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「第二保育所おゆうぎ会」
みんなで盛り上げたオペレッタ―

令和4年

自信と希望を持って
暮らせる町を目指して
孝之
麻生
芝山町長

新年明けましておめでとうござい
ます。輝かしい新春を迎え、謹んで
お慶び申し上げます。また、昨年は
町政運営にご理解とご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年 月 日に芝山町長に就任
し、まだ間もないですが、日々町長
としての責任の重さを感じながら、
町の将来のため、目の前の課題一つ
一つに丁寧に取り組んでいるところ
です。
さて、一昨年に引き続き昨年も、
年間を通して新型コロナウイルスに
翻弄された年となり、はにわ祭や敬
老会、町民体育祭など、さまざまな
町の行事が中止となってしまいまし
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た。
本年は、新型コロナウイルスの収
束を切に願い、町民の皆さまが一刻
も早く元の生活に戻って各種行事が
執り行われますよう、これからも継
続して対策に取り組んでまいりま
す。
現在、芝山町は大きく変化しよう
としています。圏央道の整備や空港
機能強化の一つとして、 本目の
滑走路の設置に伴う、移転代替地
を 含 め た 町 内 箇 所 千( 代 田 ・ 川 津
場 ・ 小 池 の) 拠 点 整 備 、 上 水 道 計 画
など、新しい町づくりがスタートし
ており、これらの施策を確実に具現
化させていくことが私に課せられた
大きな任務の一つであると感じてい
ます。
第 滑走路が供用されれば、新た
な税収や経済的な発展が見込まれ、
財政力の向上が期待されます。将来
の新たな税収を町民の皆さまに還元
するために、介護・福祉・子育て支
援・教育環境に恵まれた町を実現
し、人口増加につなげたいと考えて
おります。
一方、移転や騒音対策、地域振興
策などの課題も山積しております。
移転対策については、対象になる
方々が安心して移転できるよう、空
港会社と連携してしっかりと対応し
てまいります。騒音対策について
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は、皆さまからのご意見を伺いなが
ら、騒音下に住まわれる方々が不利
益を被らないような対策を国や空港
会社に訴えていきます。地域振興策
については、実施プランに併せて関
係機関と協議をし、一歩一歩着実に
前に進めてまいります。
また、農業振興についても基幹産
業から成長産業としてとらえ、農業
所得の向上に向けての施策などを
しっかりと講じていきたいと考えて
おります。
さらに、安心・安全な町づくりの
実現も重要な課題の一つです。令和
元年に発生し、当町にも甚大な被害
をもたらした台風をはじめとした過
去の自然災害を教訓に、避難所開設
等の対応や非常用電源の確保に努
め、消防団の機能強化や自主防災組
織の拡充など、自然災害に対応した
対策に取り組んでまいります。
町民の皆さまが自信と希望をもっ
て快適に暮らせる町を目指し、 年
後 年後、さらにその先にある未来
を見据えながら、町政運営に取り組
んでまいりますので、今後とも皆さ
まのご理解とご協力をお願いいたし
ます。
結びに、令和 年が皆さまにとっ
て素晴らしい年となりますようご祈
念申し上げ、新年のご挨拶および就
任のご挨拶とさせていただきます。
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広報しばやま

迎 春

「新生 芝山町」の
門出を祝して

新年明けましておめでとうござい
ます。町民の皆さまにおかれまして
は、令和 年の新春を健やかにお過
ごしのこととお慶び申し上げます。
また、日頃より議会活動にご理解と
ご協力をいただき感謝申し上げます。
一昨年に続き昨年もコロナ禍に始
まり、コロナ禍に終わった 年と
なってしまいました。感染された
方、仕事上の影響を受けた方に心か
らお見舞い申し上げます。
約 年にも及ぶコロナ禍も、町民
の皆さまの不断のご努力とご協力に
より、ここに来て一応の落ち着きを
見せており、徐々に行動制限が緩和
され、日常生活や経済活動も再開さ
れ始めています。

しかし、諸外国では新たにオミク
ロン株による感染拡大が発生してお
り、今一度、厳重な水際対策と個々
の慎重な行動が求められています。
感染が再拡大しないよう皆さまと手
を携えて、この難局を乗り越えてい
きたいと思います。
さて、昨年は 年ぶりに新町長が
誕生し、 月 日から新しいリー
ダーのもとでの町政がスタートしま
した。空港機能強化の進展、圏央道
の工事開始、少子高齢化や用地・騒
音移転による人口減少、農産物価格
の低迷と後継者不足、公共施設の老
朽化、生活インフラと子育て教育環
境の整備など、課題が山積していま
す。これらを踏まえると、今年は芝
山町にとって有史以来、最も大事な
年になると言っても過言ではないと
思います。
新年を迎え、我々議会は町民の皆
さまの代弁者であり、行政とのパイ
プ役であることを一人一人が自覚
し、活動していくことをお約束いた
します。さらに、議会に与えられた
権能である行政のチェックと政策提
言を積極的に行使し、与えられた職
責を全力で果たしてまいります。
結びに、令和４年が皆さまにとっ
て、実り多き充実した年となります
ようご祈念申し上げ、新年のご挨拶
とさせていただきます。
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納税は便利な口座振替で！

町県民税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
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睦月

「広報しばやま」は、新聞折
込みにて配布しております。
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納付期限 1月31日㈪

１月の納期

○確定申告
○マイナンバーカード・ウイルスコーティング補助金
○後期高齢者医療・食品衛生大会・2歳児歯科健診
○セルフメディケーション・入札結果
○浄化槽管理・法務大臣表彰
○議会臨時会・犬のしつけ方・障害者控除・クリーンアップ運動
○空調施設維持管理補助金・ウッドチップ配布・
ねんきんネット・機能強化要望

16……保育所おゆうぎ会
18……しばやま日和
20……くらしの広場
24……2021年 町の10大ニュース

2……新年のご挨拶
4……新型コロナワクチン追加接種
6……町からのお知らせ

January.2022

秀樹
小嶋
芝山町議会議長
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新型コロナワクチン
追加接種（３回目接種）が
始まります

