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（Photo）
「東京２０２０パラリンピック聖火リレー」
それぞれの想いでつないだ一つの火 ―

新型コロナワクチン接種予約受付終了のご案内
新型コロナワクチンの集団接種および個別接種は、10月22日㈮を
もって予約受付を終了します。接種を希望される方でまだ予約がお済み
でない場合は、お早めにご予約ください。
【予約に関する問合わせ】 芝山町新型コロナワクチン接種
コールセンター ☎85－5679

神無月

「広報しばやま」は、新聞折
込みにて配布しております。

団接種について
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集

全世代（65歳以上含む）
１回目 73.19％
２回目 60.05％

11 11

集団接種は次の日程をもって
終了となります。
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保健センターで再発行の申請
をしてください。
・ 月中に 歳の誕生日を迎え
る方には、誕生日以降に接種
券と予約案内をお届けします。
・体調不良などやむを得ない事
情により、ご予約日当日に接
種を受けられなかった方は、
町コールセンターにご連絡く
ださい。
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■１回目接種日
月５日㈮
■２回目接種日
月 日㈮
■接種会場 役場南庁舎
月 日㈮までにご予約
※必ず

ください。

高齢者（65歳以上のみ）
１回目 92.48％
２回目 90.99％
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【ご寄贈いただきました】

●寄贈者
佐倉急送株式会社 様
●寄贈日
月 日
●寄贈品
アルコールハンドジェル
●活用内容
いただいた寄贈品は、町内の
保育所および小・中学校などで
活用させていただきます。

接種率
（９月21日時点）

別接種について

22

個

ずご確認ください

個別接種は、髙根病院でのみ
接種が可能となります。接種実
施日については、町コールセン
ターまたはワクチン予約サイト
にてご確認ください。
なお、原田医院および芝山み
どりの森クリニックの個別接種
は終了しました。
月 日㈮までにご予約
※必ず

ください。

必

・集団
 接種および個別接種とも
に、予約受付終了日までにご
予約をされなかった場合、接
種を受けられません。ご注意
ください。
・接種
 券がお手元にない場合は、
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特集

みんなで つ く る 安 全 な 町

今回の特集では、交通事故を未然に防ぐための
取り組みや地域の安全を守る活動をする方々を紹
介します。身近に起こり得る交通事故から身を守
るには何ができるのか―。
自分自身の日頃の生活を振り返り、交通安全に
ついて考えてみましょう。
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年度通学路合同点検

道幅が狭い道路や交通量が多い
交差点、塗装がはがれてしまっ
ている路面標識など、重大な交
通事故の原因となり得る箇所が
多数存在しています。

令和

月 日、令和 年度通学路
合同点検が実施され、町教育委
員会や学校関係者、道路管理
者、山武警察署が小中学校から
提出された危険箇所を巡察しま
した。現場では、道幅が狭く歩
くスペースが少ない歩道や見通
しが悪い道路など、各箇所の状
況確認や必要な対策についての
意見交換が行われました。
また、塗装がはがれてしまっ
ている路面標識や車両への注意
喚起の看板・標識の設置が必要
とされる箇所が多くあることも
明らかになりました。
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町ではこの点検により確認さ
れた対策が必要とされる箇所に
ついて、道路標識、注意喚起の
看板、グリーンベルトの設置な
どのハード対策や、各学校での
交通安全指導などのソフト対策
を行い、通学路におけるより一
層の安全性の向上を図ります。

点検を踏まえた対策の実施

7

先生

通学路合同点検に
参加して

孝之

ろしくお願いします。

児童を交通事故から守るた
め、今後とも安全な運転をよ

保のためには、運転手の皆さ
まのご協力が欠かせません。

の指導による交通安全教室
や、機会を捉えて交通安全指
導を行っていますが、安全確

いただくことになり、本当に
ありがたく思います。
現在、学校では山武警察署

通学路には狭い道路や急な
坂道、交通量の多い道路があ
ります。今回の合同点検で
は、山武警察署や成田土木事
務所、町教育委員会・まちづ
くり課の方が専門的な視点か
ら、児童を交通事故から守る
ための具体的な方法について
検討してくださいました。で
きることからすぐに対応して

武藤

芝山小学校長

Interview
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芝山町の交通安全の状況

1

令和 年度中に芝山町で発生
した交通死亡事故件数は「
件」でした。しかし、町内には

0

全国で登下校中の児童や生徒
が死傷する交通事故が相次いで
発生した平成 年、文部科学省
から通学路の安全確保について
の依頼を受け、芝山町において
通学路の緊急合同点検が行われ
ました。また、平成 年には
「芝山町通学路交通安全プログ
ラム」を策定しました。
さらに、継続した通学路の安
全確保に向けた取り組みとし
て、 年に 回の合同点検を実
施し、危険箇所の把握や対策の
検討を行っています。

通学路の安全を守る取り組み

子どもたち の
安全を守る

（Photo）通学路合同点検の様子

特集

みんなでつくる安全な町

道路標識の再確認
交通の安全と円滑な運行のために設
置されている道路標識。その役割を頭
では理解していても、きちんと守らな
ければ意味がありません。安全に道路
を走行するため、道路標識の意味を再
確認しましょう。

普通自転車歩道通行可
この標識がある
道路では、自転車
が歩道を通行する
ことが可能です。
しかし、歩道はあ
くまで歩行者のた
めの道路なので、
車道寄りをいつで
も止まれる速度で
通行しましょう。

追い越しのための右側部分への
はみ出し通行禁止
この標識で追い
越しそのものは禁
止されていません
が、中央線をはみ
出さずに追い越す
ことはなかなかで
きません。無理な
追い越しはとても
危険なのでやめま
しょう。

町や各学校、
その他関係機関では、
通学路合同点検で対策が必要とされ
た箇所の工事などを行っています。
※今回掲載している対策は該当箇所
の一部です。その他の箇所も、順
次対応してまいります。

小学校～スクールバス停留所までの道

通行する車両への注意喚起を図る「スクールゾーン」の路面
標識および看板などを設置します。

文化センター入口交差点～小池 T 字路交差点

芝山町教育委員会

点検結果を踏まえた
最大限の対策を

Interview

通学路合同点検は、通学路
の現状把握と具体的な対策に
ついて検討する大切な取り組
みです。町教育委員会では、
点検結果を踏まえたできる限
りの対策をしたいと考えてい
ます。
また、行政施策のほか、子
どもたちが自らの命を守るた
すべ
めに必要な術を学び、身に付
ける教育を進めていきます。
安全な登下校のため、子ど
もたちを優しく見守る町民の
皆さまの一層のご理解とご協
力をお願いします。

この標識は、横
断歩道があること
を示しています。
横断歩道を渡ろう
とする人がいた
ら、必ず横断歩道
の手前（停止線が
ある場所ではその
手前）で一時停止
し、歩行者に道を
譲りましょう。
2021. 10月号

安全な通学路の実現

横断歩道および停止線の存在を明確に示すため、路面標識の
再塗装を行いました。

横 断 歩 道
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対策の進歩状況

－Interview－
山武交通安全協会

芝山支部

会長

吉岡 雅夫 さん

町民の皆さんの安全を守るために
20年前、地区の前任の方に推薦されて交通安全協会
（以下「安協」）の交通指導員になりました。安協で
は、交通安全に係る街頭監視や啓発活動、学校での交通
安全教育など「町内で交通事故が起きないように」と思
いながら活動しています。
町の安全を守るという責任感がこの活動を長く続けら
れている原動力です。子どもたちが元気に登下校してい
る姿を見ると「自分たちの活動が町の交通安全につな
がっている」という実感が湧き、やりがいを感じます。
これからも、地域の皆さんの安全と交通事故のない町
の実現を願って一生懸命頑張りたいです。また、安協の
指導員の人員が不足しています。一緒に活動していただ
ける方を募集していますので、皆さんのご協力をお願い
します。

芝山中学校

教頭

足立 康幸 先生

日々の安全指導で交通事故を防ぐ
当校の通学路は、荒天時に土砂が流れ込んでしまう道
路や雑草等で歩道がふさがれてしまう道路など危険箇所
が多く存在していますが、通学範囲が広く、状況を把握
するのが困難です。そのため、生徒一人一人が「自分の
身は自分で守る」という危機管理意識を高めることが大
切だと思っています。
安全指導については、学級での注意喚起や職員による
下校指導などを行っています。また、生活委員会の活動
として自転車点検を行っているほか、入学後の１年生は
自転車点検の仕方など、安全な走行のためのポイントを
確認する交通安全教室を実施しています。
交通事故を防ぐには、交通安全に対する意識を高める
ことが必要です。今後も、家庭や地域と連携しながら生
徒の安全を守りたいと思います。
広報しばやま
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特集

みんなでつくる安全な町

千葉県山武警察署

交通課

圓城寺 真人 さん

官民一体の交通事故抑止対策を
山武警察署では、交通事故抑止対策として、交通指導
の取り締まりや交通規制の実施および見直し、交通安全
施設等の整備、学校での交通安全教育などの活動を行っ
ています。
地域の安全を守るために大切なのは「官民一体となっ
た交通事故抑止対策」です。安全な地域は、一つの組織
だけではつくれません。自分たちの生活する環境を「み
んなで把握し、みんなで改善する」という一人一人の意
識が地域の安全につながっていくと思います。
これから冬にかけては、日が暮れるのが早まる夜長の
季節です。近隣でも、連日交通事故が発生しています。
早めのライト点灯や反射材などの有効活用により、安全
運転と交通事故・違反防止にご協力をお願いします。

