
８月の無料相談　　  お気軽にご相談ください
相談内容 日時・場所 問合せ

ふくし駆け込みテレホン 月曜日～金曜日　午前９時～午後５時 社会福祉協議会　☎78-0526

弁護士無料法律相談※要予約 ８月31日㈫　福祉センター　午後１時30分～３時30分 社会福祉協議会　☎78-0526

人権・行政相談 ８月10日㈫　福祉センター　午後１時30分～３時30分 総務課　☎77-3901

登記・法律・債務整理の
相談会      ※要予約（12日まで）

８月14日㈯　旭市民会館　 午後１時～５時
（千葉司法書士会八日市場支部の相談です）

司法書士加瀬事務所
☎0479-73-2654

税理士による無料相談
 ※要予約（平日９時～12時）

８月４・18日㈬　東金商工会館　午前10時～午後３時
（税務支援センターの税理士による相談です）

千葉県税理士会東金支部
(東金商工会館内) 
☎0475-50-6322

ちば北総地域若者サポート
ステーション無料相談会 

※要予約

８月20日㈮　福祉センター　午後１時～５時  
（若者の就労支援の相談会です）

ちば北総地域若者
サポートステーション
☎0476-24-7880

障害年金の無料相談会 ８月17日㈫　すばる司法書士事務所　午後１時30分～４時30分
（社会保険労務士が受給要件・申請手続きについて説明します）

みんなでサポートちば事務局
☎070-1541-7661

8月・9月のごみを出す日
▶可燃ごみ（毎週火・金曜）
▶資源／不燃／有害ごみ（毎月第１・３月曜）
　８月２・16日　９月６・20日
※ 回収が終わるまで数日かかることが

あります。
▶粗大ごみ（毎月2回・金曜日）
　８月６・20日　９月10・24日
　自宅回収は、上記の指定日のみで、
ステッカーを貼ってください。
※前日までに電話予約が必要です。
▶持込み（平日・毎月第２日曜日）
 　令和３年４月より、混雑緩和の観点
から直接持込みの事前予約方法が以下
の表のとおり変更となりました。
※事前予約がない場合搬入不可です。
▶事前予約方法について
　

※ 事前予約日が非営業日⇒直前の営業日に電話予約

▶可燃ごみ収集袋に使用できます
　レジ袋などのプラスチックごみの削
減を目的に、可燃ごみ収集袋として使
用できるレジ袋を協力店舗にて販売し
ます。販売価格は１枚30円（可燃ご
み袋小と同等サイズ  22Ｌ）です。
▶問合せ
　山武郡市環境衛生組合 ☎86-3516

▶地域安全ニュース
夏休み中の非行・犯罪被害の防止
　夏休みは解放感から子どもが家出、
深夜徘徊、喫煙などの不良行為や非行
に走りやすくなります。それらを防止
するには、普段からのコミュニケー
ション、服装や言葉遣いなどちょっと
した変化も見逃さないことが大切です。
　また、インターネットの有害サイトに
より犯罪の被害に遭う危険性も増加し
ます。フィルタリングサービスを利用
しブロックすることが有効となりま
す。ご家庭で善悪の区別や社会のルー
ルを守ることなどしっかりと言い聞か
せ、規範意識の醸成を図りましょう。
　相談事項などがある場合は「最寄り
の警察署・交番・駐在所」や「千葉県
警察少年センター　ヤング・テレホン
☎0120-783-497（ナヤミヨクナ
ル）毎週月～金曜日（祝祭日を除く）
午前９時～午後５時」に連絡をしてく
ださい。
　問  山武警察署　☎0475-82-0110
▶交通安全（二輪車の運転）
　８月は、二輪車の交通事故が増加し
ます。特に交差点では、二輪車は見え
にくく、右折と直進の事故が多く発生
しています。交通事故に十分注意して
運転しましょう。
　問  総務課自治振興係　☎77-3903

▶交通安全（補助施設の紹介）
　道路反射鏡（カーブミラー）は、自
動車の目視確認が困難な場合の安全確
認のための「補助施設」です。鏡面の
デメリットや死角が生じることもある
ことから、最終的な安全確認は運転手
自身の目視によることが原則です。
　カーブミラーへの過信から、目視確
認を怠った一時不停止や徐行運転をせ
ずに、交差点に進入するなどといった
事例が起きています。目視での安全確
認を確実に行うようにしましょう。
　問  総務課自治振興係　☎77-3903
▶８月の移動交番
◆道の駅風和里しばやま
　３日㈫、10日㈫、17日㈫、24日㈫、
31日㈫、午後２時～３時30分
◆福祉センター「やすらぎの里」
　５日㈭、12日㈭、19日㈭、26日㈭、
午後２時～３時30分
◆空の駅風和里しばやま
　６日㈮、27日㈮、午前10時～11時
30分
◆ウエルシア成田三里塚店
　20日㈮、午前９時30分～11時
◆芝山町役場
　23日㈪、午前10時～11時30分
※ 事件・事故等の発生や気象条件など

により、予定が変更となる場合があ
ります。

 

搬　入　日 事前予約日
平日の月曜日 前週の金曜日に電話予約
平日の火～金曜日 前日に電話予約
連休・休日明け 休日の前日に電話予約
第２日曜日 平日に電話予約

地域・交通安全情報（8月）

30広報しばやま 

くらしの広場

本誌をカセットテープに録音した「声の広報しばやま」を無料貸し出しております。
【貸出場所】役場、福祉センター、芝山郵便局、千代田郵便局、ＪＡ二川支所、ＪＡ千代田支所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  社会福祉協議会　☎78-0850



