

問地域づくり課環境対策班

卵の容器等

点回収を開始します。市役所
敷地内のリサイクル回収倉庫

どの容器として使用されてい

▼回収できるもの＝肉や魚な

☎０４７５（７０）０３８６

とができます。資源のリサイ

る、皿状の発泡スチロール製

の専用回収ボックスに出すこ
クルにぜひご協力ください。

資源は再生利用しましょう。

付しています。ごみを減らし、
の団体で回収して、業者に引

・問地域づくり課環境対策班

資源ごみの回収に奨励金
～資源再生利用促進奨励金制度～
新 聞・雑 誌・ダンボール・

ら奨励金として３円／ を交

☎０４７５（７０）０３８６

食品トレイの拠点回収を始めました

ひとり暮らしの始まり〜

を携行し、必ず適正に処理し
・荒天の場合、延期または中

申

池田地区公民館
11時55分～12時10分
桂山公民館
9時10分～9時30分
細草８区青年館
9時45分～10時5分
汐浜公民館
10時25分～10時45分
老人福祉センター「コスモス荘」10時55分～11時25分
４月14日㈭
白里公民館
11時40分～12時
柳橋公民館
13時20分～13時35分
清名幸谷消防機庫
13時55分～14時10分
南横川農村協同館
14時30分～14時50分
みどりが丘自治会館
9時20分～9時50分
みずほ台センター公園
10時10分～10時40分
中部コミュニティセンター 11時5分～11時30分
４月16日㈯
農村環境改善センター
11時50分～12時10分
いずみの里

〜新入学
き取ってもらった場合、市か

令和４年度版の「家庭ごみの出し方」を、市内の
各公共施設や郵便局で配布しています。まだお手
元に無い方はぜひ利用いただき、ごみの分別方法
などをご確認ください。
◇英語版・中国語版も配布しています
外国人の方へ向け、英語版と中国語版を地域
づくり課にて配布していますので、ご活用くだ
さい。なお、アパートや地区内の方向けにまと
まった部数が必要な場合は、事前に問い合わせ
ください。
◇ごみは朝８時までに集積所に出しましょう
ごみ回収車の巡回時間は、当日の回収ルート
や天候、ごみの量により変更することがありま
す。収集後に出されたごみは収集できません
ので、ごみは必ず朝８時までに集積所に出しま
しょう。
問地域づくり課環境対策班
☎０４７５（７０）０３８６

一定の要件を満たす方に、ごみ処理手数
料を減免し、可燃ごみ指定袋を無償で交付
します。減免を受けようとする場合は、地域
づくり課に申請が必要です。
▶︎対象
①火災等の災害により住家に相当程度の損
壊を生じた世帯
②生活保護受給世帯（入院等を除く）
③０～２歳児が属する世帯（紙おむつを排
出する場合に限る）
④市介護用品支給事業実施要綱に基づく介
護用品受給世帯（紙おむつを排出する場合
に限る）
⑤市障害者等日常生活用具費支給事業実
施規則に基づく紙おむつ受給者（入院等を
除く）
詳細は問い合わせください。
申・問地域づくり課環境対策班
☎０４７５（７０）０３８６

こちらは消費生活センターです！
申

11時15分～11時35分

申

雑がみ・アルミ缶などの資源

ごみ処理手数料の減免

申

ごみをＰＴＡ、区・自治会等

kg

13時15分～14時45分
保健文化センター前

「令和４年度家庭ごみの出し方」
（ごみ収集カレンダー）を配布しています

4月は入学や就職のスタートの時。学業や仕事と同様
に生活への準備が必要です。
また、今年は民法改正により４月1日より成年年齢が
18歳となり、契約に保護者の同意が不要になるため、
若者の消費者被害の拡大が懸念されます。
〈事例１〉友人から海外の不動産に投資すると暗号資
産で配当があり、また投資者を紹介したら投資額の
10% を受け取れると誘われ、消費者金融で１３０万円
借りて手渡した。後日不審に思い解約を申し出たが、
半額しか返金できないと言われた。
〈ひとことアドバイス〉
実態や仕組みが分からないもうけ話には関わらず、
身近な人からの勧誘でもきっぱり断りましょう。
〈事例２〉カードの申し込み時にリボ払い専用カードと
気づかず利用していたら借入残高が１００万円になって
いた。
〈ひとことアドバイス〉
カードの申し込み時に支払い方法と会員規約を確認
し、利用を開始したら利用明細をチエックしましょう。
（参考資料２０２２年版くらしの豆知識）
◇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
問地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

新生活

91

時間
9時～9時15分
9時35分～10時
10時15分～10時30分
10時50分～11時10分
11時30分～12時20分
13時35分～13時50分
14時10分～14時55分
9時～9時40分
9時55分～10時20分
10時30分～10時55分
会場
萱野青年館
ながた野３号公園
中原青年館
４月７日㈭ 弥幾野自治会館
中部コミュニティセンター
北富田農村協同館
みずほ台センター公園
みどりが丘自治会館
季美の森もえぎ公園
季美の森こはく公園
４月12日㈫
農村ふれあいセンター
やまべの郷
日程

日程
●別表

2022.4.1
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固定資産税に関するお知らせ

▼縦覧日時＝４月１日㈮～５

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
2月17日一般競争入札実施分
〇件
名 保健文化センター清掃業務
場
所 大網１００番地２
落 札 業 者 江戸川商事（株）
落 札 金 額 6,974,000円
落 札 率 71.40%
〇件
名 国保大網病院 空調設備機器点検保守業務
場
所 富田８８４番地１ 国保大網病院
落 札 業 者 エヌケイ産業（株）
落 札 金 額 11,484,000円
落 札 率 55.04%
〇件
名 コピー用紙購入
場
所 大網１１５番地２外
落 札 業 者 （株）秋葉商店
落 札 金 額 6,332,359円
落 札 率 79.55%
〇件
名 予防接種用ワクチン購入
場
所 大網１００番地２
落 札 業 者 岩渕薬品（株）
落 札 金 額 6,809,968円
落 札 率 100.00%
〇件
名 レーザープリンター賃借
場
所 大網１１５番地２外
落 札 業 者 （有）カンダ事務機
落 札 金 額 4,606,800円
落 札 率 94.07%
〇件
名 ガス料金システム賃借
場
所 仏島７２番地 外
落 札 業 者 （株）JECC
落 札 金 額 36,663,000円
落 札 率 94.96%
〇件
名 リサイクル物品売払（前期）
場
所 大網１１５番地２ 外３箇所
落 札 業 者 （株）斎藤英次商店
落 札 金 額 2,360,160円
落 札 率 100.00%

問財政課契約管財班 ☎０４７５（７０）０３１２

生ごみはコンポストでたい肥化するなど、減量化しましょう

等は賃貸借契約書等

入札結果の公表

人確認書類

印された申 請 書 と来 庁 す

法人は法人の代表者印が押

※代理人は委任状が必要です。 ※代理人は委任状が必要です。

された申 請 書と来 庁する方

る方の本人確認書類が必要

です。

は無料

▼手数料＝縦覧期間中の閲覧

◇ 令 和４年 度固 定 資 産 税 納

税通知書の発送

日㈫に発

令和４年度の固定資産税納

税通知書は、４月

法人は法人の代表者印が押印

▼手数料＝無料

本市に土地・家屋を所有し

②固定資産課税台帳の閲覧

ている方（納税義務者）およ

の本人確認書類が必要です。

▼縦覧場所＝税務課

①土地価格等縦覧帳簿・家屋

▼縦覧できる方

月２日㈪８時 分～ 時 分

固定資産税が課税されている

・土地価格等縦覧帳簿（所在、 び土地・家屋の借地人・借家

価格等縦覧帳簿の縦覧

方は、自己の土地・家屋の価

屋の固定資産課税台帳の閲覧

人等は、自己の土地または家

送を予定しています。第１期

12

本市に土地・家屋を所有し、 （㈯・㈰、祝日を除く）

格（評価額）を市内の他の土

本市に土地を所有し、固定資

地番、地目、地積、価格）＝

を求めることができます。

固定資産の内容等を確認する

産税が課税されている方

地・家屋と比較し、所有する

ことができます。

問山武郡市広域行政組合企画財政課 ☎０４７５
（５４）
０２５２

の納期限は、５月２日㈪です。

清掃費
611,021(12.5%)