山武警察所管内幼児交通安全指導協議会

川嶋 由起江 さん（写真右）／井上 由香 さん（写真左）

活動を通して命の大切さを伝える
私たちは、芝山町と山武市の保育所・幼稚園の子ども
たちおよび高齢者を対象に交通安全教室を行っていま
す。保育所・幼稚園では、小学校入学を控えた年長児の
安全な登下校に向けて、実際の道路に出て歩く練習や傘
の使い方について学ぶ内容などを取り入れています。
子どもたちは危険を認識する能力がまだ低いため、ど
んなことが危険か、道路を渡るときはどうするべきかく
り返し教えることが重要です。命の大切さを大人になっ
ても忘れないために必要な「交通ルールの第一歩を踏み
出す教室」と心得て指導しています。
大切な命を守るには、運転者も歩行者も「止まる」
「見る」
「待つ」ことが大切です。慌てた心ではゆとりが
持てず、交通事故を起こしかねません。一人一人が交通
ルールを遵守し、元気な生活を送ってください。
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場面別の交通事故を防ぐポイント

道路を歩くとき

自転車を運転するとき

自動車を運転するとき

歩行者の交通事故が多い時間
帯は、自動車を運転する人がラ
イトを付けるかどうかという日
没頃、歩行者を発見するのが遅
れてしまうケースが多いといわ
れています。夕暮れ時から夜間
に外出するときは、明るい服装
を身に付けることや反射材を身
に付け、自動車などから発見さ
れやすい状況を作ることが交通
事故防止のポイントです。
また、交差点などでの飛び出
しや横断歩道以外の場所を横断
するという歩行者の交通ルール
違反も原因の一つとなっていま
す。道路を渡る際は、必ず横断
歩道や歩道橋を渡り、無理な横
断はやめましょう。

誰でも気軽に乗れる自転車で
すが、道路交通法上では「軽車
両」とされています。車両を運
転している自覚を持つことが大
切です。並走や二人乗りをしな
いなどの交通ルールを守るのは
もちろん、傘さし運転やスマー
トフォンを操作しながら、イヤ
ホンを付けながらの運転も危険
の察知が遅れてしまうため、絶
対にやめましょう。
また、歩行者と同様に暗くな
ると自動車などから見えにくく
なります。前後のライトを点灯
するだけでなく、黒い服装は避
ける、反射材を利用するなど周
囲から気付いてもらえるような
工夫をすることが大切です。

自動車を安全に運転するため
には、他の車両や歩行者など周
囲にも気を配ることが必要で
す。普段は安全運転を心掛けて
いても、慌てていたり疲れてい
たりすると注意力が散漫にな
り、交通事故を起こしかねませ
ん。どんなときでも、適度な緊
張感と心のゆとりを持って運転
するようにしましょう。
また、雨天時や夕暮れ時など
視界が悪い環境で運転をすると
きは、いつも以上に慎重な運転
を心掛けることが大切です。薄
暗くなってきたと感じたら早め
にライトを点灯する、スピード
の出しすぎに注意するなどの対
策を取りましょう。

役に
地域の 動
活
立てる

山武交通安全協会芝山支部

交通指導員募集

山武交通安全協会芝山支部では、交通指導員を募集しています。やりが
いのある活動がたくさんありますので、興味のある方はご連絡ください。

活動内容
・交通安全に係る街頭指導や啓発活動
・交通安全教育など
応募資格
芝山町に居住している方で、交通安全に
興味のある方（年齢不問）

その他
・制服付与
・交通費および活動費支給
問合せ

総務課自治振興係
☎77-3903

広報しばやま

8

② ③
①

⑤
④

⑦ ⑥
⑦周囲に自分の存在を知らせる反射ストラップや
反射シール

「他人事」ではなく「自分事」

少しの油断が大きな交通事故に

千葉県警察が発表した令和2年度中に起き
た交通事故は、12，837件。前年度と比
べると減ってはいるものの、テレビなどでは
連日のように交通事故に関するニュースが取
り上げられています。初めから交通事故を起
こすことを前提に自動車や自転車を運転して
いる人はいません。しかし、現実には悲惨な
交通事故が起き、尊い命が失われてしまう現
状があります。

－
－

みんなでつくる安全な町

通り慣れた道でも天候や時間帯などで、道
路環境が変わります。「誰も見ていないから」
「いつも平気だから」などの一瞬の気の緩み
や「 安 全 だ ろ う 」と い う 思 い 込 み が 、 危 険 の
察知・周囲の確認をおろそかにする原因にな
り、取り返しのつかない事態に発展してしま
うことを改めて認識することが大切です。

－
－

－
－

交通事故は、普段の生活の中で誰もが当事
者になる可能性があり、自分や相手の人生を
左右する事態になります。しかし、交通安全
に対する意識を高めて生活していれば、交通
事故を減らすことができます。
一人一人が「交通ルールと交通マナーを守
ること」
「心に余裕とゆとりを持ち、譲り合
いの気持ちを忘れないこと」を日頃から意識
して、交通事故のない安全な町をつくりま
しょう。

2021. 10月号
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みんなでつくる安全な町
特集

①対策について話し合う関係者
（通学路合同点検）

②自転車を押しながら笑顔で登校する生徒たち

③交通量の多い交差点で安全な横断をサポート

④第三保育所で行われたべこちゃんクラブの様子

⑤スクールバスで登校する児童の様子

⑥道路の右側を一列に並んで登校する児童たち

町からのお知らせ

手軽に便利に利用できる

キャッシュレス決済が始まりました

町民税務課各取扱係

各種証明書等の交付手数料の支払いに、クレジットカードや
電子マネーなどのキャッシュレス決済サービスが利用できるよ
うになりました。

ｅｒｃａｒｄなど
■取扱窓口

【交通系電子マネー】
町民税務課（戸籍係☎
3916、
911、収税係☎
Ｓｕｉｃａ・ＰＡＳＭＯなど
3915）
課税係☎
【電子マネー】
■対象
楽天Ｅｄｙ・ＱＵＩＣＰａｙ

戸 籍 謄（ 抄 ）本 、 住 民 票 、 印
など
鑑登録証明書、所得課税証明
■利用時の注意点
書、評価証明書などの交付手数
・電子マネーへの入金（チャー
ジ）はできません。
料
・現金との併用はできません。
■利用できる決済サービス
・町税および保険税は納付でき
【クレジットカード】
ません。
ＶＩＳＡ・ＪＣＢ・Ｍａｓｔ

10

広報しばやま

見かけたら思いやりを

お願いします。
・電車
 やバスで席を譲ってくだ
さい。
・駅や
 商業施設等では困ってい
る方への声掛けなどの配慮を
お願いします。
・災害
 時は安全に避難するため
の支援をお願いします。

問

ストラップ型のヘルプマークを配布しています
福祉保健課 福祉係 ☎ ‐３９１
4

ヘルプマークとは、外見では分からない障がいなどで、支援
や配慮を必要としていることを知らせるマークのことです。こ
のマークを見かけたら思いやりのある行動をお願いします。

■配布対象者
義足や人工関節を使用してい
る方、内部障がいや難病の方、
妊娠初期の方など、外見からは
支援や配慮を必要としているこ
とが分からない方へお渡ししま
す。
■配布場所
福 祉 係 窓 口（配布時簡単なア
ンケートにご協力いただきます）
■その
 他 携帯している方を見
かけたら次のような手助けを

歳出の部（単位：千円）
396,052
議会費・総務費
264,566
民 生 費
262,876
保健衛生費
560,064
清 掃 費
2,416,397
消 防 費
51,197
教 育 費
349,772
公 債 費
4,300,924
合 計

77
－
3

歳入の部（単位：千円）
分担金及び負担金
3,713,204
使用料及び手数料
445,724
国県支出金
51,973
財産収入
5,912
繰 入 金
152,732
繰 越 金
5,000
諸 収 入
112,065
組 合 費
75,500
合 計
4,562,110

77

（ヘルプマーク）

■定例相談日 10月12日㈫
■時間 午後１時30分～３時30分
■会場 福祉センター
「やすらぎの里」
■その他
相談の際は新型コロナウイルス
感染症対策にご協力ください。ま
た、感染拡大状況によって中止と
させていただく場合があります。

77
－

山武郡市６市町から構成される
山武郡市広域行政組合の令和２年
度決算をお知らせします。

問

総務省では、行政相談制度につ
いて多くの方々に理解・認識して
いただくため
「行政相談週間」
を定
めています。担当行政機関とは異
なる立場から、役所の仕事に関す
る苦情、行政の制度・運営の改善に
ついて、皆さんからの相談をお聞
きしますのでぜひご利用ください。