新型コロナワクチンの２回目接種が終了した日から
原則８カ月以上経過後に、追加接種が受けられます。
対象となる方には、２回目接種の時期に応じて、
追加接種のご案内を送付する予定です。
ご案内が届いた方から予約可能となりますので、
予約受付開始までしばらくお待ちください。

送付書類

注意点は次ページをご確認く
ださい。

予約方法

町コールセンターへの電話予
約またはインターネット予約

その他

①会場ごとの接種日程は、決ま
り次第、町ホームページなど
でお知らせします。
②町において２回目の接種記録
が確認できない場合、追加接
種のご案内が送付できません。
次のような方は、町コールセ
ンターにご相談ください。
・２回目の接種後に芝山町へ転
入された方
・２回目接種後８カ月以上が経
過しても案内が届かない方
③これ か ら １ ２
･ 回目の接種を
ご希望の方は町コールセン
ターにお問い合わせください。
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対象者
２回目接種後８カ月以上経過
した 歳以上の方

接種実施期間
令和４年９月

30

集団接種会場または町内医療
機関
※会場や日程によって対象年齢、
使用ワクチンが異なりますので、
予約の際にご確認ください。

接種会場

日㈮まで

・ファイザーワクチン
・モデルナワクチン
※モデルナワクチンは薬事承認
後に追加予定です。
※いずれのワクチンも接種回数
は１回です。

使用予定のワクチン

18

追加接種のお知らせ、接種券
一体型予診票、接種済証用紙、
ワクチン説明書
※接種 券および予 診 票の様 式が
変 更 されており 、１・２回 目で
使 用した接 種 券のシールは届
きませんのでご注 意ください。
※接種券および予診票の見方や

▲１・２回目の接種時の様子

芝山町新型コロナワクチン接種コールセンター ☎85‐5679
問

１ 予防接種済証

ワクチン接種した際に医療機関などが接種情報を記
入し、その場でご本人にお返しします。自身の接種を
証明する書類になるので、大切に保管してください。

3

接種券番号

接種券番号は10桁の番
号です。予約の際には、こ
の番号が必要となります。
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接種券

用紙の右上部分が接種券になります。
汚したり切り離したりせず、会場にお持
ちください。

３回目接種
可能時期

5

１・２回目
接種記録

１・２回目の接種記録と２回目接種が完
了した日から、８カ月以上経過後の３回目
接種可能時期が記載されています。

Special Thanks

ご寄贈いただきました
公益社団法人 東金法人会様より以下のとおりご寄贈いただきました。いた
だいた寄贈品は、町内の社会福祉施設などで活用させていただきます。
寄贈日
品 物
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2022. 1月号

11月15日㈪
消毒用エタノールおよびペーパータオル

告
申
定
確
町からのお知らせ

所得税に関すること 東金税務署 ☎０４７５‐52‐３１２１
町・県民税に関すること 町民税務課 課税・収税係 ☎ 77‐３９１５・３９１６
問

令和３年分の申告・納付期限

【所得税および復興特別所得税】２月16日㈬～３月15日㈫まで
３月31日㈭まで
【消費税および地方消費税】
２月1日㈫～３月15日㈫まで
【贈 与 税】
※所得税等および個人事業者の消費税等の納付は、便利な振替納税をご利用ください。
贈与税は振替納税ができません。

令和３年分の振替納税の振替日

【申告所得税および復興特別所得税
（第３期分）の振替日】 ４月21日㈭
【消費税および地方消費税
（個人事業者）の振替日】 ４月26日㈫

※振替納税をお申し込みの場合は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を申請
期限までに提出してください。

e Tax申告を
ご利用ください

-

新型コロナウイルス感染防
止の観点からもご自宅からの
e Taxをご利用ください。
「国税庁ホーム
ＳＴＥ Ｐ
ページ」へアクセス
所得税、消費税および贈与税
の申告書、収支内訳書や青色申
告 決 算 書 を 作 成 で き ま す 。（ 所
得税の申告書は、スマホやタブ
レット端末でも作成可能）
ＳＴＥＰ２ 申告書等を作成
画面の案内に従って金額など
を入力するだけで申告書等が作
成できます。自動計算なので計
算誤りがありません。
ＳＴＥＰ３ e Tax送信で提出
①マイナンバーカードを使って
送信（マイナンバーカードと
マイナンバーカード読取対応
のスマホ、またはICカード
リーダライタをご用意くださ
い）
②ID と パ ス ワ ー ド で 送 信
（ID・パスワード方式は、
事前の届出が必要です。届出
をする場合は、申告されるご
本人が顔写真付きの本人確認
書類をお持ちの上、お近くの
税務署にお越しください）

-

1

-
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TOWN INFORMATION

・還付
 申告をされる方は、上記
開設期間の前でも東金税務署
にて相談を受け付けておりま
す。
・期間
 中、申告書作成会場およ
び税務署の駐車場はご利用い
ただくことができません。可
能な限り公共交通機関をご利
用ください。お車でお越しの
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」を無料でご利用いただ
くことができますが、台数に
限りがありますのでご注意く
ださい。
・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
 書等の提出についても、
上記申告書作成会場で受け付
けております。
・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のでご
注意ください。

・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され
る方は、消費税率ごとに区分
した帳簿などをご持参くださ
い。
・早朝からの来場はご遠慮くだ
さい。

２月１日㈫

税理士による無料申告相談

税務署での申告書作成会場の
開設期間以前に、次の日程表の
とおり「税理士による無料申告
相談」を実施します。
■注意事項など
・小規模納税者の所得税および
復興特別所得税と個人消費税、
年金受給者並びに給与所得者
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。
・提出のみの受け付けは行って
おりませんので、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。
・ご来場の際は、前年の申告書
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ご
持参ください。
・会場の混雑回避のため「入場
整理券」を当日配付します。
入場整理券の配付状況に応じ
て、受け付けを早く締め切る
場合があります。
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芝山町小池
９９２