・家屋価格等縦覧帳簿（所在、 ▼閲覧日時＝４月１日㈮～５

消防費
2,658,441(54.3%)

なお、固定資産税納税通知

保健衛生費
270,309(5.5%)

15
書は再発行ができませんので、

使用料および手数料
416,903(8.5%)

分担金および負担金
3,804,448(77.7%)

議会費 ・総務費
579,853(11.9%)
民生費
377,742(7.7%)

教育費
53,159(1.1%)

財産収入
6,610(0.2%)
国庫支出金
10,389(0.2%)

公債費
339,225(6.9%)

月２日㈪８時 分～ 時 分

繰入金
243,560(5.0%)

組合債
265,500(5.4%)

4,894,750 千円

予備費 5,000(0.1%)

（㈯・㈰、祝日を除く）

繰越金 39,376(0.8%)

歳出総額

家屋番号、種類、構造、床面

㈱ 山 武 営 業 所（ 山 武 郡 市

4,894,750 千円

諸収入 107,964(2.2%)

積、価格）＝本市に家屋を所

広域水道企業団お客様セン

歳入総額

30
17

大切に保管してください。

市では、公共下水道、農業

令和４年度山武郡市広域行政組合の一般会計予算は、歳入歳出総額で４８億９４，
７５０千円を計上しま
した。
これは、前年度当初予算額と比較して、
１億２８，
６９６千円
（２．
７％）
の増となっています。
増額の主な要因は、電子計算業務費において構成市町５団体分の基幹系住民情報自治体クラウドシステム
の導入等により１億５２，
９６１千円
（６４．
８％）
の増、社会福祉費において養護老人ホーム施設整備および障
害者基幹相談支援センター業務委託等により総額で９６，
６７２千円
（３４．
４％）
の増となっています。
歳入の主なものは構成市町からの負担金や使用料手数料となっており、それぞれ３８億４，
４４８千円
（７７．
７％）、
４億１６，
９０３千円（８．
５％）で歳入総額の８６．
２％を占めており、歳出の主なものは消防費
２６億５８，
４４１千円で歳出総額の５４．
３％を占めています。

▼閲覧場所＝税務課

集落排水およびコミニティ・

ター内）

山武郡市広域行政組合予算の概要

・問税務課資産税班

☎０４７５（７０）０３２２

プラントの使用料の徴収事務

☎０４７５（５０）４１３２

下水道使用料の徴収業務を委託して
います

を委託しました。使用開始・

ご連絡ください。

中止の届け出は委託業者まで

-

12

▼委託業者＝シーデーシー情

報システム㈱

（山武営業所）

▼所在地＝東金市東上宿

▼委託期間＝４月１日～令和

７年３月 日

問シーデーシー情報システム

大網病院の文書料および特別室の
料金を改正

網白里市立国保大網病院使用

料及び手数料条例」を改正し、

大網病院では、診断書や証

明書の発行にかかる文書料お

詳細は大網病院ホームペー

料金を見直しました。

した場合の使用料を利用者の

ジをご覧ください。

よび市外の方が特別室を利用

皆さんから負担いただいてい

問市立大網病院

☎０４７５（７２）１１２１

ますが、県内の国保病院との

均衡を図ることを目的に「大

令和４年度

31

13

申

有し、固定資産税が課税され

▼持ち物＝運転免許証等の本

０４７５（７７）２０５０
▶構造・規模＝ＲＣ造２階建て
▶延床面積＝合計６８１．
２㎡（１階６４７．
91㎡、
２階33．29㎡）
問山武郡市消防本部総務課
☎０４７５（５２）８７５１

ている方

建物の老朽化に伴い、新庁舎移転建設
事業を行ってきましたが、無事に完成を迎
えることができましたので、３月９日㈬より
移転しました。
〈新庁舎概要〉
▶住所＝細草８３２番地
▶連絡先＝☎０４７５（７７）２０３０

人確認書類、借地人・借家人

８日の毎日、５月９日～６月

南消防署白里出張所が移転しました

▼持ち物＝運転免許証等の本

白里海岸市営駐車場の料金徴収期間
の拡大

白里海岸市営駐車場は、例

年、夏期期間に市外在住の方

を対象に料金徴収を実施して

いますが、近年、海岸施設の

維持管理に多額の経費を要し

ている状況を踏まえ、本年４

拡大して実施します。

30

月末から９月末までに期間を

21

30

日の毎日、９月１日～

31

日の㈯・㈰、７月１日～８

日の㈯・㈰、祝日

月

転免許証等の提示で無料とな

▼開場時間＝７時～ 時

市内に住所のある方は、運

ります。また、市営駐車場の

▼料金

・中型車＝７００円

・大型車＝１，０００円

・二輪車＝１００円

※再入場する場合は、再度料

金が発生します。

▼駐車場使用料の収納事務受

託者＝北総警備保障㈱（八千

代市緑が丘１ １
– １
–）

問商工観光課振興班

☎０４７５（７０）０３５６

入口は中央の１か所です。ご

理解とご協力をお願いします。 ・普通車＝５００円

▼徴収期間＝４月 日～５月

29

2022.4.1

R3.11月生まれ

9月14日㈬

２歳児歯科健診

20日㈬午後

R1.10月生まれ

9月24日㈯

15日㈮午後

H30.10月生まれ

3歳児健診

保

10月14日㈮

●予防接種
会場

日程

○

午前のみ

○

11月15日㈫

○

午前のみ

○

11月18日㈮

午前のみ

○

○

保健文化センター

事前申込の
必要

がん検診、子宮がん検診を受

▼注意事項＝令和２年度に胃

心臓、腎臓もしくは呼吸器の

・

を終えていない方

で

60
65

( 歳 未 満 ）で４回の 接 種

対象

S27、S37、S47、S57、H4、H14年度生まれ
・妊婦
・その他希望者は、予約枠の空きがある場合
に受け付けます。
昨年受診した方はご遠慮ください。

20

骨密度測定のお知らせ
女性は、閉経前後の数年間で骨密度が急速に減少
すると言われています。自分の骨の状態を知ること
で、生活習慣（運動、食生活）の見直しをすること
につながります。
骨密度測定では、かかとの超音波検査で骨密度を
測定し、その結果に基づき管理栄養士が食事につい
ての相談を行います。今回は、令和4年度1回目の測
定となります。
〈骨密度測定〉
▶日時＝5月18日㈬
①10時～10時30分 ②10時30分～11時
③11時～11時30分
▶対象＝市内在住の20歳以上の女性
▶費用＝無料
▶会場＝保健文化センター
▶申込開始日＝4月1日㈮から電話または窓口で申し
込み
定員になり次第受付を終了。