77
－

山武郡市広域行政組合 企画財政課
☎ 0475‐54‐0252
問

総務課 行政係 ☎77‐3901
問

決
済
山武郡市広域行政組合
令和２年度決算

福
祉
10月18日㈪～24日㈰は
「行政相談週間」です

TOWN INFORMATION

ご存知ですか？

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

請求を受け付けています

4

ジェネリック医薬品（後発医薬品）

福祉保健課 福祉係 ☎ ‐３９１

3

町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１

問

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および
準軍属の方々に思いをいたし、戦後 周年という節目の機会を
とらえ、国としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者等の
ご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給します。

1

3

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬
（先発医薬品＝新薬）の特許終了後に有効成分、用法・用量、
効能および効果が同じ医薬品として申請され、厚生労働省の許
可のもとで製造・販売された新薬より安価な薬です。

77

となどの要件を満たしている
かどうかにより、順番が入れ
替わります。
．前記した ～ 以外の戦没
者等の三親等内の親族（甥、
姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続
き１年以上の生計関係を有し
ていた方に限ります。
■請求期間
福祉係窓口にて令和５年３月
日まで受け付けます。
※請求期間を過ぎてしまうと特
別弔慰金を受けることができ
なくなりますので、ご注意く
ださい。

75

4

31

77

※特許
 期間が切れていない新薬
など、全ての薬がジェネリッ
ク医薬品に変えられるという
ことではありません。
■不安に感じたら
長く飲みなれた新薬をジェネ
リック医薬品に変えることに不
安を感じる場合は、とりあえず
一週間分（短期間分）だけを切
り替えて様子を見るといった
「おためし調剤」を受けること
ができます。その場合、服用後
に体調の安全を確かめてから残
りを処方してもらえます。
変更に対する不安や疑問は、
積極的に医師や薬剤師に相談し
てみましょう。

■支給内容
額面 万円の記名国債（５年
償還）
■支給対象者
令和２年４月１日（基準日）
において「恩給法による公務扶
助 料 」や「 戦 傷 病 者 戦 没 者 遺 族
等援護法による遺族年金」など
を受ける方（戦没者等の妻や父
母など）がいない場合に、次の
順番による先順位のご遺族お一
人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族
であり
．令和２年４月１日までに戦
傷病者戦没者遺族等保護法に
よる弔慰金の受給権を取得し
た方
．戦没者等の子
．戦没者等の①父母②孫③祖
父母④兄弟姉妹
※戦没 者 等 の 死 亡 当 時 に お い
て、生計関係を有しているこ
25

問

■なぜ
 ジェネリック医薬品が注
目されているの？
近年、医療費の増加が問題と
なっていますが、その２割を薬
剤費が占めているといわれてい
ます。もしも、変更可能な薬を
全てジェネリック医薬品に変え
られれば、医療費の大きな節減
ができます。自分たちの医療保
険制度を支える上でもジェネ
リック医薬品は注目すべきもの
なのです。
■どうやったらもらえるの？
病院内で薬をもらう場合は、
診察券などと一緒に「ジェネ
リック医薬品希望カード」を出
すか、医師に提示しジェネリッ
ク医薬品へ変えることができる
か相談してみてください。薬局
で処方薬をもらう場合には、薬
剤師に「ジェネリック医薬品希
望カード」を提示してみましょ
う。

2021. 10月号

11

弔
慰
1

3 2

医
薬

町からのお知らせ

日は浄化槽の日

問

４

Ｊアラートによる
全国一斉情報伝達試験

総務課 自治振興係
☎ ‐３９ ３

■実施日時
月６日㈬
午前 時頃（予定）

12

広報しばやま

月

まちづくり課 環境下水道係 ☎ ‐３９

0

適切な維持管理できれいな水に

1

浄化槽の適切な維持管理のために、定期的な保守点検や清掃
を行い、適正な使用方法を確認しましょう。

77

地震・津波や武力攻撃などの
発生時に備え、人工衛星を通じ
て瞬時に情報伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）を
用いた情報伝達試験を次のとお
り行います。

問

～

防災行政無線チャイム
「これは、Ｊアラートのテスト
です」３回繰り返し
「こちらは防災しばやまです」
防災行政無線チャイム

■放送内容

11

2

③トイ
 レットペーパーを使用す
る
浄
 化槽には新聞紙、たばこの
吸い殻、紙おむつ、生理用品な
どの異物は絶対に流さないでく
ださい。
④洗剤は適正量を使用する
トイレ、台所、風呂の掃除に
洗剤を使用する場合は、表示さ
れた適正な使用量を守りましょ
う。
⑤油脂
 、野菜くず、強酸、アル
カリ、農薬などを流さない
油は固形化して回収してくだ
さい。浄化槽には野菜くずをで
きるだけ流さないようにし、農
薬や殺虫剤などについては絶対
に流さないでください。
⑥浄化
 槽の故障や異常、長期間
家を空ける場合は、保守点検
業者に相談する
■問合せ先（詳細について）
山武郡市広域行政組合
環境衛生課料金係
0531
☎0475

10

10

■浄化槽の保守点検
法律で定期的な保守点検が義
務付けられています。千葉県に
登録されている保守点検業者に
確認し依頼しましょう。
※保守
 点検の回数については、
浄化槽の処理方式や種類に
よって異なります。
■浄化槽の清掃
清掃は年１回以上行うことが
法律で義務付けられています。
山武郡市広域行政組合の許可を
受けた業者に依頼しましょう。
■浄化槽の使用に当たって
次の事項をご確認いただき適
正な使用をお願いします。
①ブロ
 ワ（モーター）の電源は
切らない
浄
 化槽には常時空気を送り込
む必要があります。
②浄化
 槽の上部または周辺に物
を置かない
保
 守点検および清掃の際に支
障や故障の原因になる恐れがあ
ります。

㈱五十嵐商会

東金市関下171番地

☎0475–58–5249
㈱新興ウオター
マネージメント工業

東金市家徳315番地５

☎0475–54–2231
㈲環境衛生センター

東金市広瀬5921番地１

☎0475–58–2304

㈲渡辺清掃

東金市東中323番地18

☎0475–58–3308

㈲甲斐浄化槽サービス

大網白里市細草513番地１

☎0475–77–1717

㈲成東浄化槽センター

山武市津辺703番地１

☎0475–82–0202

▲適正な使用できれいな水に

77

－
54
－

電話番号
地
在
所
名
者
業

下
水

■山武郡市広域行政組合に認可を受けている清掃業者一覧

～

TOWN INFORMATION

何かあったときや将来のために

歳になったら国民年金
町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１２
千葉年金事務所 ☎043‐242‐6320

国民年金は、 歳以上 歳未満の方は加入することが義務付
けられています。 歳になった方には、日本年金機構から「国
民年金加入のお知らせ」や納付書などにより、国民年金に加入
したことをお知らせします。

の老齢年金のほか、病気やけ
がで障害が残ったときに受け
取れる障害年金や、家族の働
き手が亡くなったときに受け
取れる遺族年金もあります。
■各種免除制度
原則として、保険料を納めな
ければ年金を受け取ることがで
きません。しかし、所得が低く
保険料を納めることが困難な方
のために次のような保険料免除
制度があります。

2021. 10月号

13

船山㈱東京本店

2,482,920

制限付一般 
競争入札

月 日

6

60

㈱真行寺建設

17,490,000

芝山町岩山2012-6
15,900,000
（ひこうきの丘）
芝山町役場
2,257,200
総務課 自治振興係

8

問

60

玉野総合コンサル
タント㈱千葉事務所

7,524,000

6,840,000

芝山町小池地内

20

20

■公的年金制度とは
老後や障害を負ったときに、
働く世代みんなで支えるという
考えで作られた仕組みです。
■国民年金のポイント
・国民
 年金は 歳以上 歳未満
の方が加入し、保険料を納め
る制度です。国が責任をもっ
て運営するため、安定してお
り年金の給付は生涯にわたっ
て保障されます。
・国民
 年金は、年を取ったとき

・産業振興課農政係
☎77-3917

契約の相手方

落札価格(円)
請負額(円)
（消費税除く）

77

■問合せ
・山武農業事務所企画振興課
☎0475-54-1122

総務課 契約管財係 ☎ 77‐3907

問

入
札 入札結果

20
20

10月は千葉県のイノシ
シ 対策一斉刈払 い 月 間 で
す。耕作放棄地はイノシシ
の 格好の棲み家 と な り ま
す。定期的に刈払い、農地
を適切に管理して農作物被
害を防ぎましょう。

工事
（業務委託・
物品納入）
の箇所

工事（業務委託・物品）
の名称
芝山町小池地区土地区画
整理事業調査等業務委託
ひこうきの丘
物販スペース建設工事
芝山町消防団
防火衣一式購入

開 札 入札
年月日 手法

【学生納付特例制度】
前年所得が基準以下の学生を
対象とした、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。
【免除・納付猶予制度】
収入の減少や失業などによ
り、国民年金保険料を納められ
ない場合があります。しかし、
保険料を未納のままにしておく
と、将来の年金（老齢年金）や
「障害基礎年金」
「遺族基礎年
金」を受け取ることができない
場合があります。そのような状
況を防ぐため、保険料を「免
除」または「猶予」する制度が
あります。
【手続きについて】
国保年金係で申請を受け付け
ています。申請書は日本年金機
構のホームページまたは国保年
金係の窓口で取得できます。
※学生納付特例の場合は学生証
の写しなど、失業による免除
申請の場合は雇用保険受給資
格者証の写しなどが必要とな
ります。添付書類については
あらかじめご確認ください。