20人

【午前の部】
午前９時30分～
正午

【午後の部】
午後１時～４時

芝山町役場
南庁舎
２階
第１会議室

間

時

予定
人数

所在地

場

会

開催日

申告書作成会場の開設
■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 日㈫まで
（土日、祝日を除く）
■時間
【受付】午前８時 分～
午後４時まで
【相談】午前９時～
■注意事項など
・会場
 の混雑（３密）回避のた
めに入場整理券を配付しま
す。入場整理券の配付状況に
応じて、受け付けを早く締め
切る場合があります。
・入場
 整理券は、当日に会場で
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。国税庁LINE公
式アカウントを「友だち追
加」していただくことで、日
時指定の入場整理券を入手す
る手続きが行えます。ぜひ、
LINEによる事前発行をご
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。

■「税理士による無料申告相談」開催日程

15

30

町からのお知らせ

る方
③①および②以外の方
※①～
 ③に関する詳細について
は、税務署に直接お問い合わ
せください。
消費税および地方消費税
①令和 元 年 分 の 課 税 売 上 高 が
，000万円を超えている
個人事業者の方
②令和 元 年 分 の 課 税 売 上 高 が
，000万円以下であって
も、特定期間（令和２年１月
１日から令和２年６月 日ま
での期間）の課税売上高が
，000万円を超えている
個人事業者の方
※特定
 期間における ，０００
万円
 の判定は、課税売上高に
代えて給与等支払額の合計額
によることもできます。
③令和 元 年 分 の 課 税 売 上 高 が
，000万円以下の個人事
業者で、令和２年 月末まで
に「消費税課税事業者選択届
出書」を提出している方
贈与税
①令和
 ３年中に110万円を超
える財産の贈与を受けた方
②財産
 の贈与を受けた方で、配
偶者控除の特例を適用する方
③財産
 の贈与を受けた方で、相
続時精算課税を適用する方
1
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④財産の贈与を受けた方で、住
宅取得等資金の非課税を適用
する方
※「相 続 時 精 算 課 税 」 制 度 や
「住宅取得資金の非課税」制
度を適用する場合は、期限内
申告が必要となります。

キャッシュレス納付について

国税の納付は、あらかじめ届
出した口座から振替日に引き落
としする「振替納税」が大変便
利です。
（振替納税を利用でき
るのは、所得税等および個人事
業者の消費税等のみです）
振替納税の申し込みは、パソ
コンやスマホからオンライン
（e Tax）で手続きできます。
（金融機関の届出印を押印して
書面で手続きすることも可能）
また、インターネットを利用
してクレジットカードで納付す
る方法や、e Taxを利用し
てインターネットバンキングや
ＡＴＭを利用して納付する方法
など、税務署や金融機関の窓口
に行かずに納付する方法もあり
ます。なお、いずれの方法も納
期限内に手続きをお願いします。
■問合せ先
東金市東新宿1 1
3121
☎0475
-

12

1

1

1

1

会場内での感染防止対策と
来場される方へのお願い
「税務署での申告書作成会
場」および「税理士による無料
申告相談会場」は、感染防止対
策を講じた上で開設します。
■注意事項など
・相談
 に係る従事者の感染防止
対策および体調管理、会場を
こまめに換気するなどの対策
を徹底しています。
・ご来 場 の 際 は 少 人 数 を 心 掛
け、マスクの着用や手指の消
毒などにご協力ください。
・入場
 時の検温で ・ 度以上
の発熱が認められる場合、入
場をお断りさせていただきま
す。発熱などの症状のある方
や体調のすぐれない方は、来
場をお控えください。

申請書の提出が必要な方

5

所得税および復興特別所得税
①給与
 所得がある方（給与の年
間収入金額が ，000万円
を超える方、１箇所からの給
与支払いを受けており給与所
得および退職所得以外の所得
の金額の合計が 万円を超え
る方など）
②公的
 年金等に係る雑所得があ

-

-52

37

2

20

30

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！

確定申告書等を税務署へ提出する際は、
“毎回”マイナ

ンバーの記載と、本人確認書類（番号確認書類及び身元

確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。

8

広報しばやま

TOWN INFORMATION

役場での申告相談日程表
「地区別申告相談」および「申告受付」を下記のとおり実施します。例年、申告
期限が迫ってくると申告会場が大変混雑しますので、必ず下記日程にてご申告くだ
さい。対象地区以外の日に申告される場合は、対象地区終了後に受け付けます。
問

町民税務課 課税・収税係 ☎77‐3915・3916

■受付時間
午前８時 分～ 時
午後０時 分～ 時
※この
 時間より受付表配布、時
間前入場はご遠慮ください。
■役場で受付できない相談内容
・事業
 などを開始して初めての
申告や青色申告
・配当、利子所得の申告
・住宅借入金等特別控除の申告
・所得計算が複雑な申告（ＦＸ、
アパート経営などの収入）
・譲渡
 所得（土地、建物、株式
など）の申告
・災害
 の控除（雑損控除、災害
免除法の軽減など）の申告
・山林所得の申告
・太陽光発電収入に関する申告
・過年度分の申告
・納税
 者が亡くなったときの申
告（準確定申告）
・消費税の申告や贈与税の申告
■注意事項など
・マス
 クの着用や手指の消毒、
検温などにご協力ください。
・会場
 で十分な待合スペースが
確保できず、混雑状況により
お車の中など会場の外でお待
ちいただく場合があります。
・会場
 内は窓などを開けて常に
換気を行うため、各自で防寒
対策をお願いします。
30 30
4 11