雑がみはそのまま捨てず、分別しリサイクルしましょう

歳未満の方で、

歯 科 診 察（むし歯・歯 周
病）、染め出し、ブラッシ
ング指導、フッ素塗布（希
望者）

◇おとなの歯科検診（歯周病検診）・プレママ
歯科検診
▶︎受付時間＝予約の際にお伝えします（13時～
14時ごろを予定）
▶募集人数＝各日20人（要予約）
▶会場＝保健文化センター１階
▶持ち物＝母子健康手帳（妊婦のみ）、健康手
帳（持っている方）、健康ポイント手帳（12月の
日程までは対象事業です）
▶参加費＝無料
（お口のケアグッズのプレゼントあり）

歳以上

期をお願いすることがあり

場合、予約した方でも、延

接種は市内または千葉県内

ます。

害１級相当の障害のある方

定期予防接種相互乗り入れの

54

風しん抗体検査を
延長しています

昭和 年４月２日～昭和

47

は不要です。前回受けた検診

85

協力医療機関で受けることが

80

と同じ種類の検診案内を８月

75

接種を希望の場合は問い合わ

70

できますが、市外医療機関で

せください。

年４月１日生まれの男性の風

65

初旬ごろに通知します。他の

個別がん検診から集団がん検

▼対象＝ ・ ・ ・ ・ ・

しん抗体検査は３月末までで

95

がん検診を追加したい場合や

診に変更したい場合は、申し

・１０ ０ 歳 に な る 方

しん（麻しん風しん混合）ワ

・

▼対象外＝すでに 価肺炎球

クチンの予防接種受けられる

◇肺がん・結核検診、前立腺 （２０２３年４月１日時点の年齢） したが、無料で検査および風

がん検診は特定健診会場で受

菌ワクチン（ニューモバック

込みが必要です。

けられます

以前に発行したクーポン券

3月 4日㈯

期間が延長されました。

11月22日㈫

※すでに定期接種を受けた方、

は使用できませんので、検査

8月31日㈬

ス）を受けたことがある方

市の助成を受けて任意接種

を希望する場合は、新しいク

市が実施している「おとなの歯科検診・プレ
ママ歯科検診」では、歯科医師によるむし歯と
歯周病のチェック以外にも、それぞれのお口の
状態に合わせたブラッシング方法のアドバイス
や予防グッズの紹介、希望者へのフッ素塗布を
実施しています。
検診は感染拡大防止のため完全予約制にな
りますので、希望する方は申し込みください。

内容

90

栄 養 士だより

令和４年度おとなの歯科検診・プレママ歯科検診日程

日程

肺 がん 結
･ 核 検 診 、前立腺

を受けた方は対象となりま

詳細は問い合わせください。

ーポン券を発行します。

ぴーライフ
良い歯と健康な歯肉で 歯っ

がん検診は、特定健診会場で

直 接 申 し 込 み く だ さ い 。日

程・会場は、５月以降の広報

せん。

日本脳炎予防接種
ワクチンの供給が回復
しつつあります

市では、３、４歳の誕生日

▶︎日時＝4月14日㈭10時～11時45分、13時
～16時
▶会場＝保健文化センター
▶持ち物＝献血カード（持っている方）、運転免
許証など身分証明できるもの
※新型コロナウイルス感染症により、日程が変更と
なる場合は、市ホームページでお知らせします。

紙や市ホームページ等でご確

認ください。

◇令和４年度「大網白里市お

となの健康づくりガイド」と

が完成

「親子の健康づくりガイド」

月末

を 迎 え た 方 に 接 種のお 知 ら

せをしています。昨年

各公共施設で配布していま

す。また、市ホームページか

ごろまで、一部の日本脳炎ワ

クチンの生産ラインが停止し

らダウンロードできます。
ていましたが、徐々に供給が

回復しています。ワクチンの

接種を見合わせていた、追加

入荷状況を見ながら、昨年度

接 種（ ４ 、５ 歳 児 ）、一部 の

１、２回 接 種（３歳 児 ）の方

小学４、５年 生の２期（４

々にお知らせをしています。

回目）の接種のお知らせは夏

休み前を予定しています。

①７歳以上で１期３回分の接

10

23

▲マイナポータル
QRコード（4月4
日㈪ から利 用で
きます）

▼申込方法＝郵送、健康増進

なし

※新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等で、検診の日程・申
込方法等が変更となる場合があります。その場合、広報紙・
市ホームページ等で周知しますのでご確認ください。

の受付を開始します。

なし

50歳以上の男性

※集団接種も、接種日前日ま

40歳以上の方

けて結果に異常が無かった方、 機能またはヒト免疫不全ウイ

あり

でにワクチンの供給が無い

あり

前立腺がん検診

血

5月30日㈪

30

健康増進課
健康増進班
☎0475
( 72 )8321

ルスによる免疫機能に身体障

あり

問い合わせは

課窓口、電子申請 マ(イナポー

あり

肺がん・結核検診

高齢者の肺炎球菌予防接種

種を終えていない方

歳で２期（４回目）の接

ださい。

せ（白地に紫色のラインの予

②

なお、次の方は問い合わせく

診 票 ）をします。なお、次に

種を終えていない方

〈定期接種〉

該当する方は、個別通知をし

③平成 年４月１日生まれま

対象者は個別通知でお知ら

さい。

ていませんので、申し出くだ

献

○

大網白里アリーナ

タル に)て、 氏名（ふりがな）、 令和３年度に乳がん検診、大

13時10分～14時
※完 全 予 約 制で
希望の方は申
5日㈫、12日㈫、 す。
し込み
ください。
26日㈫

保 ＝保健文化センター
◎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。

14

○

●集団がん検診の種類と対象者
対象者（令和５年4
検査の種類
月1日時点の年齢）
胃がん検診
4 0 歳 以 上の 偶 数
（バリウム検査）
年齢の方
乳がん検診
30歳以上の女性
2 0 歳 以 上の 偶 数
子宮がん検診
年齢の女性の方
大腸がん検診
40歳以上の方