（日本年金機構
ホームページ）

年
金
耕作放棄地
刈払い対策

町からのお知らせ
休日申請サポートを実施
します（完全予約制）
職員による写真撮影や申請書
の受け付けを行います。ご希望
の方は必ず、 月 日㈮までに
電話にてご予約ください。
■開催日
月 日㈰
■時間 午前 時～午後 時
■サポート内容
・職員による写真撮影
・QRコード付き申請書の交付
・記入済み申請書の受付
■持ち物
・身分 証 明 書 （ 運 転 免 許 証 な
ど）
・印鑑

マイナンバーカードの受け取
りおよび電子証明書更新手続き
が次の休日にも利用できます。

平日夜間・休日にも交付
および更新が可能です
（完全予約制）

3

休日の受け取り、更新手続きを
ご希望の方は、希望時間を必ず
電話にてご予約ください。
■予約窓口 町民税務課戸籍係
平日
 午前８時 分～午後５時
まで
■ 月の平日夜間および休日交
付日・更新日（要予約）
月 日㈭、 日㈫、 日㈰
■時間
〈平日
 夜間〉午後５時 分～午
後７時まで
〈休日

 〉午前 時～午後３時ま
で
■その他
申請から交付まではおおむね
１カ月かかります。
14

1

44

平成 年１月から、事業所得
や不動産所得がある全ての方に
記帳・帳簿などの保存が義務付
けられています。
（所得税の申
告が必要ない方も含まれます）
税務署では、事業所得や不動
産所得を有する方などに向けて
「 記 帳・帳 簿 等の保 存 制 度 」
「備
付 帳 簿 、 記 帳のしかた」な ど に
関する説明会を開催しています
が、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、今年も開催
を見合わせることとしました。
説明会に代わって作成動画を
ご視聴いただき、記帳のしかた
などについてご確認ください。
【記帳のしかた
（概要編）】
記帳・帳簿保存制度や備付帳
簿などの概要についての説明動
画です。

【記帳のしかた
（白色申告者編）】
白色申告者の方の記帳のしか
たについての説明動画です。

【記帳のしかた
（青色申告者編）】
青色申告者の方の記帳のしか
たについての説明動画です。

【記帳のしかた
（消費税編）】
消費税の経理処理と記帳、軽
減税率制度、インボイス制度に
ついての説明動画です。

14

広報しばやま

東金税務署からのお知らせ

記帳のしかたなどに関する動画を作成しました

東金税務署 個人課税第１部門 ☎0475‐ ‐3121（内線 ）
一般社団法人 東金青色申告会 ☎0475‐ ‐ ２８４

52 52

作成した動画はYouTubeの国税庁動画チャンネル内に
掲載しています。ＱＲコードを読み取るか、パソコンの方は
「国税庁動画チャンネル」と検索しご視聴ください。

問

申請はもうお済みですか？

77

便利なマイナンバーカードを取得・活用しましょう
町民税務課 戸籍係 ☎ ‐３９１

問

マイナンバーカードは、本人確認のための公的な証明書とし
ても使えるほか、コンビニで各種証明書を取得いただけるとて
も便利なカードです。この機会にぜひ申し込んでみませんか？

1

31

15

29

31

30

26

10

10

10

申し込み
ぜひ、お
！
ください

10

10

10

国
税
26

便
利
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77

福祉保健課 子育て支援係 ☎ ‐３９１４

行いませんので、児童の同伴
は不要です。現在利用してい
る保育所において簡単な聞き
取りをさせていただきます。
■締切り
月 日㈮
■ご確認ください
芝山町外の保育施設などの利
用を希望する場合、芝山町を通
して申請する必要があります。
利用を希望する市町村ごとに
「 申 込 期 限 」および「 申 請 書 類 」
が異なりますので、お早めに福
祉保健課へご相談ください。
■ご協力ください
新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、入所の申請に来ら
れる際は、マスクの着用や手指
などの消毒にご協力ください。
また、新規入所児童が受付日
に発熱や咳などの風邪症状があ
る場合は来庁を控え、受付期間
の締め切りまでに福祉保健課へ
必要書類を提出してください。
その場合、児童の面談は後日あ
らためて実施いたします。
７カ月～
入所可能
１～５歳児
１～５歳児
５歳児
児
童

11

10

30

14

10

通
常
午前８時30分～午後４時30分
保育時間

イベントの
中止について

新型コロナウイルス感染症の
影響により、次のイベントの中
止が決定しましたのでお知らせ
します。

●芝山はにわ祭（ 月 日㈰）
代替の催しを予定しており、
詳細は町ホームページなどでお
知らせします。
問産業振興課産業振興係
3919
☎

●ウォ ー キ ン グ 大 会（ 芝 山 町
ウォーキング協議会主催）
（ 月下旬頃）
●文化祭（芝山町文化協会主催）
（ 月 日㈷～ 日㈰）
●芝山町クリスマス音楽祭
（ 月中旬頃）
問中央公民館
0066
☎

14

働く親の応援団

60人

14

11

12

10

保育所入所受付

70人

11

3

●リサイクルの日（ 月末）
今後もリサイクル活動およ
び、ごみの分別・減量にご協力
ください。
問まちづくり課環境下水道係
3908
☎

11

問

保育所入所申込書は、 月 日㈭から町内の各保育所と福祉
保健課で配布します。新規入所希望者だけでなく、現在保育所
に入所していて４月以降も引き続き入所を希望される場合も、
再度この申込書が必要になります。

85人

■入所資格
保育所により入所可能な児童
の年齢は異なりますが、町内に
住所を有し、仕事や出産、病
気、障害、長期介護などで保育
にあたる方がいない乳幼児が対
象です。ただし、保護者以外に
も親族や他の方が保育できる場
合は、入所できませんのでご注
意ください。
第 三
保育所

77
－

14

■申込書配布
令和３年 月 日㈭から町内
の各保育所と福祉保健課窓口で
配布します。
■申込書の受付
〈新規入所児童の受付〉
入所を希望される方は、受付
日に必要書類をご持参の上、会
場へお越しください。
・受付日時
月６日㈯
午前８時 分～正午
・受付場所
役場南庁舎２階 第１会議室
※簡単
 な聞き取りと面談を行い
ますので、入所を希望する児
童同伴でお越しください。
〈在所児童の受付〉
引き続き入所を希望される方
は、必要書類を揃え受付締め切
りまでに福祉保健課へご提出く
ださい。
※受付
 の際、在所児童の面談は

2021. 10月号

15

第 二
保育所
員

第 一
保育所

定

77
－

77
－

保
育
■申込書受付予定表

11

19

町からのお知らせ

農業委員と農地利用最適化推進委員の
候補者を募集します
問

農業委員会事務局 ☎ 77‐3920

農業委員会の委員である「農業委員」および「農地利用最適化推進委員」の任期が、
令和４年３月31日をもって満了となることから、新たに選出されるそれぞれの委員
の候補者を募集します。
■募集方法 推薦または応募
■要件
【農業委員】
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌
に属する事項に関しその職務を適切に行うことが
できる人
●任期 令和４年４月１日～令和７年３月31日
●定数 13名
●報酬
（月額） 会長36,700円、委員30,400円
●加算額（年額） 毎月の活動および成果の実績
に応じて支給（過去の支給実績：１人当たり約
３万円支給）
【農地利用最適化推進委員】
農業委員会が定める担当地区農地等の利用の最
適化の推進に熱意と識見を有する人
●任期 令和４年４月１日～令和７年３月31日
●定数 ７名
●報酬
（月額） 30,400円
●加算額（年額） 毎月の活動および成果の実績
に応じて支給（過去の支給実績：１人当たり約
３万円支給）
■委員になれない人
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるま
でまたはその執行を受けることがなくなるまで
の人
・固定資産評価員、固定資産評価審査委員会委員
・人事委員会委員または公平委員会委員
・教育委員
■推薦および応募方法
所定の推薦・応募用紙（用紙は農業委員会事務
局および町ホームページにあります）

■受付期間 11月１日㈪～30日㈫
※役場の閉庁日は除きます。
■受付時間 午前８時30分～午後５時15分
■受付場所 役場南庁舎１階 農業委員会事務局
■選考方法
【農業委員】
受付期間中と終了後に推薦および募集状況を公
表し、候補者評価委員会において候補者の評価を
行い、議会の同意を得て町長が任命します。
【農地利用最適化推進委員】
受付期間中と終了後に推薦および募集状況を公
表し、候補者評価委員会において候補者の評価を
行い、農業委員会が委嘱します。
■その他
・農業委員は、原則として過半数が認定農業者で
あること、また、委員会業務に利害関係のない
人が含まれることが必要となります。
・農業委員および農地利用最適化推進委員の身分
は非常勤の特別職で、業務には守秘義務が伴い
ます。

▲定例総会において慎重審議する様子

広報しばやま
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子育て支援センター開設日カレンダー
■ 開設時間