■申告相談日程表
月

日

曜日 会場

対

象

区

午前 9 時～ 11 時

午後 1 時～ 4 時

２
月

はにわ台東

はにわ台南

17 日

木

はにわ台北 1・北 2

バルールド・小池 5・あけぼの

18 日

金

21 日

月

22 日

火

24 日

木

25 日

金

28 日

月

1日

火

2日

水

3日

木

4日

金

7日

月

新井田新田・辺田

新井田

8日

火

高田東・スカイビレッジ・白桝

高田西・加茂

全 地 区 対 象

第１会議室

３

水

南庁舎２階

月

16 日

小池 1・2・4・ハニワ台ニュータウン 千代田・坂志岡・牧野東・牧野西
小池 3・6・7・8・9

岩山・三和・朝倉・浅川稲葉・一本松
全 地 区 対 象

山中東・山中西

境・宮崎・下吹入・上吹入

中郷・中谷津・住母家

高谷・殿部田・川津場・山田

菱田東・菱田宿・谷平野

飯櫃・小原子
全 地 区 対 象

大台北・大台南・芝山・宝馬

大台宿・大台西・芝山台
全 地 区 対 象

※３月９日㈬～15日㈫は、全地区対象となります。
（土日を除く）
9

地
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町からのお知らせ

令和３年度芝山町新型コロナウイルス感染症対応

抗ウイルス・抗菌コーティング施工事業補助金

企画空港政策課 企画調整係 ☎ ‐３９２６

ください。申請書は同窓口で配
布または町ホームページにてダ
ウンロードが可能です。
■申請受付期限
１月 日㈪まで（郵送の場合
必着）
■その他
・補助事業は一定の条件を満た
したもののみ対象となります。
・予算の範囲内で交付決定いた
しますので、申請受付期限前
に申請受付を終了する場合が
あります。
・詳しくは町ホー
ムページをご覧
ください。

抗ウイルス

10

広報しばやま

申請はもうお済みですか？

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

77

町内の事業者向けに、利用客や従業員間の感染防止を目的と
して実施する、抗ウイルス・抗菌コーティング施工事業に対し
て補助金を交付します。

49

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。

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・休日交付日
および更新日（要予約）
１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。
13

問

■補助対象者
令和３年３月 日現在、町内
で事業活動を営んでおり、今後
も町内で事業を営んでいく法人
および個人事業主で、町内に事
業所を有する者
■補助対象事業
補助対象者の事業所・店舗な
どに抗ウイルス・抗菌コーティ
ングを施工する事業で、一定の
条件を満たして実施する事業を
対象とします。
■補助上限額
①従業員数９人以下の事業者
… 万円
②従業員数 人以上 人以下の
事業者… 万円
③従業員数 人以上の事業者
… 万円
④①の条件を満たす飲食事業者
… 万円
■申請方法
郵送または企画空港政策課企
画調整係窓口に申請書をご提出
31

1

30

15

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３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

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）
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。

50 20 10

77

30

25

10

28

30

31

申請は
に！
お早め

1

申し込み
ぜひ、お
！
ください

1

1

10

補
助
10

30

20

年
便
利

町からのお知らせ

TOWN INFORMATION

問

■対 象者 平成31年４～
７月生まれ
■開催日 １月17日㈪
■時間 案内通知参照（混
雑緩和のため受付時間を
分けて案内しています）
■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）
11

■対象者
自己負担
所得区分
の割合

保健センター
☎ 77‐1891

２歳は幼児への移行期で
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。

2022. 1月号

77

後期高齢者医療制度

２歳児
歯科健康診査

問

町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１２

【（公社）千葉県食品衛生協
会長表彰 食品衛生功労者】
■氏名 飯髙 稔雄
■住所 芝山町牧野258
■営業種 みそ製造業
■推薦事項
長きにわたり食品衛生行
政に協力し、業界の指導育
成等に貢献

■有効期限
申 請 月 の 初 日 か ら 有 効（ 区 分
Ⅱ（長期該当）の場合申請月の翌
月 か ら ）。 認 定 証 は １ 年 ご と に
更新で有効期限は毎年７月末日
■その他
限度額適用認定証などの交付
を受けていなくても、後日申請
することで高額療養費として支
給を受けることができます。
※令和
 ４年度に窓口負担割合を
見直し予定です。詳細が決ま
り次第、広報紙や町ホーム
ページなどで周知します。

感染防止対策により招集
による大会の開催は見送ら
れましたが、令和３年度千
葉県食品衛生大会の受賞者
が以下のとおり決定しまし
た。（敬称略）

医
療
医療費の負担を抑えられます

山武保健所管内
松尾食品衛生協会
☎ 0475‐53‐0289

医療機関受診の際に保険証と合わせて認定証を提示すること
で、医療費の窓口負担の上限をあらかじめ低く抑えられます。
また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。

問

■手続き方法
次のものを持参の上、町民税
務課国保年金係の窓口で申請し
てください。
・保険証
・老齢
 福祉年金を受給されてい
る方はその年金証書や振込通
知書など
・区分
 Ⅱ（長期該当）の方は入
院期間の分かる領収書など
・申請
 者の身分証明書と本人の
マイナンバー（個人番号）が
確認できるマイナンバーカー
ドなど

千葉県
食品衛生大会

３割

対象となる方

認定証
の交付

現役並み
所得者Ⅲ

市町村民税課税所得（課税標準額）が690万円
以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる
被保険者

×

現役並み
所得者Ⅱ

市町村民税課税所得（課税標準額）が380万円
以上690万円未満の被保険者およびその方と同
じ世帯にいる被保険者

〇

現役並み
所得者Ⅰ

市町村民税課税所得（課税標準額）が145万円
以上380万円未満の被保険者およびその方と同
じ世帯にいる被保険者

〇

般

現役並み所得者、区分Ⅰ、区分Ⅱ以外の被保険
者

×

区分Ⅱ

世帯全員が市町村民税非課税の被保険者（区分
Ⅰ以外の被保険者）

〇

一

１割
区分Ⅰ

世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯全員
の個々の所得（年金収入は控除額80万円とし
て計算）が0円となる被保険者
世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、被
保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

〇

※区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方
は「限度額適用認定証」を交付します。			
※区分Ⅱの減額認定証の交付を受けた被保険者の方が入院し、過去12カ月で入院日数
が91日以上になったときは「区分Ⅱ（長期該当）」に該当する旨の申請ができます。