6日㈬、21日㈭

12

○

○

11

常が無かった方は、申し込み

予約日

○

保健文化センター

腸がん検診を受けて結果に異

日本脳炎

○

住 所、生年 月日（ 年 齢 ）、電

保

○

○

話番号、希望の検診を明記の

8日㈮

○

上、申し込み

麻しん・風しん
混合

大網白里アリーナ

月 日㈭

27日㈬

保健文化センター

○

▼申込期間＝４月４日㈪～６

BCG

受付時間

○

○

検診（バリウム検査）の集団

11月10日㈭

○

○

○

がん検診を実施します。がん

10月26日㈬

8日㈮10時30分～11時30分

接種

○

10月18日㈫

11日㈪10時～11時30分

乳児相談

○

10月3日㈪

場

検診を定期的に受けることで、

すくすく広場

○

9月22日㈭

会

保保保 健健健

27日㈬午後

大腸

保健師だより

乳児健診・BCG

子宮

令和４年度集団がん検診の申し込みが
始まります

対象

集団がん検診の申し込みを

日時

（バリウム
乳がん
がん
がん
検査）

４月４日㈪から開始します。

会場

胃がん

程

今年度は９月から 月にか

事業

日

早期にがんを発見できます。

●集団がん検診の日程と会場

●健診等

けて、子宮がん検診、乳がん

４月の健診・予防接種など

また、今年度から電子申請

2022.4.1

検診、大腸がん検診、胃がん

9 №660

情 報 コーナ ー

ださい。

☎０４７５（７７）６８８０

貝や卵塊の駆除など地域全体

取水口へのネットの設置、

で防除対策に取り組み、被害

みはご連絡ください。

なお、納入通知書での支払

の軽減に努めましょう。

▼防除方法

行・コンビニ等の窓口で行 う

ことができます。利用できる

・貝や卵塊の駆除

いは、金融機関・ゆうちょ銀

金融機 関およびコンビニは、

め、素手では触らないでく

ださい。

）の設置

納入通知書をご確認ください。 ※寄生虫がいることがあるた

問シーデーシー情報システム㈱

（ 山 武郡 市 広 域 水 道 企 業団

・ 取水口へのネット（目合５

必ずタイヤやロータリーにつ

お客様センター内）

などの農業機械の故障や作業

いた土や泥を落としましょう。

・水田での水深４ 以下の浅

者のけがにもつながります。

道路上に泥などを落とした

～

水管理

農業環境の保全のためにもご

場合は、速やかに清掃をお願

いします。

・食害防止剤等の薬剤散布に

☎０４７５（５０）４１３２

ジャンボタニシの被害防止対策

ジャンボタニシ（和名スク

cm

問下水道課管理班

下 水 道 使 用 料 の 支 払いは

10
mm

№660 10

お知らせ

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

問農業振興課農政班

みのポイ捨てはやめましょう。

井戸水を使用して宅内汚水

よる貝密度の低下

を下水道へ排水する場合は、

※薬剤散布の場合、必ず農薬

４月のごみ収集日

汚水排除量の認定を受けるた

巻き貝で水田等の柔らかい葉

ミリンゴガイ）は、南 米 産の

☎０４７５（７２）５７０８

口座振替で

問大網白里アリーナ

問農業振興課農政班

ます。

☎０４７５（７０）０３４５

拡大防止のため中止とし

また、汚水排除量の認定を

を好んで食べることから、苗

☎０４７５（７０）０３４５

型コロナウイルスの感染

下水道使用料の支払いは、

付いた泥や土を落としましょう

道路に出る前に、トラクター等に

チュアゴルフの部は、新

めの届け出が必要です。

受けていて次に該当するとき

登録番号 例( 農:林水産省登

録 第 〇 号 の)あるものを適

正に使用してください。

問農業振興課農政班

道路上に落ちた泥などは、

通行の妨げになり、大変危険

です 。また、ジャンボタニシ

移植後の水田に大きな被害を

もたらします。

☎０４７５（７０）０３４５

農地へのごみのポイ捨ては

ることもあります。環境美化

の稚貝や病害虫が付着してい

道路沿いの田や畑へのごみ

と安全のためトラクター等で

やめましょう

のポイ捨てが目立っています。

水田や畑から道路に出る前に、

る市民スポーツ大会アマ

田や畑にごみがあると農作業

に支障が生じるほか、空きカ

例年５月に開催してい

は、下水道課へご連絡ください。 便利な口座振替の利用をお勧

めします。口座振替の申し込

令和４年の「おおあみしら
さとの花火」は、新型コロナ
ウイルス感染症の収束の見通
しがつかないことから、中止
を決定しました。開催を楽し
みにしていた方には大変申し
訳ありませんが、ご理解のほ
どお願いします。
問なつまつり実行委員会事
務局（市商工観光課内）
☎０４７５(７０)０３５６

市民スポーツ大会
アマチュア
ゴルフの部
中止のお知らせ

①使用人数に変更があったと

き（家族の転入・転出・出生・

死亡等）

②井戸を廃止し、使用を中止

③井戸水を水道水へ切り替え

したとき

たとき

④新たに井戸水を使用するとき

下水道使用料は従前のまま

し出します。

※１回の申請で２台まで。

※申請状況により希望に沿え

ないこともありますのでご

了承ください。また、燃料

市民課窓口
４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
４月24日㈰
８時30分～17時15分
※マイナンバーカードの受け取
りは事前予約が必要です。
問市民課戸籍班・市民班
☎０４７５
（７０）
０３４０

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ 問地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６
地

区

名

ビン・
ガラス

金属類

カン

ペットボトル

21日㈭

14日㈭
毎週㈭
28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
1日㈮
台大網白里線より北側地区）

15日㈮

8日㈮
毎週㈪
22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 5日㈫
び大あみハイツ）
・南飯塚・南横川・弥幾野・県道山田台大網白里線より南
側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷）
・富田
（南）
・わらび台

19日㈫

12日㈫
毎週㈫
26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 4日㈪
今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

18日㈪

11日㈪
毎週㈬
25日㈪

資源ごみは、地域の集団回収に出しましょう

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

今月は収集を行いません

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り 7日㈭
北側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷）
・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）

13日㈬
毎週㈮
27日㈬

蛍光灯 乾電池

今月は収集を行いません

20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 6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

５月２日㈪は、固定資産
税第１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＝４月24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）。
問税務課滞納整理班
☎０４７５(７０)０３２３

草刈機を無料で貸し出します

市内の区・自治会、ＮＰＯ

法人等が行うボランティア清

掃に対し、無料で草刈機を貸
費、運搬費その他の費用は

借受人の負担となります。

詳細は問い合わせください。

問地域づくり課環境対策班

☎０４７５（７０）０３８６

今月の納税

令和４年
「おおあみしらさと
の花火」
中止のお知らせ

ンや 空きビンは、トラクター

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝4月21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
問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
子育てに関する相談＝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
問こども家庭相談室 ☎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
問・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（4月26日㈫を除く）
エイズ検査＝4月14日㈭13時～13時30分、
17時～17時30分 予
4月28日㈭13時～13時30分 予
精神保健福祉相談＝4月6日㈬14時30分～16時30分 予
4月13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
問・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＝4月6日㈬・20日㈬10時～15時・東金商工会館
問千葉県税理士会東金支部 ☎0475（50）6322

※変更の届け出が無い場合、

予 ＝要予約

になりますので、ご注意く

相談コーナー

2022.4.1

お知らせ

成年年齢引き下げに伴う新成人の
消費者トラブルにご注意を

宝 く じの 収 益 金 を 市 の 事

業に活用しました

くじの収益金の配分を受けて

民法改正により4月1日から成年年齢が18
歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意
が無くても、自分の意思で契約ができたり、
高校生でもローンを組んだり、クレジットカー
ドが作れるようになります。未成年 者の場
合、親などの法定代理人の同意が無い契約
については取り消すことができますが、成人
になると民法の「未成年者取消権」に基づく
取り消しができなくなります。そのため、保護
が無くなったばかりの高校・大学在学中の新
成人を狙う悪質な業者がいます。トラブルに
巻き込まれないよう注意してください。
◇契約や買い物で「困ったな」と思ったら
市消費生活センターへ
▶︎相談日時＝㈪・㈫・㈬・㈮
10時～12時、13時～16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
☎０４７５（７０）０３４４
問〈貸金業について〉
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決
センター
☎０５７０（０５１）０５１
関東財務局千葉財務事務所
☎０４３（２５１）７２１４
〈警察に対する相談〉
☎＃９１１０

千葉県動物愛護センター動物愛護事業
◎図書室の開室
こども読書週間にちなみ、大網白
里市図書室のみ、祝日の開室をしま
す。
▶開室日時＝4月29日㈮・５月３日
㈫・4日㈬・５日㈭９時～17時
※中部分室・白里分室は休室。
◎今月の展示棚
「図書 室 職 員が選ぶ！ワタシの推し
本」
今回は図書室の全職員、各自が思
い入れのある本をご紹介。好きな本、
思い出の本、影響を受けた本など選
んだ理由はさまざま。職員の推し本、
ぜひご覧ください。
「わくせいキャベジ動物図鑑」
Tupera tupera/作・絵 アリス館
「都風俗化粧伝」
佐山 半七丸/著 平凡社
「アクロイド殺害事件」
アガサ・クリスティ/著 東京創元社
「乗合船」
北原 亞以子/著 新潮社
「長くつ下のピッピ」
リンドグレーン/作 岩波書店
図書室休室日