（平日）午前９時～正午 午後１時～４時（土曜は午前のみ）
問 福祉保健課 子育て支援係
☎ 77‐3914
※正午～午後１時の間はお部屋を閉鎖します。
■■■…保健センター ■■■…福祉センター「やすらぎの里」
■ 開設場所
■ ご利用にあたってのお願い
・ご利用の際は事前に電話でお問い合わせください。（直通電話：090-7255-7272）
・ご利用の際は手洗いや消毒、入口に設置してある「体調チェックシート」にご記入をお願いします。
・ご利用は２時間以内でお願いします。
・保護者の方はマスクの着用をお願いします。

10 月
日
26

27

3

4

休館日

月

開設日

休館日

18

17
休館日

開設日

【講座】ポーセラーツ
午前10時～10時45分
午前11時～11時45分

24/31 25

30

開設日

19
20 開設日
★ハロウィンイベント開催中★

21

開設日

開設日

【保健C共催講座】
子育て世代の食育
午前10時～正午

26 開設日

【お誕生会】
午前11時30分～

お休み

27 開設日

【講座】
メイクアップ
午前10時～11時30分

1
8

開設日

14

開設日

木

7

12
13
★ハロウィンイベント開催中★

開設日

休館日

29

水

6
5 開設日
★ハロウィンイベント開催中★

11

10

28

火

金
開設日

開設日

15
開設日

22

開設日

28

9

休館日

開設日

※午前９時～正午

16
開設日

開設日

29
開設日

2

土

休館日

23
開設日

※午前９時～正午

30
開設日

休館日

11 月
日
31

1

7

8

休館日

14

月
開設日

開設日

15

休館日

22

28

29

休館日

9

開設日
開設日

16

開設日

23

開設日

2021. 10月号

休館日

（勤労感謝の日）

30

午前10時～11時30分

3
10

開設日

【お誕生会】
午前11時30分～

水

休館日
（文化の日）

4
11

開設日

17

開設日

「メイクアップ講座」
10月27日㈬

17

火

【講座】花文字
午前9時45分～10時45分
午前11時～正午

開設日

21

休館日

2

開設日

【講座】
マスクスプレー
午前10時30分～11時
午前11時15分～11時45分

24
1

開設日

木
開設日

5
12

開設日

18

2

開設日

開設日

19
開設日

25

金

開設日

6
13

3

休館日
開設日

※午前９時～正午

20
開設日

26

土

開設日

休館日

27

開設日

※午前９時～正午

4

JALの現役空港スタッフがメイクのポイントをお伝えします。
毎日のメイクが楽しくなること間違いなし！
簡単、すぐに実践できる、忙しいママのためのメイクレッスンです。

－

－

－

－

●１月まで

●１月まで

●１月まで

●１月まで ●11月まで ●１月まで

●１月まで

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

30

75

77
－
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―定期的な健康チェック―

渡辺病院

－

21

10

40

20 12

30

40

健康チェックは
大切だッコ～！
松岸
レディス
クリニック

－

さんむ医療
センター

－

31

1

尾崎
クリニック
ウィング土屋
岩沢
レディース
クリニック
クリニック
麻野
クリニック

診（検診）
について
ん。
■予約受付期間
月１日㈮～（受付時間は、
平日午前９時～午後５時まで）
※定員
 に達し次第、受け付けを
終了します。
■その他
・令和
 ３年度中に個別胃がん検
診を受診した方（受診予定の
方を含む）については、受診
ができません。
・予約
 確定後、問診票を送付し
ます。
・予約
 なしで来場された場合、
受診できませんのでご注意く
ださい。
・検診
 は自覚症状のない方が対
象となります。気になる症状
がある方は、検診でなく早め
に医療機関にご相談ください。
■問合せ 保健センター
1891
☎
77
－

集団胃がん検診のお知らせ
今年度の「集団胃がん検診」
については、事前予約制により
次のとおり実施しますのでご確
認ください。
■検診日程
月１日㈬、４日㈯、６日㈪
日㈪、 日㈫
■受付時間
午前８時～ 時 分
※ 分ごとの時間指定予約とな
ります。
■会場 保健センター
歳以上（令和４年
■対象
 者
３月 日時点）
，200円（今年度
■料金

歳となる方および 歳の方
は無料）
■予約方法
あらかじめ希望日時をご検
討いただいた上で、予約先で
ある保健センター（☎
1891）に電話もしくは直接
お申し込みください。
※メー
 ルおよびＦＡＸによる申
し込みは受け付けておりませ
10

健

町からのお知らせ

医療機関名および実施期間

TOWN INFORMATION

77
－

し込みをしてください。
※申し
 込み期限は 月 日㈪と
なります。
②申し
 込まれた方には町から受
診票が送付されます。
③受診
 票が届いたら医療機関へ
予約をしてください。
④町か
 ら送付された受診票など
を持参し受診してください。
■契約医療機関
医療機関によって実施期間が
異なりますので、下記の一覧表
をご確認ください。
■問合せ
がん検診について
保健センター ☎
1891
特定・後期高齢者健診について
町民税務課国保年金係
3913
☎

■対 象者 平成30年12月～平成
31年３月生まれ
■開催日 10月25日㈪
■時間 案内通知のとおり（混雑
緩和のため、受付時間を変更し
ています）
■会場 保健センター
■内容 身体計測、歯科診察、育
児・栄養・歯科相談、フッ素塗
布（希望者）
■問合せ 保健センター
☎77-1891

健診
（検診）
を受けましょう

２歳は乳幼児から幼児への移行
期で、基本的な生活習慣を身に付
ける時期です。成長に伴う大切な
健診となりますので、必ず受診し
てください。

町では集団健診のほかに、医
療機関で受診できる「個別健
診」を実施しています。年に１
度は健診を受けてご自身の健康
について見直し、病気の予防や
早期発見をしましょう。
※集団
 健診を受診された方は、
個別健診は受診できません。
■個別健診について
契約医療機関で受診すること
ができます。受診するには、
事前に保健センター（☎
1891）への申し込みが必要
となりますのでご注意くださ
い。まずはご連絡ください。
■受診までの流れ
①保健
 センターへ個別健診の申

２歳児歯科健康診査

77
－

12

－77

20

■契約医療機関
（個別健診）
医療機関名および実施期間

窓口での支払額
健診項目

対 象 者

（令和３年度は助成
制度があるため例年
とは異なります）

国保多古
中央病院

髙根病院

成田富里
徳洲会病院

公津の杜
メディカル
クリニック

乳がん検診

30歳以上の
女性

900円

－

●１月まで

●１月まで

●１月まで

子宮頸がん検診

20歳以上の
女性

1,000円

－

●１月まで

●１月まで

－

無料

●１月のみ

●１月まで

●１月まで

－

1,200円

●１月のみ

－

●１月まで

－

300円

●１月のみ

●１月まで

●１月まで

－

肺がん検診
（レントゲン）
胃がん検診

40歳以上の
男女

大腸がん検診
特定健診

40～74歳の
国保加入者

1,000円

●１月のみ

●１月まで

●１月まで

－

後期高齢者健診

後期高齢者
被保険者

無料

●１月のみ

●１月まで

●１月まで

－

医療機関名および実施期間

19

2021. 10月号

輝かしい活躍を見せたアスリート

～芝山中学校部活動～

並木里帆

戸井愛美

岩澤大雅

強化指定選手として、
レベルの高い選手たちの
中でプレーできたことは貴
重な経験でした。高校でバ
レーボールを続ける予定はあ
りませんが、今回の経験を高
校生活に生かしたいです！

スタートは緊張しましたが、走
り出してからはとても楽しかった
です。今後は、今回より良い記録
を出して「県大会3位入賞」でき
るように一生懸命努力したい
と思います！

今回の大会で初めて入賞す
ることができ、家族もほめて
くれたのでとても嬉しかった
です。今後は、陸上競技を頑
張るのはもちろん、他のス
ポーツにも挑戦してみ
たいです！

Volleyball Athletics

Athletics

第75回千葉県中学校
総合体育大会
２年100ｍ
第５位

ちばジュニア
強化指定選手 認定
千葉県優秀選手賞

第67回全日本中学校
通信陸上競技大会
千葉県大会
２年100ｍ
第７位

第67回全日本中学校
通信陸上競技大会
千葉県大会

ちばジュニア
強化指定選手 認定

共通四種競技
第７位

広報しばやま
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企画空港政策課
企画調整係 ☎ 77-3926
問

新たな学び舎ここに開校―

芝山町
寺子屋
プロジェクト

８月８日、「芝山町寺子屋プ
ロジェクト」が開催されました。
このプロジェクトは、ＮＰＯい
きる場が農業関係で縁があった
芝山町の教育振興をしたいとい
う想いがきっかけでスタート。
そ こ に 地 域 活 性 化 を 目 指 す（ 一
社 ）み ど り と 空 の プ ロ ジ ェ ク ト
が共催する形で実現しました。
当初の予定は、ゆめパーク牧
野で行う１泊２日の「夏休み学
力強化合宿」。東大などの難関
大学に通う学生から勉強法やプ
ログラミングを学んだり、学生
間交流のレクリエーションも計
画されていましたが、コロナ禍
の影響で「オンラインによる講
演会」に変更し実施されました。