町からのお知らせ

・軽度
 な身体の不調は、市販薬
（OTC医薬品）を上手に活
用の上、栄養を摂り十分に休
養して様子を見ましょう。
※症状
 が改善しない場合、医療
機関を受診してください。
■OT C （ O v e r T h e
Counter）医薬品
薬局などで処方箋なしで購入
できる医薬品のことです。購入
の際は、自身の体調や体質、症
状に合った薬を適切に使用する
ために薬剤師に相談しましょう。
セルフメディケーション税制
の対象となる可能性があります。
対象医薬品の領収書には★印の
マークがあります。
■ポリファーマシー
（多剤服用）
複数を意味する「ポリ」と調
剤を意味する「ファーマシー」
を合わせた言葉です。単に服用
する薬の数が多いことではな
く、多くの薬を服用しているた
めに副作用を起こしたり、きち

んと薬が飲めなくなっている状
態をいいます。
■なぜ注意が必要なのか
高齢になると病気の数が増え
やすく、受診医療機関が複数に
なると薬の数も増えます。また、
内臓の動きが弱くなるため、薬
の分解などに時間がかかるよう
になります。薬の数が増えるこ
とで、薬同士が影響して効き過
ぎや効きづらさ、副作用が出や
すくなることがあります。
■医師や薬剤師に相談を
薬の追加や変更があった後、
いつもと違う症状（めまいやふ
らつきなど）が気になることは
ありませんか？気になる症状が
あっても、勝手に薬をやめた
り、減らすのは病気の悪化や副
作用が出る場合がありますの
で、必ず医師や薬剤師に相談し
ましょう。
いつ頃からどのような症状が
出たのか、どんな薬（サプリメ
ントなども含む）を使っている
かをメモして伝えてください。
■お薬手帳を一冊に
お薬手帳は病院や薬局ごとに
分けずに一冊にまとめておきま
しょう。処方されている薬が分
かるため、危険な飲み合わせや
薬の重複が避けられます。

10,441,200

富士通リース㈱
千葉支店

防災行政無線戸別受信
機購入

芝山町
総務課自治振興係

2,125,000

2,337,500

三信電気㈱
ソリューション
営業本部

日

制限付一般 
競争入札

9,492,000

月

12

広報しばやま

セルフメディケーション・ポリファーマシー

日々を健康的に過ごすために
町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１３
77

日々を健康的に生き生きと過ごすためには、自分の健康は自
分で守ることを意識し、病気や薬などに関して正しい知識を身
に付けることが大切です。

問

■セルフメディケーション
「自分自身の健康に責任を持
ち、軽度の身体の不調は自分で
手当てすること」をセルフメ
ディケーションといいます。例
えば、小さな傷にばんそうこう
を貼るのもその一つです。
■セルフメディケーションの効果
①健康管理の習慣が身に付く
②医療や薬の知識が身に付く
③疾患
 により医療機関で受診す
る手間と時間が省かれる
④通院
 が減ることで医療費の増
加を防ぐ
■取組方法
・特定
 健康診査や人間ドックな
どを活用し、かかりつけ医や
かかりつけ薬局に相談しなが
ら自身の状態を知り、正しい
知識を身に付けましょう。
・適度
 な運動、十分な睡眠、バ
ランスのよい食事を心掛け自
然治癒力を高め、病気になり
にくい身体を作りましょう。

芝山町役場

9

契約の
相手方

開 札 入札
年月日 手法

芝山町番号連携サーバ
設備機器等更改賃貸借

11

請負額(円)

落札価格(円)
（消費税除く）

工事
（業務委託・
物品納入）
の箇所

工事（業務委託・物品）
の名称

総務課 契約管財係 ☎ 77‐3907

問

札 入札結果

入

医
薬

TOWN INFORMATION

４

更生保護活動にご尽力

法務大臣表彰受賞

福祉保健課 福祉係
☎ ‐３９１

問

4

浄化槽の設置と維持管理

まちづくり課 環境下水道係 ☎ ‐３９

17

月 日、第 回千葉県更生
保護大会が開催され、保護司と
して活動されている手島芳枝さ
んが「法務大臣表彰」を受賞さ
れました。

11

環境保全のために適正な対応を

11

77

▶賞状を手にした手島さん

同表彰については、長年にわ
たり更生保護活動に貢献され
て、その功績が称えられた方に
贈られます。
手島さんは保護司として、罪
を犯した人や非行に走った人と
向き合い、犯罪・非行の防止や
社会復帰への援助など、地域の
ために献身的に活動されていま
す。

64

2

浄化槽の設置および維持管理にはさまざまな義務がありま
す。内容をご確認の上、適正な対応にご協力ください。

および清掃が適正に行われてい
るかを検査するため、浄化槽の
使用開始後および年１回、県の
指定検査機関による法定検査を
受検しましょう。
■各問合せ・相談先
【浄化槽設置届出書などの提出
および維持管理に関すること】
千葉県山武地域振興事務所
3862
☎0475
【人槽算定の相談に関すること】
千葉県成田土木事務所
4854
☎0476
【補助金の申請に関すること】
まちづくり課環境下水道係
3924
☎
【設置工事に関すること】
（一社）千葉県浄化槽協会
☎043 246 2355
【保守点検・清掃に関すること】
（一社）千葉県環境保全セン
ター
☎043 245 4222
【法定検査の申込先】
（公社）千葉県浄化槽検査セ
ンター
☎043 246 6283
－
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録または届出した専門業者に
頼みましょう。
■浄化
 槽法に義務付けられた維
持管理
浄化槽排水による悪臭や水質
汚濁を防ぎ快適な周辺環境を維
持するために、次の維持管理が
義務付けられています。
●保守点検をしましょう
保守点検は、県に登録した専
門業者に頼みましょう。また、
３年間分の保守点検記録票を保
存しましょう。
※作業
 は技術上の基準があり、
一般の方には困難な点もあり
ます。
●清掃をしましょう
清掃（汚泥の引きぬき）
は、山
武郡市広域行政組合管理者の許
可を受けた業者に年１回以上頼
みましょう。また、３年間分の
清掃記録票を保存しましょう。
●法定検査を受検しましょう
浄化槽の設置工事、保守点検