「ＮＨＫ連続人形劇のすべて」
池田 憲章/編著 アスキー
◎大網白里市図書館おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分～
▶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～
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分～
◎春のおはなし会
大型絵本の読み聞かせや、パネル
シアター等を行います。詳細は問い合
わせください。
①白里分室
▶日時＝４月21日㈭15時30分～
▶会場＝白里公民館講堂
②大網白里市図書室
▶日時＝４月23日㈯14時30分～
▶会場＝図書室会議室
③中部分室
▶日時＝４月27日㈬15時30分～
▶会場＝中部コミュニティセンター会
議室
※新型コロナウイルスの感染状況によ
り中止となる場合があります。

4日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪・28日（木・室内整理日）
・
29日（金・昭和の日）
※29日は、市図書室のみ開室しています。

問大網白里市図書室 ☎０４７５
（７２）
８３８３ 大網白里市図書室 検索

◇飼い主募集中（準備中）
センターホームページ・所内掲示
で保護した譲渡対象の成犬・成猫
を紹介します。個別審査や事前講
習会等が必要です。
◇犬と猫との出会いの場
犬や猫の新しい飼い主の方を探
しています。詳細を確認し申請して
ください。
※マッチングは両者間でメールにて
調整していただきます。
◇動物愛護教室
学校の授業や地域の勉強会等の
依頼により、講師を派遣します。
◇親子体験教室（夏休み期間中の
み）
小学生とその保護者の方を対象
に、犬との安全な接し方や動物由
来感染症等について講習します。ま
た、センターの施設見学も実施して
います。
◇犬のしつけ方（動画配信）
ＹｏｕＴｕｂｅにて希望者に動画
配信をしています。センターホーム
ページ（犬のしつけ方教室）のちば
電子申請システム「犬のしつけ方教
室（基礎講座）動画配信の申し込
み」から応募ください。
◇動物の飼い方相談等
（公財）千葉県動物保護管理協

家庭で使用した食用油をリサイクルしましょう

会では、動物の飼い方相談やしつ
け方教室を開催しています。詳細は
会へ問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症等の
影響で開催を中止する場合は、
センターホームページでお知らせ
します。
問〈譲渡・愛護教室等について〉
千葉県動物愛護センター（本所）
☎０４７６（９３）５７１１
〈飼い方相談・しつけ方教室に
ついて〉
（公財）千葉県動物保護管理協会
☎０４３（２１４）７８１４

▲犬と猫との出会いの場
（センターホームページ）

▲犬のしつけ方教室
（センターホームページ）

まま回収箱に出してください。

▼ 回 収できる 油＝植 物 性 油

（ 使 用 済みの油は、一度こし

てください）

油は回収できません。

※エンジンオイルや事業系の

・問地域づくり課環境対策班

☎０４７５（７０）０３８６

高 齢 者 見 守 り サ ー ビスを

申

廃食用油のリサイクルにご

17

協力ください

30

▼回収場所＝別表のとおり

▼回収時間＝８時 分～ 時

※年末年始を除く。

ご利用ください

市では、認知症高齢者等の

検定し、これを公証する国家

方を対象にした見守りサービ

めに利用を希望している方。

検定制度です。

スを開始しています。

万が一徘徊してしまった場

※家族等がメールを受信でき

市では、サマージャンボ宝

合に居場所を知らせるサービ

（一部職種）および単一等級

くじ、ハロウィンジャンボ宝

82

▼等級＝１級、２級、３級

▼利用料＝無料（１人１セッ

▼職種＝園芸装飾、造園など

職種 作業

52

る環境が必要です。

シールを帽子や服 、杖 、シル

ト 枚）追加購入は有料。

30

スで、ＱＲコード付きラベル

バーカーなどに貼って利用し

は、語学指導等を行う外国青

います。令和３年度の収益金

▼申込方法＝高齢者支援課で

種とも所定の実務経験が必要

年の招致や図書室運営などの

▼受検資格＝原則として各職

▼受付期間＝４月４日㈪～

ます。

・問地域包括支援センター

申し込み

申

徘徊を発見した方がスマー

☎０４７５（７０）０４３９
宝くじの収益金は、都道府

15
財源の一部として活用しました。

県別の販売実績などによって

日㈮

～９月 日㈰の間の指定する日

▼試験実施日程＝６月７日㈫

11

トフォンなどでラベルシール

のＱＲコードを読み取ると、

事前に登録した家族などに発

護されたことが分かる仕組み

ひ千葉県内の宝くじ売り場を

詳細は問い合わせください。 配分されますので、購入はぜ

問県 職業 能 力開発 協会 技 能

ご利用ください。

問財政課財政班

第７回ハマボウフウ種まき会

▶日時＝４月２日㈯13時45分
～15時30分※雨天の場合３
日㈰に順延。
▶集合場所＝白里海岸北駐
車場
▶対象＝ハマボウフウの里親
の方、市民
▶持ち物＝軍手、
マスク、動き
やすい靴・服装
問街資源再興プロジェクト
☎０４７５
（７２）
８２７８

☎０４７５（７０）０３１０

おもてなしプロジェクト
（フードパントリー）第２弾

～コロナ禍でお困りの方へ食品・日用品等を援助～
◇家庭で余っている品物の寄付を
▶持ち込み期間＝①食品・日用品等（４月５
日㈫まで）、②野菜（４月８日㈮15時まで）
◇品物の仕分け作業にご協力を
▶作業日時＝４月８日㈮13時～17時
◇ご厚意で集まった品をお渡しします
▶配布日時＝４月９日㈯13時～15時
▶募集人数＝30人※要事前予約。
▶申込締切＝４月８日㈮15時（定員になり
次第締め切り）
詳細は問い合わせください。
申・問ＮＰＯ法人市民ステーション・まちサポ
☎０４７５
（７２）
８２７８

▶日時＝4月28日㈭15時～
17時
▶検討内容＝交通事故損害
賠償と社会保障の調整問題。
①生活保護制度、②介護保
険制度
▶会場＝中央公民館
▶参加費＝無料
参加希望の方は4月22日ま
でに電話連絡をお願いします。
問田中 ☎090（8850）5977

令和４年度前期技能検定

料理作りを学び家でも実
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）
▶参加費＝7,000円／半年
問横野
☎090（2546）3767

検定課

大網社会法研究会

65

☎０４３（２９６）１１５０

男性料理の会

玄関

http://www.chivada.or.jp

テニス
（硬式）
で汗を流し、親睦
を図りませんか。
初心者大歓迎です。
▶日時＝平日および休日
▶会場＝南飯塚テニスコート
▶募集人数＝1クラス8人まで
▶参 加 費＝1レッスン（ 2 時 間 ）
1,000円
電話またはメールで申し込みく
ださい。
問崎口
（代表）
☎090（8811）4842
sakiabc@r6.ucom.ne.jp

開講11年。新たに高校生のた
めの英検クラス開設。大網から国
際舞台で活躍する若者の育成。
目
標を持たせ非行防止を図る。
▶日時＝原則㈯・㈰8時30分～19
時まで。平日希望の場合要相談。
▶対象＝小・中・高校生
▶参加費＝無料（教材等は実費
負担）
現在、他の有料英語塾に通って
いる方は受講不可。
詳細は問い合わせください。
問廣瀬 ☎080（2029）0277