国際教養大学

田嶋 ひな子さん

昭和大学医学部

矢部 洸太郎さん

向井 小夏さん

東京大学理科２類

小郷 綾華さん

東京大学理科２類

宇都 裕太さん

東京大学理科２類

宮岡 佑弥さん

山浦 雅雄さん

理事長

（一社）
みどりと
空のプロジェクト

慶応義塾大学理工学部

東京大学理科２類

細谷 辰彦さん

寺子屋を終えての３者対談―
当日は８人の中学生がオンラ
インで参加しさまざまな話題で
盛り上がった講演会。町担当者
を交え、講師を務めた大学生の
細 谷 さ ん と 宮 岡 さ ん 、（ 一 社 ）
みどりと空のプロジェクトの山
浦理事長による、開催後の３者
対談の様子をお伝えします。

町 今回は感染対策として、対
象者を町内の中学校生徒に限
定して開催しました。実施し
た感想はいかがでしょうか。
細谷 自分たちの経験を役立て
られないかと考えていた中で
実現したのが今回の企画です。
中学生はみんなとても素直で
質問もたくさんしてくれまし
た。その姿勢に対してもっと
成長させてあげたいと思いま
したし、自分たち自身も率直
に楽しかったです。
宮岡 自分としては「世の中に
はこんな人もいるんだよ」と
お伝えできて良かったです。
町 そういえば当日、画面に映
る「ＬＥＤライトを持った個
性的な人」にびっくりしまし
た。あれは宮岡さんの意図的
な演出だったんですね。

宮岡 電気回路は自分の幼少期
を象徴するグッズなので、用
意 し ま し た（ 笑 ）。 ぜ ひ 、 対
面でさまざまなプログラミン
グの楽しさを伝えたかったで
す。
山浦 芝山町は小・中学校がそ
れぞれ１校ずつで、外からの
刺激が少ないかなと思ってい
ます。たくさんのことを見て
聞いた今回の企画は、大変良
い刺激になりました。
町 今回の企画は新鮮で有意義
なものでした。受験に直結す
る内容を望む声もありました
が、次回開催に向けての意欲
を聞かせください。
細谷 受験対策については皆さ
んの声を受けて、前向きに検
討中です。今回大変にご好評
いただきましたので、学習面
のサポートを含め、引き続き
皆さんに喜んでいただけるよ
う企画していきます。また、
子どもたちにとって自分たち
との交流が、未来を見つめる
きっかけになればうれしいで
す。ぜひ継続的な取り組みに
したいですね。
町 町としてもありがたい企画
ですね。今後の寺子屋プロ
ジェクトにも期待しています。
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信じろ、自分の可能性！

【寺子屋プロジェクトを開催した皆さん】オンライン講演会の様子

東京2020パラリンピック聖火リレー

それぞれの想いをつなぎ、一つとなった千葉県の火―

この日を歓迎するかのような晴天となった８月18日。千葉県
において「東京2020パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェ
スティバル（採火式・集火式・点火セレモニー・出立式）」が実
施されました。

千葉県集火式
市原市（市原スポレクパー
ク）に集結した県内 市町村で
採火された「市町村の火」。集
火式において、地域ごとに分か
れて順番にステージ上の集火台
に集められ、たくさんの想いが
つまった一つの大きな火となり
ました。
この火は「千葉県の火」とし
て、聖火ランナーの待つ千葉市
へとつながれました。
千葉県点火セレモニー・出立式

芝山町採火式の様子

①

①火起こしの様子②火種③ラン
タンに灯された「芝山町の火」
③ ④福祉作業所の皆さん

④

54

千葉県の火が届けられた千
葉市（千葉ポートタワー前広
場 ）。 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影
響で公道での聖火リレーが中止
となった千葉県では、聖火ラン
ナーの皆さんがトーチキスで聖
火皿に聖火をつなぐ「点火セレ
モニー」が実施されました。こ
のセレモニーには聖火ランナー
に選出された生駒三男さん（芝
山町在住）も参加され、笑顔で
聖火をつなぎました。
そして、聖火ランナーの皆さ
んの手によってつながれた「千
葉県の火」は、出立式において
開催都市である東京都に送り出
されました。

②

芝山町採火式
福祉センターやすらぎの里で
実施された「芝山町採火式」。
聖火リレーでつなぐ火をつくる
重要なトップバッターとして、
芝山町福祉作業所に通う皆さん
がマイギリ式により火を起こし
採火しました。慣れない作業に
苦戦しながらも懸命に取り組
み、一人一人の想いが込められ
た「芝山町の火」は、集火会場
となる市原市へとつながれまし
た。
採火式に臨んだ皆さんからは
「時間内に火を起こせるかとい
う不安と緊張の中、最後まで諦
めずにみんなで頑張った」「み
んなの想いが届き最終的に火が
起こせてうれしかった」などと
いった声が聞かれました。

▲千葉県集火式（山武地域の集火の様子）
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広報しばやま

なりました。
自国開催の今大会は、日本の
障害を持つアスリートたちに
とっても、日本国民に障害者の
限りない可能性と努力を知っ
ていただけたと感じます。ぜ
ひ、選手に対する感動と理解が
たくさんの方の心の中に「レガ
シー」として残る大会となった
のであればうれしく思います。

Ｑ．生駒さんの今後の目標を教

―
えてください
過去の障害者スポーツにおい
ては、身体障害者の部と比べて
後進の立場にあった知的障害者
スポーツ。長い年月を経て、先
導的・先駆的にその有効性を発
信し普及してきたことで、国内
外を問わずにその見識が確実に
広がってきました。今回の東京
2020パラリンピックを含め、
今までに開催された大会を通し
てアスリートが活躍できる場が
誕生したことや、その無限の可
能性が示されたことは重要なこ
とであると認識しています。
自身のさまざまな立場を代え
がたい責務と捉え、後世に伝え
るべく引き続き知的障害者ス
ポーツの発展に貢献していけれ
ばと思います。
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Photo by Tokyo 2020

▲展示の様子

生駒さんが実際に使用した
トーチとユニフォームが展示
されています。
■展示期間
10月31日㈰まで
■展示場所
福祉センター「やすらぎの里」

とはできませんでしたが、実は
聖火ランナーとしてしっかりと
その準備を整えておりました。
毎月200～300㎞弱走り込
みましたので、その成果を発揮
しきれいなフォームで走りた
かったという気持ちもあります。

元・知的障害者授産施設「富里福葉苑」施
設長。現在、千葉県知的障害者スポーツ協
会理事長や千葉県知的障害者陸上競技協会
理事長、国内外大会での代表監督などを務
め、長年にわたり選手の育成や障害者ス
ポーツの発展に貢献。
（過去には2000年シ
ドニーパラリンピックの知的障害者陸上競
技日本代表の監督を歴任）

Ｑ．東京2020パラリンピッ

―
クが終了しての感想は
パラリンピックでの知的障害
者の競技は、陸上競技・水泳・
卓球の３種目のみですが、今大
会はそれぞれの競技で千葉県に
属する選手が出場しました。私
が直接指導した選手も数名お
り、その選手が全力で競技に臨
む姿勢や活躍に思わず胸が熱く

いこま みつお

Ｑ．点火セレモニーに参加され

―
た感想は
私は千葉県知的障害者スポー
ツ協会理事長や日本パラリン
ピック委員会運営委員として、
その責務を全うし長年知的障害
者スポーツの全国的な普及と振
興に努めてまいりました。まさ
に「集大成」として位置付けら
れるのが今回の東京2020パ
ラリンピックです。私が聖火ラ
ンナーをしっかりと務めること
で、障害を持つ全ての日本代表
選手や関わってきた関係者の方
への激励になればという想いで
ステージに立ちました。
また、新型コロナウイルスの
影響により実際に公道を走るこ