　　　　　　　　

※ 専門以外の時は診療できない場合があります。
※ 昼休み時間については、各医療機関にお問い合わせください。
※ 当番医は、都合により変更になる場合があります。「休日当番医テレホンサービス」でご確認ください。

休日当番医    　　休日当番医テレホンガイド　☎ 0475-50-2531
　　　　　　　　　      診療時間　午前９時～午後５時まで
月 日 南方地区（東金・大網・九十九里） 北方地区（山武・横芝光・芝山）

８　
月

1日㈰ 原医院　（東金） 吉田クリニック（山武）

☎0475-54-0624 ☎0475-82-0481

8日㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金） 京葉内科クリニック（山武）

☎0475-54-2421 ☎0475-82-2400

9日㈷ 東金たまクリニック（東金） 明海クリニック（山武）

☎0475-50-9720 ☎0475-80-5355

15日㈰ ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里） あきば伝統医学クリニック（山武）

☎0475-70-0801 ☎0475-86-3711

22日㈰ はっとり内科クリニック（東金） 大平医院（山武）

☎0475-71-3190 ☎0479-86-6012

29日㈰ 不動堂クリニック（九十九里） 鈴木医院（横芝光）

☎0475-76-7737 ☎0479-82-0126

  ８月下旬・９月上旬の保健事業　　  教室・講座・健診など
会場　保健センター　☎ 77-1891（★印は要申込）

月 日 事　　業　　名 時　間

８　
月

18日㈬ ぱわふる運動塾 10：00～11：30�
（★）20日㈮ ヘルスあっぷ講座（対象者 40～74歳）

23日㈪ １歳６カ月児健康診査（対象者  令和元年11月生～令和2年2月生の児童） 13：00～14：00

９　
月

1日㈬
子育て相談　第二保育所巡回 9：00～12：00
すくすく歯ッピー講座（対象 １歳児と保護者） 13：30～15：00（★）

2日㈭
のびのびラッコ教室（対象者 １歳６カ月児健診後～3歳児健診前の幼児と保護者） 10：30～11：30（★）
パンダ学級（対象者 ３歳児健診後～就学前の幼児と保護者） 13：30～14：30（★）

3日㈮ ヘルスあっぷ講座（対象者 40～74歳） 10：00～11：30（★）
6日㈪ ３歳児健康診査（対象者 平成29年12月生～平成30年3月生の児童） 13：15～14：00
7日㈫

住民健診（福祉センター）
　9：00～11：30�
13：00～15：00�

（★）

8日㈬
9日㈭

10日㈮

住民健診（役場南庁舎）
11日㈯
13日㈪
14日㈫

※ 新型コロナウイルスの影響により、事業が延期や中止となる場合などはホームページや防災行政無線
でお知らせします。   

Twitter Facebook芝山町
公式ＳＮＳ

人口と世帯数

ま ちのうごき

月間航空機騒音測定結果（速報）
令和３年６月分

第二工業団地管理事務所 Ａラン 76
Ａ滑走路先端 Ａラン 76
芝山集会所 Ａラン 70
谷平野岩澤宅 Ａラン 70
小池共同利用施設 Ａラン 70
竜ヶ塚集会所 Ａラン 70
芝山町役場 Ａラン 66
芝山小学校 Ａラン 62
平行滑走路先端 Ｂラン 73
菱田共同利用施設 Ｂラン 62
菱田東公会堂 Ｂラン 62
加茂公民館 Ｂラン 62
千田（多古町） Ｂラン 62
辺田龍泉院 旧谷間
住母家集会所 旧谷間
旧東小学校　 旧谷間
上吹入集会所 旧谷間
高谷共同利用施設 旧谷間
中郷公会堂 平行隣接
高田西部公民館 区域外
牧野西部公民館 区域外

騒音測定地点  区域  Lden Lden

　ご冥福をお祈りいたします
氏名 地区

　お誕生おめでとう
　　

　紬　季 河内　浩太 辺田

　寿
す

　々
ず

 勝俣　悠也 高田東

地区赤ちゃん名 保護者

66.3
72.5
61.4
58.9
62.5
58.7
58.2
55.6
63.4
52.2
46.8
51.7
51.5
51.7
52.1
52.5
55.5
53.4
46.0
50.5
49.0

７月１日現在

3,589 人
3,476 人
7,065 人
3,037 世帯

人口　男
　　　女
合計
世帯

前月比

－   6 人　
－   9 人　
－ 15 人　
－ 12 世帯

 ※ ６月１日から６月末日受理分。この欄への掲
載を望まない方は、届出のときに、係に申し
出てください。

　　原　一之 加茂

　鈴木　剛夫 境宮崎

　木内　律子 はにわ台南

　森田　弘美 三和

　小川　一男 山田

つ　む　ぎ

31 2021. 8月号

　いつもニコニコ笑顔で元気

いっぱい。優しいお兄ちゃんと

仲良く過ごす日々。これから活

発に動きだしたら、たくさん兄

弟で遊べることが増えるので、

日々の成長がとても楽しみで

す。
鈴木　千

ち ひ ろ

絢くん（６歳）  

　　　宏
ひ ろ や

弥くん（６カ月）

はにわ台南

すくすく
健やか

すくすく
健やか

すくすく
健やか

いっぱい！

すくすく健やか

元気

いっぱい！

すくすく健やか

すくすく健やか

すくすく健やか
元気
いっぱい！