当直室前

白里出張所

技能検定は、働く方々の有

ボランティア英語塾のご案内

玄関ロビー

※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。

歳以上の方で、徘徊したこ

テニス教室（エンコントロの会）

市役所

玄関

する技能を一定の基準により

小さな美術館と言われる
切手。多くを学び、楽しさを
味わってみませんか。楽しい
仲間が待っています。
▶定例会日時＝4月9日㈯
10時～11時
▶会場＝中央公民館２階
▶対象＝子どもから大人まで
▶会費＝無料
問大網白里切手クラブ／前田
☎080（5647）4262

土・日・祝日

中部コミュニティ
センター※

とがある方、または今後のた

▶日時＝4月17日㈰14時～
▶会場＝中央公民館講堂
▶講師＝鵜澤良臣氏（本会
副会長）
▶演題＝郷土出身の早世の
言論人 高山 樗陰の
「無
絃琴」
を読む。
▶参加費＝無料
問郷土史研究会/中村
☎090（2205）2301

平日

見通知メールが送信され、保

切手会からのお知らせ

施設

です。利用には、市役所での

記念講演会のご案内

回収場所

登録が必要です。

※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。

●別表

▼対象者＝市内に住所がある

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

▼回収方法＝キャップをよく

2022.4.1

締めてペットボトルに入れた

11 №660

募

集

会計年度任用職員
（ケアマネジャー）

▼業務内容＝地域包括支援セ

ンター業務（要支援者および

総合事業対象者へのケアプラ

▼申込締切＝４月 日㈮

日 ㈪まで、９時～

詳細は問い合わせください。 ㈰・祝日を除く）

▼募集人数＝若干名
る事務等

▼内容＝特定健康診査に関す

▼募集人数＝１人

月までに大学を卒業する見込

卒業した方および令和５年３

①大学（短期大学を除く）を

まれ、次に当てはまる方

時（ ㈯・

税局、最寄りの税務署または
人事院各地方事務局（所）、
人事院ホームページ

問東京国税局人事第二課
☎０３（３５４２）２１１１
市民農園（あおぞら農園）
の利用者

▼利用料金

会が無い場合には、直接市子

子ども会に入会して、楽し

地域に新しく子ども会を設

く活動しませんか。

市農作業標準賃金・機械作業料金

写し
▼提出方法＝郵送または持参
☎０４７５（７０）０３３６
令和４年度国税専門官

㈰、２次試験７月４日㈪～

▼試験日＝１次試験６月５日
日㈮の指定された日時

・平成４年４月２日～平成

▼受験資格

▼受験案内交付場所＝東京国

・問市民課高齢者医療年金班

者支援課へ提出。

※持参の場合は開庁日に高齢
※随時募集しています。
・問地域包括支援センター
０４７５（７０）１０９３

☎０４７５（７０）０４３９
年４月１日生まれの方
※詳細は、東京国税局ホーム

▼年齢＝不問
▼条件＝平日週３日程度（健
②人事院が①と同等の資格が

みの方

更新あり。

ページをご確認ください。

・平成 年４月２日以降に生

▼勤務期間＝採用時～令和５
診期間中は㈯を含む週５日）

会計年度任用職員（市民課）

年３月 日
勤務でき、基本的なパソコン

ン作成等）

※試用 期 間あり（１か月）、

※１人２区画まで。先着順で

ども会へ入会ができます。

あると認める方

にも役立てられる「あおぞら

空き区画が無くなり次第、

・１区画５２０円／月

操 作（ Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
▼申込方法＝人事院ホームペ

体験してみませんか。

農園」で、ぜひ収穫の喜びを

生きがいづくりや健康増進

入力）のできる方
ージより申し込み

※年度途中から利用の場合は、 立したい、子ども会の運営を

サポートしてほしい等、子ど

食材は、無駄無く使い切りましょう

▼勤務時間＝平日８時 分～
時 分
▼受付期間＝４月４日㈪受信

分～ 時

〈あおぞら農園施設概要〉

受付終了。

▼期間＝６月～ 月末

通自動車運転免許（ＡＴ限定可） ▼勤務時間＝８時

▼資格＝介護支援専門員、普
有効まで

３月末日までの残りの月数

８時～17時

10 刈取から袋詰めまで

大網白里アリーナ
メインアリーナ

▼所在地＝大網１８７５ １-

刈取脱穀（コンバイン）

3月上旬

味のある方もぜひご連絡くだ

育苗（稚苗、１箱当たり）

８時～17時

分の利用料金がかかります。 も会に関わる悩みや相談、興

7

大網白里アリーナ
メインアリーナ

9

38円

12月上旬 ㈰ 軽スポーツ体験会

問農業振興課農政班

畦塗り（トラクター）

８時～17時

㎡／１区画）※ほか学

5

8

画（

6,600円

6

▼区画数＝一般区画１９３区

水田代掻（トラクター）

11月中旬 ㈯ 体力テスト

さい。

4

大網白里アリーナ
メインアリーナ

☎０４７５（７０）０３４５

6,300円

８時～17時

童区画あり。

水田耕起（トラクター）

大網白里アリーナ
メインアリーナ

なお、「子ども会活動展」

・問市子ども会育成連絡 協

議会事務局（生涯学習課内）

☎０４７５（７０）０３８０

▼申込締切＝各実施日の７日

商工観光課振興班

前まで

☎０４７５（７０）０３５６

問（ 公財）千葉県産業振興セン
ター

3

㈯ スポ・レク大網白里

▼施設

を開催予定です。

▼日程＝４月 日㈮～ 日㈭

子ども会に入会しませんか

市子ども会育成連絡協議会

▼会場＝中央公民館２階ホール

・木造平屋建て管理棟＝ミー
ティングルーム、トイレ、倉庫

では、地区子ども会の市子ど
も会加入受付と、地区子ども

・その他＝駐車場、外倉庫、
給水施設など

サテライト相談

令和４年度よろず支援拠点

☎０４７５（７０）０４３９

・問地域包括支援センター

▼参加費＝無料

す。お住まいの地域に子ども

会への入会者募集をしていま
農具があります。

※無料で使用できる貸し出し

▼日時＝４月８日㈮、６月 日㈮
① 時 分～ 時 分
② 時 分～ 時

③ 時～ 時 分
※予約制。

▼会場＝中央公民館２階研修室

8,100円

9月上旬

決定額

種目

▲市ホームページ

☎０４３（２９９）２９２１

2,900円 調製は籾すりまでとする。
オペレータ付きで10ａ当たりとする。
※乾燥場までの籾運搬は含まない。
18,000円
※乾燥場までの籾運搬費は籾運搬コンテナを使用す
る場合10a当たり923円とする。
46,300円 10ａ当たりとする。

畑作業

８時～13時

▼受験案内交付期間＝４月４

講座・催し
気になったらすぐ相談！
「もの忘れ相談会」

よろず支援拠点では、中小
会福祉士、介護支援専門員等）

相談を行っています。

企業・小規模事業者等の経営
認知症（疑い含む）高齢者お

による認知症の個別相談

日㈬、令和５年
２月 日㈬

▼会場＝市分庁舎

乾燥調整（60kg）

2

研修室・武道場

㈯ 軽スポーツ体験会

問農業委員会事務局 ☎０４７５（７０）０３９３

☎０４７５（７２）５７０８

8,200円 オペレータ付きで10ａ当たりとする。苗費は含まない。

8,800円

㈯ 軽スポーツ体験会

分

☎０４７５（７２）５７０８

760円 稚苗（硬化苗）１箱当たりとする。

植付け（田植機）

水田作業

5月下旬

分（健診期間中は８時

5月10日㈫10時～

時間

▼必要経験＝介護支援専門員

スローエアロビック

1

施設の場所

～ 時 分）

4月24日㈰10時30分～

No

市スポーツ推進委員は主に大網白里アリーナを会場に1年を通して
さまざまなイベントを主催しています。お気軽にご参加ください。
詳細は、決まり次第市広報紙でお知らせします。
※日程等は変更する場合があります。