「 障害者スポーツ の 発 展 は
自身の想い で あ り 、 役 割 」
◎生駒 三男さん（牧野東）

あの感動を間近で体感！

▲千葉県点火セレモニーの様子（生駒さん写真左）

「広報しばやま」がスマートフォンなどで簡単に見られます！
（バックナンバーも閲覧可能）

文芸

しばやま

全国労働衛生週間です

申込み

令和４年４月１日～令和９

年３月31日（５年間）

労働衛生に関する意識を高め、労働

者の健康を確保することを目的に「全
国労働衛生週間」を実施しています。
自身や仲間の健康管理に向き合うとと

10月15日㈮まで

その他

詳細は、千葉県のホームペー

ジをご確認ください。

問合せ

千葉県環境生活部循環型社会

推進課

☎043-223-4139

もに、職場における新型コロナウイル

佐倉県税事務所

スローガン

軽油引取税について

ス感染拡大防止に取り組みましょう。
向き合おう！こころとか

軽油は県内で買いましょう

ルとともに みんなで守る健康職場

店の所在する県の収入になり、教育、

副スローガン
問合せ

うつらぬうつさぬルー

千葉労働局健康安全課
☎043-221-4312

軽油引取税は、軽油を購入した販売

福祉、道路整備などに使われます。
NO！不正軽油宣言

不正軽油の製造、販売、使用は、軽

千葉県地球温暖化防止活動

油引取税の脱税だけでなく、県民の健

推進員を募集します
千葉県では、自ら地球温暖化対策を

実践するほか、地域の方々への普及啓
化防止活動推進員」を募集します。

康や地域の環境に悪影響を与える悪質
な犯罪行為です。販売や使用の防止に
ご協力をお願いします。
問合せ

佐倉県税事務所軽油引取税課
☎043-483-1116

広告

一般財団法人

芝山町振興公社

満
壽一

広報しばやま

ゆるやかに曲る堤や枯尾花

多美子

担当：鶴田（つるた）

百合子

連絡先：0479-85-5335

敏子

地元芝山町に新築の高齢者福祉施設
での介護の仕事です。
ご興味のある方は奮ってお問い合わ
せ下さい。経験は不問です。

先頭に立つて花野の風の中

職種：看護師・介護職、その他

土用明先客のゐるラーメン屋

「社会福祉法人春葉会 おもとの郷芝山」
スタッフ募集中です！

光政

旧東小学校跡地に新設しました 特別養護老人ホーム

杉飾る霊棚づくり母の家

鬼灯や家継娘古希過ぎて

令和３年４月オープン

京子

広告

小夜子

応募人数 ２名程度
応募資格 平
 成３年４月２日以降生まれの方、高校卒業（見込み可）
以上、要普通自動車免許
職
種 成田空港内駐車場管理業務
募集受付締切り日 令和３年11月８日㈪
受付時間 午前10時～午後４時 月～金（祝祭日除く）
問 合 せ 芝山町振興公社
（採用係） ☎77-2030
芝山町小池992番地（芝山町役場南庁舎２階）

植ゑたる人すでに彼の世に月見草

俳句

早稲の田に実りの風の吹き渡る

職員募集

日の落ちて街に灯がつく秋の暮

令和４年度

八角 菊枝

発活動を行うボランティア「地球温暖

八月詠草

「ほんとうはママがいいの」と言いながら
ばあばの膝に絵本広げる
斉藤 則子
九十歳になった姉の誕生日
受話器の向こうは勝ち組ムードに
麦倉千代子
松山が打つと構へるその刻を
鴉の騒ぐ五輪のゴルフ
髙橋 節子
雲のふち染めて昏れゆく西空の
雲はゆっくり型をくずす

らだの健康管理

短歌

生きていた巳が存在示すごと
髙き音たて落ちる青柿
五木田治巳
腹見せて庭に転がる油蝉
生きてゐるよと羽根ばたつかす
怒賀 春子
蝉なけば幼き頃のひとときが
胸温まるフィルムの如く
松川 恭子
オリンピックテレビ番組目を通し
感動数多酷暑に向かう
大木 幸子
花咲ける百日紅に黒蟻の
しきりに往き来すけだるき午を
冬木 節子

10月１日㈮～７日㈭は

委嘱期間
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『空き家・空き地バンク』～登録受付中～
詳細はこちらから（芝山町ホームページへ）

くらしの広場

注意）掲載されている内容については、新型コロナウイ
ルス感染拡大などの影響により、変更が生じる場
合があります。

お知らせ
東金税務署

保育de就職！＠千葉

年末調整等関係用紙の配付について

保育のしごと就職フェスタ

今年度以降、年末調整等事務説明会は行わず、東金税務署で令和３年分年末調

整等関係用紙の配布のみ行います。密を避ける観点から、可能な限り各地域の配
布日時を目安にお越しください。

なお、個別の相談については東金税務署まで事前予約をお願いします。

各地域の配布日時

ちば保育士・保育所支援センター

では、保育所
（園）
や児童福祉施設など

へ就職を希望される方を対象に「保
育de就職！＠千葉 保育のしごと就職
フェスタ」を開催します。
開催日

対象地域

配布日時

時間

東金市

11月８日㈪
午前10時～午後３時

山武市

11月９日㈫
午前10時～午後３時

会場

大網白里市

11月10日㈬
午前10時～正午

横芝光町

11月10日㈬
午後１時～３時

九十九里町

11月11日㈭
午前10時～正午

芝山町

11月11日㈭
午後１時～３時

対象地域

配布日時

問合せ

東金税務署法人課税第１部門源泉税担当

☎0475-52-3121

11月６日㈯

午後１時～４時（就職面談会は
スターツおおたかの森ホール

午後０時30分～）

１階ホール

参加方法

参加を希望される方は、直

接会場にお越しください。

その他

参加費無料・履歴書不要

問合せ （福）
千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター内
育士・保育所支援センター

ちば保

☎043-222-2668
（2227）

暮らしのお悩み相談会

中央公民館図書室

千葉労働委員会

お気軽にご相談ください

新刊図書のお知らせ

個別的労使紛争のあっせん

家庭の問題、介護のこと、お仕事探

図書室の新刊図書をお知らせします。

千葉県労働委員会では、個々の労働

し、住まいなどのご相談に、社会福祉

インターネット検索や図書リクエスト

者と使用者の間で生じた労働関係のト

応します。一人で悩まず、お気軽にご相

・あんなにあんなに

間に入り、双方の歩み寄りによる円満

士、精神保健福祉士などの専門職が対
談ください。秘密は厳守いたします。
開催日
時間

10月22日㈮

午後１時30分～３時30分
（30分/４組まで）

※要予約（先着順）となります。
問合せ

さんぶ生活相談センターリン

クサポート

☎0475-77-7531

もできますので、ご利用ください。

・チ バニアン誕生 方位磁針のN極が
南をさす時代へ

・大好きな人と結婚した、その後。
・梅花下駄（照降町四季）

・島 田秀平が３万人の手相を見てわ
かった！「金運」の鍛え方 大活字版

問合せ

中央公民館

☎77-0066

ラブルについて、労働委員会の委員が
な解決を目指す「個別的労使紛争の
あっせん」を行っています。

あっせんは無料で、労働者、使用者

どちらからでも申請できます。希望さ
れる方は、お問い合わせください。
問合せ

千葉県労働委員会事務局
☎043-223-3735

広告

25

2021. 10月号

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

くらしの広場
10月・11月のごみを出す日

地域・交通安全情報（10月）

▶可燃ごみ（毎週火・金曜）

▶地域安全ニュース

▶資源／不燃／有害ごみ（毎月第１・３月曜）

安全で安心なまちづくり旬間とは

※回収が終わるまで数日かかることが

心なまちづくりの促進に関する条例」

▶粗大ごみ（毎月２回・金曜日）

心・理解を深めるため、毎年10月11日

10月４・18日 / 11月１・15日
あります。

10月８・22日 / 11月５・19日

自宅回収は、上記の指定日のみで、

千葉県警察では、
「千葉県安全で安

の理 念に基づき、県 民 の 皆さまの関
から20日までの10日間を「安全で安

 令和３年４月より、混雑緩和の観点

ちづくりを目指した活動を行っています。

の表のとおり変更となりました。

展や地域ボランティア県民大会、街頭

▶事前予約方法について

ンティアなどによる防犯パトロール、

搬

入

日

主な活動内容として、防犯ポスター

における防犯キャンペーン、防犯ボラ
防犯教室、防犯座談会、出前防犯講話

事前予約日
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

※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

の開催などを実施します。

山武警察署管内でもこの旬間中に、

パトロールや啓発活動などを強化して
います。犯罪のない安全で安心なまち
づくりを実現するために、皆さんも一
人一人の防犯意識を高め、本運動への
ご理解とご協力をお願いします。

自宅の空き巣被害を防止しましょう

用できるレジ袋を協力店舗にて販売し

・地域の協力で犯罪をなくす

ごみ袋小と同等サイズ 22Ｌ）
です。

あったら声を掛けましょう。

ています。販売価格は１枚30円
（可燃
▶問合せ

ご近所同士で、留守宅に訪問者が

・留守に気付かれないようにする

長期間家を不在にするときは、新聞

山武郡市環境衛生組合 ☎86-3516

10 月の無料相談

問合せ

山武警察署

毎月10日は交通安全の日です。千

います。特に、夕暮れが早まるこの時
期は、交通事故が増加します。ドライ
バーの皆さん、自動車のライトを早め
に点灯し、速度を落としてください。
歩行者の皆さん、外出する時は、明る
い服装や反射材を身に付け、自らの命
を守りましょう。

▶10月の移動交番

■道の駅風和里しばやま

5日㈫、12日㈫、19日㈫、26日㈫

午後２時～３時30分

■福祉センター「やすらぎの里」

７日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭

午後２時～３時30分

■空の駅風和里しばやま

８日㈮、
29日㈮ 午前10時～11時30分

■ウエルシア成田三里塚店
22日㈮

午前10時～11時30分

11日㈪

午前10時～11時30分

■芝山町役場

お気軽にご相談ください

相談内容

日時・場所

ふくし駆け込みテレホン

月曜日〜金曜日

弁護士無料法律相談※要予約

10月26日㈫

福祉センター

人権・行政相談

10月12日㈫

福祉センター

登記・法律・債務整理の
相談     

10月の相談は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止いたします。

午前９時〜午後５時

問合せ
社会福祉協議会

☎78-0526

午後１時30分～３時30分

社会福祉協議会

☎78-0526

午後１時30分～３時30分

総務課

税理士による無料相談

10月６・20日㈬ 東金商工会館 午前10時～午後３時
※要予約
（平日９時～12時）（税務支援センターの税理士による相談です）

ちば北総地域若者サポート 10月15日㈮ 福祉センター 午後１時～５時
ステーション無料相談会
（若者の就労支援の相談会です）
※要予約

障害年金の無料相談会

☎0475-82-0110

葉県では交通死亡事故が多く発生して

と協力しながら、犯罪の起こりにくいま

平日の月曜日

補助錠や窓ガラスに貼る防犯フィル

ムなどの防犯用品を活用しましょう。

防犯活動に携わるボランティアの方々

▶持込み（平日・毎月第２日曜日）

※事前予約がない場合搬入不可です。

・防犯用品を活用する

▶交通安全の日

犯協会などの関係機関、団体や事業者、

から直接持込みの事前予約方法が以下

いようにしましょう。

心なまちづくり旬間」とし、自治体・防

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。

の配達などを止め、留守に気付かれな

10月19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）

☎77-3901

司法書士櫻井事務所
☎0479-22-0186
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
☎0476-24-7880
みんなでサポートちば事務局
☎070-1541-7661