－

－

問

■浄化
 槽法に義務付けられた手
続き
浄化槽の設置にあたっては、
事前に次の手続きが義務付けら
れています。
●建築確認申請
【提出書類】浄化槽調書
【概要】建築確認を伴う浄化槽
の設
 置の場合、建築確認審査
機関への提出書類に含まれて
います。
●設置届出
【提出 書 類 】 浄 化 槽 設 置 届 出
書、浄化槽概要書、７条検査
の申込を証する書類（検査手
数料の納付書の写し）、排水
系統図、平面図、浄化槽詳細
図など
【概要
 】建築確認を伴わない浄
化槽の設置の場合、着工予定
日の 日以上前に提出しま
す 。（ 提 出 先 は 千 葉 県 山 武 地
域振興事務所となります）
※浄化
 槽の設置工事は、県に登

2022. 1月号

13

－
55
－

－

－
26
－

－

－

環
境

77
－

町からのお知らせ

条例等の一部を改正する条例の
制定について
■議案第４号
令和３年度芝山町一般会計補
正予算（第７号）について

■障害者控除対象者認定書
この認定書を添付し、所得
税・住民税の申告をすることで、
本人または扶養者の障害者控除
を受けることができます。
■対象者
要介護認定を受けた 歳以上
の方で
・寝たきり状態にある方
・認知症で日常生活に支障のあ
る方

５

■審査方法
介護認定申請時に取得した
「主治医の意見書」を基に判定
します。
※要介護認定を受けた 歳以上
の方であっても、交付対象に
なるとは限りません。
■問合せ
交付対象の基準・申請方法な
どの詳細は、福祉保健課介護保
険係までお問い合わせください。

14

広報しばやま

要介護認定者における

税金の障害者控除について

福祉保健課 介護保険係 ☎ ‐３９

77

障害者手帳をお持ちでなくても、申請により所得税・住民税
の申告用として「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられ
る場合があります。

問

芝山町議会

0

第３回臨時会が開催されました
総務課 行政係 ☎ ‐３９ １
77

月 日に「令和３年第３回芝山町議会臨時会」が開催さ
れ、上程された審議案件５件（町長提出議案４件、議員提出発
議案１件）は全て可決されました。

問

議員提出発議案（１件）
■発議案第１号
議会の議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

2

65

26

町長提出議案（４件）
■議案第１号
専決処分の承認を求めること
について【令和３年度芝山町一
般会計補正予算（第６号）】
■議案第２号
特別職の職員の給与及び旅費
に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
■議案第３号
一般職の職員の給与に関する

▲クリーンアップ運動の様子

65

12月9日、芝山千代田駅周辺～坂
志岡交差点付近において「第43回ク
リーンアップ運動」が実施され、役場
職員や成田国際空港株式会社、空港関
連事業者の皆さんが参加しました。
参加者の皆さんは、瓶、缶、ペット
ボトル、可燃物、不燃物など、さまざ
まなごみを拾い、空港周辺の美化に取
り組みました。

11

12月１日、役場駐車場において
「犬のしつけ方教室」が開催され、千
葉県動物愛護協会の方による講習とし
つけのデモンストレーションが行われ
ました。
参加者の皆さんは、日常生活の中で
よく使われるハウストレーニングやト
イレの相談など、愛犬との生活をより
快適にするためのさまざまな知識を学
びました。

控
除
クリーンアップ運動実施

議
会
犬のしつけ方教室開催

▲日常生活での疑問を相談する様子

TOWN INFORMATION

ウッドチップ無料配布
問

成
 田国際空港株式会社 地域共生部
環境コミュニティグループ
☎0476‐34‐5086

成田国際空港株式会社は「成田空港の
更なる機能強化」の調査により発生し
た、伐採樹木などを破砕したウッドチッ
プを無料で配布します。

令和３年度防音工事未実施家屋等
空調施設維持管理補助金
問

企画空港政策課 空港地域振興係 ☎ 77-3906

防音工事を実施していない住宅の空調施設（冷暖房機
器）の維持管理補助金について、令和３年度の申請を受け
付けます。

１月28日㈮、29日㈯
午前11時～午後３時
※なくなり次第終了。荒天の場合中止。
■配布場所 多古町一鍬田地区
（空港隣接地）
■持ち物 スコップ・袋・軍手など（積
み込みに必要な道具）、身分が証明で
きるもの（運転免許証など）
■対象 空港周辺に在住されており、袋
詰め・積み込み・運搬をご自身ででき
る方。詳しくは下記ホームページをご
覧ください。
https://www.narita-kinoukyouka.jp/

■補助対象者
令和４年１月１日現在、補助対象住宅に居住し芝山町に
住民登録をしており、次の条件全てに該当する方
①「騒防法第１種区域」に所在し、防音工事の補助を受け
ずに空調施設を設置した住宅の所有者または居住者
※ただし、同一敷地内に防音工事の補助を受けて空調施設
を設置した住宅がある場合は対象外となります。
②空調施設を令和３年７月１日以前に設置している方
■受付期間 １月11日㈫～28日㈮
■受付場所 役場本庁舎１階 企画空港政策課 空港地域振興係
■申請に必要なもの
印鑑、空調施設購入時の領収書または保証書のコピー
（設置年月日の確認できる書類）
■その他 前年度以前から受給されていて、今年度も引き
続き対象となる方には、役場から申請書を郵送しますの
で、今回の案内による申請は不要です。

町から要望書を提出

年金情報を手軽に確認

11月26日、町から成田国際空港株式
会社に対して、機能強化に合わせて町内
から成田空港へのアクセスを向上する道
路整備の実現を要望しました。
今回の要望では、主要地方道「成田松
尾線」の延伸と千代田地区とターミナル
などの施設をつなぐ空港誘導路下を通る
連絡道路の整備を求めました。

「ねんきんネット」は、これまでの年金記録や将来受け
取る年金の見込額など、ご自身の年金に関する情報をパソ
コンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できる
サービスです。

■日時

▲要望書を手渡す相川町長
（左）
と椎名副社長
（令和３年11月26日時点）

15

2022. 1月号

■ねんきんネットでできること
・ご自身の年金記録の確認
・将来の年金見込額の試算
・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・受給に関する各種通知書の確認 など
■ねんきんネットを利用するには
ねんきんネットへの登録が必要です。基礎年金番号をご
用意の上、日本年金機構のホームページから登録してくだ
さい。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータ
ルからアクセスが可能です。（マイナンバーカードを読み
取れるＩＣカードリーダライタが必要。スマートフォンか
らの利用はできません）
■問合せ
ナビダイヤル☎0570-058-555（050から始まる番号で
おかけになる場合は、☎03-6700-1144）