業務経験者

弓道

15

しません）

4月24日㈰10時～

※料金は、農作業の受委託をする際に目安となるよう定めたものです。実際の作業料金を決める場
合には、地域の実情や圃場条件等を勘案し、当事者間で十分話し合って決めてください。

問大網白里アリーナ

認知症の不安を持つ高齢者、 ▼ 内容＝専門 職（保 健 師、社
よび介護をしている家族等に

▼日程＝５月

日㈬、８月
▼対象＝市内在住で、もの忘
る方、家族、事業所

日㈬ 、 月

対し、相談会を開催します。
状態に合わせたアドバイスや

▼時間＝ 時～ 時
※随時受け付けます。

▼申込方法＝電話で申し込み
明等が受けられます。

認知症に対する支援制度の説

16

▼提出書類＝履歴書（返却は

柔道

28

15

22

専門職への早期相談により、 れや認知症について不安があ

18

16

10

事業名

申

付）、職 務経歴書、資格証の

4月23日㈯9時～

令和４年度

令和４年度スポーツ推進委員主催行事予定表

市ホームページに
バナー広告を掲載しませんか
11
15

曜日

10

▼提出書類＝履歴書（写真貼

バドミントン

申

13

申

17
15

大網白里アリーナ
武道場

4月17日㈰13時～

弓道場

バレーボール

備考
1日当たりの賃金。
ただし実労働時間は８時間とする。
同上。
オペレータ付きで10ａ当たりとする。
１回分料金とする。
オペレータ付きで10ａ当たりとする。
仕上げまでの料金とする（２回基準）。
ロータリーを使用した場合は、水田耕起の料金とする。
１ｍ当たりとする。

日時

45 15 14

31

15

令和４年度の各スポーツ教室の開講式を行います。受講者は出席し
てください（要事前申込）。

市公式ホームページではトップページにバ
ナー広告を掲載しています。バナー広告をク
リックすると広告主のホームページが開きま
す。ぜひご活用ください。
▶掲載料金
・市内に事業所等がある方＝月額６千円
・市外に事業所等がある方＝月額１万円
▶掲載場所＝トップページ下部
▶サイズ＝縦60ピクセル×横１９０ピクセル
※画像は広告主で作成してください。
申込方法等、詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
申・問秘書広報課秘書広報班
☎０４７５（７０）０３０７
17

15

15

柔剣道場

4月17日㈰9時30分～

15

15 30

15 16

※新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、日程が変更となる場合があります。
申・問大網白里アリーナ

15 14 13

30

剣道

▲人事院国家公
務員試験採用
ＮＡＶＩ（人事院
ホームページ）

17

市スポーツ教室開講式

16

4月17日㈰9時～

▲採用関係お
役 立ちリンク集
（東京国税局
ホームページ）

12

30

30

卓球

会場
大網白里アリーナ
サブアリーナ
大網白里アリーナ
武道場
大網白里アリーナ
サブアリーナ
大網白里アリーナ
サブアリーナ
開講式日時
教室名

申

13

申

№660 12
2022.4.1

講座・催し

令和４年度ミニバスケット

分～

30

ボール教室

13

▼日時＝月２回（おおむね、

第２・４㈯予定） 時

バスケットボール連絡協議会

スケット ボール部 ）、市ミニ

各種目実施日の一週間前まで

▼申込方法＝４月２日㈯以降

日㈬から

に申込書を提出。ファクス可。

※市外の方は４月

受け付け。なお、ペアの片

方が市内在住 在･勤の場合

は市内扱いとします。申込

書は大網白里アリーナ、市

20

問市ミニバスケットボール連

絡協議会／佐藤

☎０８０（５０９６）８７３２

問大網白里アリーナ

☎０４７５（７２）５７０８

市民スポーツ大会（テニス）

▼受付時間＝休館日を除く８

歳以上男子ダブルス③

にて入手可。

ス②

時 分～ 時 分

１人５００円、市外の方１人

15

13

スポーツ協会ホームページ

一般男子 ダブルス④一般女子

▼参加費＝市内在住在勤の方

17

30

▼種目＝①一般男子シングル

サブアリーナ

ダブルス⑤一般混合ダブルス

１，０００円

30

16

時 分（ 時受付）

▼対象＝年長者から小学６年

⑥シニア混合ダブルス（男

60

60

▼ 会 場 ＝ 大 網 白 里ア リ ー ナ

生以下（男女）

50

※事前に、スポーツ安全保険

に加入していることが条件。 歳以上、女 歳以上）

※締切日以降のキャンセルは、

市営ガスを使用の皆さんへ
電気湯沸器やＩＨコンロ等の設置のた
めにガス機器を取り外す際は、事前にガ
ス事業課までご連絡ください。
ガス事業課に申し込みをせずにガス栓
やガス配管を変更・撤去した場合は、法
律に違反する場合があります。
本市でも、適正なガス元止め工事が行
われずに、ガス設備が大変危険な状態で
放置されていた事例がありましたのでご
注意ください。