広報しばやま
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すくすく健やか

芝山町
公式ＳＮＳ

ま ちのうごき
人口と世帯数
すくすく健やか
人口

前月比

7,054 人
3,032 世帯

－ 20 人
－ 12 世帯

お誕生おめでとう
赤ちゃん名
あ

朱

か

保護者

り

莉

向後

地区

保明

はにわ台東

ご冥福をお祈りいたします
氏名

地区

伊藤

ツヤ

小池２

鹿嶋

髙

菱田東

藤澤

はな

戸村

癒さ
あなたの 笑 顔 に毎日
長し
成
れていま す。ど ん ど ん
しみで
ていく姿を見るのが 楽
まれ
生
に
も
の 子ど
すくすく健やかす。私 たち て ありがとう。大
て き てくれ

元気
いっぱい！

菱田宿

戸村

嘉治

中谷津

戸村美知男

坂志岡

月

ゆ

保健センター

月

10

事

教室・講座・健診など

業

名

時

Ａラン 76

65.7

Ａ滑走路先端

Ａラン 76

72.5

芝山集会所

Ａラン 70

60.1

谷平野岩澤宅

Ａラン 70

58.9

小池共同利用施設

Ａラン 70

61.8

竜ヶ塚集会所

Ａラン 70

58.0

芝山町役場

Ａラン 66

57.2

芝山小学校

Ａラン 62

54.7

平行滑走路先端

Ｂラン 73

65.2

菱田共同利用施設

Ｂラン 62

52.0

菱田東公会堂

Ｂラン 62

48.4

加茂公民館

Ｂラン 62

52.9

千田（多古町）

Ｂラン 62

51.5

辺田龍泉院

旧谷間

51.4

住母家集会所

旧谷間

52.1

旧東小学校

旧谷間

52.3

上吹入集会所

旧谷間

54.6

高谷共同利用施設

旧谷間

52.7

中郷公会堂

平行隣接

46.8

高田西部公民館

区域外

48.2

牧野西部公民館

区域外

47.8

（対象者

３歳児健診後～就学前の幼児と保護者）

子育て相談

第一保育所巡回

10：00～11：45
13：00～14：00
13：00～14：00
（★）
10：00～11：30
（★）
①10：10
②11：10
③13：10
（★）

4日㈭ ことばの相談
11

間

10：00～12：00
（★）
10：30～11:30
（★）
13：30～14：30
（★）
9：00～12：00

献血（会場 役場南庁舎）

28日㈭ ことばの相談

5日㈮ ヘルスあっぷ講座（対象者 40～74歳）

10：00～11：30
（★）
①13：10
②14：10
③15：10
（★）

11日㈭ 子育て相談

※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。			

休日当番医
月

日
3日㈰
10日㈰

10

月

第二工業団地管理事務所

１歳６カ月健診後～３歳児健診前の幼児と保護者）

パンダ学級

27日㈬ ぱわふる運動塾

月

Lden

22日㈮

（対象者

25日㈪ 2歳児歯科健康診査（H30.12月～H31.３月生まれ）

令和３年８月分

区域  Lden

ゆ

☎ 77-1891（★印は要申込）

のびのびラッコ教室

騒音測定地点

づ

20日㈬ 子育て世代の健康・食育講座（対象者 子育て中の方）

月間航空機騒音測定結果（速報）

2021. 10月号

岩山

林 由月結ちゃん（７カ月）

日

21日㈭

※
 ８
 月１日から８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。
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好きだよ！！

会場

はにわ台南

萩原和可子

すくすく健やか
元気
いっぱい！

10 月下旬・11 月上旬の保健事業

加茂

弘衞

Facebook

か
く健や
す
く
す

3,578 人
－ 14 人
いっぱい！
3,476 人
－ 6人

男
女

合計
世帯

９月１日現在

Twitter

17日㈰
24日㈰
31日㈰

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

南方地区（東金・大網・九十九里）
西田医院（東金）
☎0475-53-1393
とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金）
☎0475-54-2421
ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網）
☎0475-70-0801
はっとり内科クリニック（東金）
☎0475-71-3190
高橋医院（九十九里）
☎0475-76-3101

北方地区（山武・横芝光・芝山）
宇井医院（山武）
☎0475-86-2522
髙根病院（芝山）
☎0479-77-1133
花城医院（山武）
☎0479-86-2233
京葉内科クリニック（山武）
☎0475-82-2400
鈴木医院（横芝光）
☎0479-82-0126

※ 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。

11月21日㈰
広報しばやま

「芝山町長選挙」が行われます
令和３年

10月号

№566

任期満了に伴う芝山町長選挙が下記のとおり行われます。皆さま一人一人の票が
大切な一票となります。棄権せずに必ず投票しましょう。
ただし、11月中に国政選挙が行われる場合、日程が変更となる場合がありま
す。（その際は、あらためて町ホームページなどでお知らせします）

■選挙期日告示日

11月16日㈫

■期日前投票・不在者投票
投票期間 11月17日㈬～20日㈯
投票所 役場南庁舎２階第２会議室

■その他
新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し
て実施します。投票される皆さまにおかれま
しても、選挙日当日に人が集中することなど
を避けるため、ご都合の良い日に期日前投票
をご活用ください。

「一票
一票
大切だ 」が
ッコ～
！
☎77-3901
■問合せ
芝山町選挙管理委員会

◆大 きな 感 動 をもたらした 東 京
2020オリンピック・パラリンピッ
ク。僕もテレビで観 戦しながら、連
日のようにスポーツの素晴らしさを
感じていました。◆ 知らないスポー
ツにふれること、知っていたけどさら
にその奥 深 さにふれること、アスリ
ートの皆さんの並々ならぬ努力や想
いを知ること、懸命に戦う姿を見る
こと、さまざまなシーンを通して感
動的なストーリーを目の当たりにす
ることなど、胸の奥 が熱くなります
よね。◆今回取材させていただいた
パラ聖火ランナー生駒さんや採火式
を行った福祉作業所の皆さん、以前
取材させていただいたオリ聖火ラン
ナー木川さんなど、町内にも大きな
スポーツシーンの一 役を担っている
方がたくさんいらっしゃいます。◆こ
れからも、皆さんの活躍するさまざ
まな姿をお届けしていきます！（Ｄ）
◆今月号で掲載した交通安全の特集
では、町内を歩いて取材する機会が
多くありました。◆実際に町内を歩
いてみると、草木の繁茂で狭くなって
いる歩道や、
塗装が消えかかっている
路面標示などがあり、普段車で通っ
ているときは気が付かないようなと
ころでも、歩行者の視点で見ると危
険だと感じることが分かりました。
◆また、交通安全に関わるさまざま
な方からお話を伺った際、誰もが口
をそろえて
「交通ルールを守ることの
大切さ」
について話されていたことが
強く心に残りました。◆交通ルール
を守ることは、自分の命や周りの人
の命を守ることにつながります。
この
特集が一人でも多くの方にとって交
通安全について改めて考えるきっかけ
になったら嬉しいです。
（Ｍ）

令和３年 10 月１日発行 編集・発行 芝山町総務課 〒 289-1692 千葉県山武郡芝山町小池 992 ☎ 0479-77-3921
https://www.town.shibayama.lg.jp/
※「広報しばやま」は、新聞折込みにて配布しております。

■立候補予定者事前審査
日時 11月10日㈬ 午前10時～正午
会場 役場南庁舎１階研修室

●選挙権（投票できる人）
満18歳以上（平成15年11月22日以前生
まれ）の日本国民で、引き続き３カ月以上
（基準日は告示日前日の11月15日㈪）芝
山町に住所があり、選挙日当日に芝山町に
居住する人です。ただし、選挙犯罪などの
刑に処されている人など、選挙権が停止さ
れている人は投票できません。
■立候補予定者説明会
日時 10月19日㈫ 午前９時
会場 役場南庁舎１階研修室

●被選挙権（立候補できる人）
11月21日㈰現在、満25歳以上の日本国民
※町 長選挙に立候補する場合は、法務局に
50万円の供託金を預ける必要がありま
す。得票数が規定の数（有効投票総数÷
10）に達しなかった場合や、立候補を辞
退した場合などには、供託金は没収され
町に納められます。
午前７時～午後８時
■選挙期日
日時 11月21日㈰
投票所 各投票所