アラビアンナイト、魅

最後にビシッと決めポーズ

惑の踊り

踊

った日本舞

藤の花を使

真実の愛

を華麗に

表現

第一保育所

第一保育所のプリンス

４人衆

決めポーズ

自分たちで考えた

扇子の先や足先までし

っかり意識して

広報しばやま

16

カルに

合わせてコミ

みんなで息を

ごきげんようプリンセス

しく
でかわいら
着物と笑顔

第二保育所

見事な扇子使いを披露

保育所おゆうぎ会

11月30日～各保育所において開催された「おゆうぎ会」。みんなで何度も何度も
振り付けを練習し迎えた本番、お母さんやお父さん、先生たちが見守る中ちょっぴり
緊張したけれど、最後まで元気に楽しく発表できました。
した手話

くさん練習

みんなでた

第三保育所
それぞれが
最高の一太刀を

17
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月

日に参加した小学生

の将来やこれからの進路につ

年生と芝山小学校

航空科学博物館において開

中学校

いて考えるきっかけとなりま
した。

空講話事業（小・中学校）

このコーナーでは、町で行われた
イベントなどを紹介します。
1

しているSDGsの取り組み
などさまざまな内容に対する

や 大 変 なこと 、空 港 内で実 施

月 日に参加した中学生
は、仕 事をする上でのやりがい

について学びました。

興味がわいた」
「学んだこと
を今度利用するときに生かし

ことを知って、空港の仕事に

体験などを行いました。児童
た ち は「 今 ま で 知 ら な か っ た

いての仕 事 紹 介や業 務の模 擬

は、グランドハンドリングや旅
客業務、
ケータリング業 務につ

12

催された「成田国際空港と空
港の仕事を知る講座」。芝山

航

し
6

たい」と目を輝かせました。

30

▲機内食を運ぶフードローダー車にびっくり
（12月1日）
▲マーシャリング体験に挑戦（12月1日）
▲真剣な表情で説明を聞く中学生（11月30日）

ばやま

び

和

日

武

道大会
（空手の部）

また、防具を付ける手伝い
や仲間を鼓舞するため率先し
て声を出す上級生の姿や、先
輩たちの力強く勇ましい技を
目に焼き付ける下級生の姿も
見られ、それぞれの選手が心
技ともに成長する機会となり
ました。
当日は、どの試合も最後ま
で目を見張る熱戦が繰り広げ

芝山町

月 日、農業者トレーニ
ングセンターを会場に開催さ
れた「芝山町武道大会（空手
の部）」。大会には、芝山町
を拠点に活動する空手道白真
会の選手たちが参加し、今後
のさらなるレベルアップに向
けての試合を行いました。
会場では、日頃の稽古で身
に付けた技を競い合った選手

られ、一生懸命戦う選手たち
の姿に会場からは大きな拍手
と声援が送られました。

▶稽古の成果を発揮！

たち。普段は一緒に稽古する
仲間と、ライバルとして切磋
琢磨し合いました。

4

▶ライバル同士の負けられない戦い

12

より
年生が成田国際空港の役割や
将来像、働く人々の仕事など

1

質問を行い、一人一人が自身

11

18

広報しばやま

子育て支援センター

安全祈願祭

11月18日、「子育て支援センター安全祈願祭」
が実施されました。祈願祭には、建設を担当する株
式会社真行寺建設の方々や芝山町長などの関係者が
参加し、ここまで無事に工事が完成したことに対し
て感謝するとともに、今後の安全な建設への祈願を

▲息を合わせて、それっ、ぺったんこ！

みつば幼稚園

餅つき

12月10日、みつば幼稚園において実施された
「餅つき」。釜でふっくらと蒸しあげられたもち米
を臼と杵を使ってぺったん、ぺったん。園児たち
は、杵の重たさと慣れない動作に少し戸惑いながら
も、ちゃんとお餅になるようにとみんなで力を合わ
せて頑張りました。また、保護者の方や先生たちの
餅つきを間近で見学すると、その迫力のすごさに興
味津々、大興奮の様子でした。
餅つきを終えた後は、お昼ごはんに「お雑煮」を
食べました。自分でついたお餅の味はまさに格別。
お友達と一緒においしく楽しいひと時を過ごすとと
もに、幼稚園に一足早いお正月が訪れました。

子ども用トイレや授乳室、外遊びができる園庭など
が設置されます。また、一時保育室や子育て世代包
括支援センターの相談室も併設され、子育て支援の
さらなる充実を図ります。

▲安全祈願祭の様子

11

15

25

出
発式

目を搭載し、成田芝山店のス
タッフや山武警察署長、芝山
町長らが見守る中、軽快な音
楽とともに出発しました。
また、とくし丸の営業開始
に伴い、見守りをはじめ防
犯、交通安全など、地域住民
の安全安心に係る活動協力に
ついての申し出を受け、株式
会社セイミヤ、山武警察署、
芝山町との三者による「安全
で安心なまちづくりに関する
協定」を締結しました。

▶協定書を手に写真撮影をする三者

2022. 1月号

移動スーパー
「とくし丸」

月 日、スーパーセイミ
ヤ成田芝山店において「移動
スーパーとくし丸出発式」が
実施されました。式典にて、
株式会社セイミヤの加藤社長
は「県内 台目となるとくし
丸が、毎日の買い物に苦労さ
れている高齢の方や身体の不
自由な方などの一助になれ
ば」と話されました。
その後とくし丸は、鮮魚や
肉、野菜だけでなく惣菜、お
菓子、日用品など約400品