外す前に、
まず連絡を！

※は参加費あり（親子１組１００円）。

▼日時＝①②５月８日㈰、③

23日㈭ お楽しみ会※

▼申込方法＝参加申込書に必

16日㈭ 楽しく遊ぼう

14日㈫ お楽しみ会※

準備の都合上認められません。

21日㈫ 布袋作り※

３月 9日㈭ お楽しみ会※

２月 9日㈭ 楽しく遊ぼう

22

問大網白里市スポーツ協会

26日㈭ 楽しく遊ぼう

日㈰、 日

22日㈭ クリスマス会※

17日㈫ おやつ作り※

④５月 日㈰、⑤⑥５月 日㈰

20日㈫ クリスマス会※

１月 12日㈭ おはなし会

※予備日は６月

12月 8日㈭ クリスマス会※

24日㈭ 楽しく遊ぼう

要事項を記入の上、申し込み

11月 10日㈭ 歯科衛生士の話 15日㈫ 幼児の応急処置

▼申込先＝市ミニバスケット

22日㈭ 楽しく遊ぼう

19
テニス部理事／田中

13日㈫ 楽しく遊ぼう

楽しく遊ぼうハロ
楽しく遊ぼうハロ
楽しく遊ぼうハロ
10月 13日㈭
18日㈫
27日㈭
ウィン
ウィン
ウィン

㈰です。

９月 8日㈭ 楽しく遊ぼう

実施しません

ボール連絡協議会ホームペー

開催日

８月

☎０９０（２３０５）４１０３

７月 14日㈭ お楽しみ会※

子どもヘアカット
12日㈫
28日㈭ お楽しみ会※
講習

分集合

26日㈭ 楽しく遊ぼう

※各種目とも、８時

17日㈫ おやつ作り※

６月 9日㈭ 幼児の応急処置 21日㈫ 歯科衛生士の話 23日㈭ 楽しく遊ぼう

ジまたは大網白里アリーナ

５月 12日㈭ 栄養士の話

申

15

12

15

大網白里アリーナ

28日㈭ 楽しく遊ぼう

☎０４７５（７２）５７０８

19日㈫ 楽しく遊ぼう

（厳守）
。

４月 14日㈭ 楽しく遊ぼう

▼会場＝①④⑤みずほ台テニ

農村ふれあいセンター
やまべの郷

動できる服装、タオル、飲み

農村環境改善センター
いずみの里

▼持ち物＝室内シューズ、運

中央公民館

０４７５（７２）０４３６

のびのびひろば

スコート、② ③ ⑥市営テニス

くすくすひろば

物（ふた付き）

ぴよぴよひろば

コート（北飯塚）

子育てサロンで一緒に

30

遊びましょう！

11

▼日時＝各サロン月１回（８

10

▼参加費＝無料

人、

20

スポーツ保険の申し込みは、 ▼対象＝市内在住、在勤の方

優先

16

月休み） 時～ 時 分

※詳細は別表のとおり。

▼ 会 場 ＝ 中 央 公 民 館 、農 村

環境改善センターいずみの里、

農村ふれあいセンターやまべ

の郷

▼対象＝小学校就学前のお子

さんと保護者

回あり）

会場

令和４年度日程

▼参加費＝基本無料（必要な

サロン

・問市社会福祉協議会

☎０４７５（７２）１９９５

●別表

申

ダブルスは各種目 組

プロ野球公式戦開幕を記念して、千葉ロッテマリーンズ公
式戦にご招待します。
▶日程＝４月26日㈫、27日㈬、28日㈭18時試合開始予定
▶会場＝ＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）
▶対戦相手＝東北楽天ゴールデンイーグルス
▶応募対象＝市内在住・在勤・在学の方
▶招待人数＝各日１００組２００人※１組につき１日程申し込
み可。
▶招待席＝内野指定席（フロア４）
▶申込方法＝球団特設サイトより申し込
み※応募者多数の場合は抽選。４月中旬
にメールにて結果通知。
▶申込期間＝４月１日㈮１０時～10日㈰
22時
問マリーンズインフォメーションセンター
☎０３（５６８２）６３４１
▲申込用ＱＲコード

事前に担当までご連絡くださ

千葉ロッテマリーンズ
公式戦開幕記念 特別観戦のご案内

い（年間８００円になります）。 ▼受付枠＝シングルスは

2022.4.1

▼主催＝市スポーツ協会（バ

13 №660

問ガス事業課 ☎０４７５（７２）１１３１
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）
。

ごみは、収集日の朝８時までに出してください

2022.4.1

№660 14

趣味で
せんか
「健康活動」しま

～20歳のぼく、わたしへ～

“未来のあなたへ応援メッセージ”
プロジェクト

むらじ

市内在住の連さん

長引くコロナ禍でも、笑顔で元気に健康活動に取り組む
方をご紹介します。
市内に住む連さん(88歳)は、いろいろな布と厚紙で、お
しゃれなマスク入れや保険証入れを制作し、市役所に寄付
していただくこともあり、配布するとすぐに無くなるほどの人
気です。
「色とりどりの小物ができるのが楽しいの。材料の厚紙
を集めるのがちょっと大変。
でも、
手に取る人が笑顔になっ
てくれるとすごく嬉しい」と笑顔で話す連さん。
指先を使う手芸は、脳の活性化にもつながるといわれて
います。また、集中して趣味に取り組むことはストレス軽減
にも効果があります。
皆さんも、趣味を通して自宅で健康活動に取り組んでみ
ませんか。
問地域包括支援センター ☎０４７５（７０）０４３９
むらじ

▲８年後、幸せあふれる20歳に

市青少年相談員連絡協議会では、市内の小学６年生を対象
に、20歳の自分へ向けて手紙を書く催しを行いました。
専用のポストには、将来の職業や学業など、成長した自分
に思いをはせる素敵なメッセージが286通届きました。
手紙は、応募してくれた６年生が20歳になる年に自宅へ
届けられます。

オンラインとのハイブリッド開催で全国からの参加
デジタル博物館シンポジウム

３月６日に、「デジ博×○○学＝地域の未来」をテーマとしたシンポジウムを開催
しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、会場参加とオンラインのハイブリッ
ド形式で実施したところ、オンライン会場には全国から参加があり、さまざまな地域
の方と一緒に地域振興や文化財のデジタル活用について考える機会となりました。
歴史分野では中央大学准教授の宮間純一氏、観光分野では本市出身のフリーアナウ
ンサーである森順子氏が講演。また、事例報告として、デジタル博物館を活用した授
業を行った大網小学校での取り組みを紹介しました。
講演後のパネルディスカッションでは、デジ
タル博物館活用による地域振興策をパネリスト
がそれぞれの立場から議論し、「より良く活用
してもらうには、楽しさが伝わるように発信す
ることが重要」といった提案が生まれました。
討論内容は、今後のデジタル博物館の企画・運
営に活かしていきます。
問生涯学習課生涯学習班
☎０４７５（７０）０３８０
▲シンポジウムの様子

休日当番医

●休日当番医テレホンサービス

☎0475(50)2531

▶診療時間＝９時～17時 昼休み時間については、各医療機関に問い合わせください。
※都合により当番医が変更になる場合もあります。また、専門以外の時は診療できない
場合があります。
月日

医

療

機

関

名

◀手紙を入れるポストを作る
相談員の皆さん

問市青少年相談員連絡協議会事務局（生涯学習課内）
☎０４７５（７０）０３８０
● お弁当レシピ●

ヘルスメイトの

きんぴらいなり

おすすめ

料理

１人分329kcal、食塩相当量0.5ｇ

手軽に栄養バランスがとれます。市販のきんぴら
ごぼうを使用しても簡単です。

4/3
㈰

岡崎医院（東金市）
☎0475(52)3313

宇井医院（山武市）
☎0475(86)2522

4/10
㈰

とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金市）
☎0475(54)2421

髙根病院（芝山町）
☎0479(77)1133

4/17
㈰

高橋医院（九十九里町）
0475(76)3101

京葉内科クリニック（山武市）
☎0475(82)2400

4/24
㈰

はっとり内科クリニック（東金市）
☎0475(71)3190

高橋医院（山武市）
☎0475(82)2450

4/29
㈮

城西クリニック（東金市）
☎0475(52)8181

明海クリニック（山武市）
☎0475(80)5355

材料（２人分）

● 作り方
❶きんぴらごぼうは、細かく刻み、ごはん、白いりごまと混ぜる。
❷いなり揚げは、レンジで30秒程加熱し温める。
❸いなりの中に❶を詰めてでき上がり。
食生活改善協議会

◆交通事故

山辺支部（ヘルスメイト）

◆窃盗犯罪

人身事故

2月

1 月からの累計

事故発生数

8件

14 件

車上ねらい

負傷者数

9人

15 人

0人

0人

部品ねらい

死者数

味付きいなり揚げ ‥‥‥ ４枚
白いりごま ‥‥‥‥‥‥ 大さじ１/２

きんぴらごぼう ‥‥‥‥ 60ｇ
ごはん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 300g

●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

※基 準日＝令和４年２月28日
※窃盗犯 罪の件 数は、基準日時点での暫定値です

青少年相談員とは？
青少年の健全育成を目的
に、小・中学生を対象とした
イベントを企画・運営してい
ます。

犯罪の種類

◆火災
2月

1 月からの累計

0件

0件

0件

1件

乗り物盗

0件

3件

空き巣

0件

0件

火災の種類

建物火災
その他火災
死者数

2月

1 月からの累計

2件

3件

4件

7件

0人

0人