▶出発式の様子

19

行いました。
現在建設中の子育て支援センターは、令和4年度
にオープン予定で、支援室の面積拡充だけでなく、

「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

山武郡市広域行政組合

新刊図書を紹介します

令和4年度入札参加資格審査申請

インターネット検索や図書リクエス

山武郡市広域行政組合が発注する建

トも可能です。ぜひご利用ください。

設工事、調査、測量、設計等の業務委

（著者:眞邊明人 出版:サンマーク出版）

札に参加を希望される方は、参加資格

もしも徳川家康が総理大臣になったら
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっ

よけいなひと言を好かれるセリフに変

審査申請を行ってください。

受付期間 １月24日㈪～2月4日㈮必着

※提出は簡易書留などの追跡可能な方
法で、原則郵送としてください。

※申 請手続きの要領などは、当組合

大人も知らない？ふしぎ現象事典

郵送先

（編:「ふしぎ現象」研究会
ヨシタケシンスケ
ガジン社）

イラスト:

出版:マイクロマ

中央公民館臨時休館日について

１月22日㈯は、役場・公民館電気

設備年次点検により停電となるため、
休館日となります。ご理解とご協力の
程よろしくお願いいたします。

ホームページをご確認ください。
1-17

〒283-8505

東金市東岩崎

山武郡市広域行政組合

企画財政課契約管財係

※封筒に「令和４年度入札参加資格審
査申請書在中」と記載し、返信用封
筒（長形３号、宛名記入、84円切
手貼付）を同封してください。

問合せ

企画財政課契約管財係
☎0475-54-0252

広告

一般財団法人

芝山町振興公社

真砂子
搗き立ての今年米とて手に重し
壽 一

担当：竹下（たけした）

子

連絡先：0479-85-5335

日の差して引込線の枯かづら
多美子

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。

奥入瀬の流れに映ゆる紅葉かな
満

職種：看護師・介護職、その他

湯豆腐や泣き笑ひして独り言
百合子

「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！

やはらかき午後の日差や楓散る
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

退院の妻と寄るカフェ秋うらら
まもる

令和３年４月オープン

朝一番ポインセチアに水をやる
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日以降生まれの人
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４年１月24日㈪ ※履歴書郵送の場合必着
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）

冬の日や引き戸の桟の薄埃
敏

俳句

広報しばやま
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新しき畳のにほひ冬暖か

職員募集

今日の晴布団を干して日の暮るる

令和４年度

「機械とは話しません」と録音電話に
言いて受話器を置きぬ
八角 菊枝
投票所ひさ方振りに会ふ人と
会話も出来ず会釈し別れり
加藤はつえ
小春日のグランドゴルフ友と組み
ワンをねらふも又ミスショット
髙橋 節子
どんよりと朝に鴉は鳴き叫ぶ
投票せよと誘うが如く
麦倉千代子
ひたすらに草踏みしめて歩むなり
弱音言ふまいリハビリの道
冬木 節子

える働く人のための言いかえ図鑑

（著者:大野萌子 出版:サンマーク出版）

怒賀 春子

とブルー2

（著者:ブレイディみかこ 出版:新潮社）

託および物品納入等について、競争入

十一月詠草

断りもせず草引くわれに這ひ上がり
蟻は思ひきり脚にかみつく
斉藤 則子
朝露に人参畑きらきらと
産毛のなかに玉抱くがごとし
松川 恭子
寝室が二階にあれば登り降り
小用に起つも運動らしく
五木田治巳
空高く蒼広がりて烏一羽
何処を目指すかはたはたとゆく
大木 幸子

中央公民館図書室

篁をかそかにゆする風の音
背に聞きつつ芋掘る小春日

短歌

『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
暮らしのお悩み相談会

千葉県ジョブサポートセンター

山武地域振興事務所

悩みごとはありませんか

シニアのキャリアデザインセミナー

山武のいいとこ発見チャレンジ

今月は「ハローワーク成田」が就労

千葉県ジョブサポートセンターで

山武地域の魅力を外部に発信し、活

についての相談をお受けします。一人

は、定年後の働き方について考えてい

性化に活用するため、山武地域のとっ

秘密は厳守します。

らない方など向けのキャリアプランセ

掘！おしえて！山武のいいとこ発見

で悩まず、お気軽にご相談ください。
開催日

１月28日㈮

時間

午後１時30分～３時30分

会場

役場南庁舎ミーティングルーム

（40分/３組まで）

その他

相談は要予約（先着順）です

問合せ

特定非営利活動法人リンク

☎0475-77-7531（7532）

る方や求職中でなかなか仕事が見つか
ミナーを開催します。

また、同日同会場にて、セミナー参

加者を対象とした「就職するまでの生
活・就労に関する出張相談」を開催し
ます。就職や生活のあらゆるお悩みに
ついて、相談員が１対１で相談をお受
けします。時間などの詳細は、下記ま

全国一斉生活保護相談会

でお問い合わせください。

あきらめる前に相談を

内容

千葉青年司法書士協議会、千葉司法

書士会は「コロナ禍で仕事が減って生

対象

おおむね55歳以上の方

多様な働き方の現状・採用の具

体的な事例・仕事の探し方、応募書
類の書き方など

活できない」
「自動車を持っていても生

開催日

お受けする電話相談会を開催します。

会場

活保護は受けられるか」などの相談を
相談は無料で、秘密は厳守します。
開催日
時間

１月30日㈰

午前10時～午後４時

相談電話番号

☎0120-052-088

※当日のみ専用（臨時）の番号です。
問合せ

千葉青年司法書士協議会
☎043-488-4633

１月28日㈮

時間

午前10時～正午

定員

20人（予約制・先着順）

八日市場公民館

※電話にてお申し込みください。
その他

・新型コロナウイルス対策のため、当
日の検温や手洗い、マスク着用をお
願いします。

・本セミナーは雇用保険受給中の就職
活動実績となりますので、雇用保険
受給者証をお持ちの方は、当日ご持
参ください。

申込み・問合せ

ておきの情報を募集する「ザクザク発
チャレンジ！」を実施します。

投稿者の中から抽選で、地域の特産

品をプレゼントします。

※当選者の発表は、賞品の発表をもっ
て代えさせていただきます。

募集期間

１月31日㈪まで

対象情報

※必着

観光スポット、イベント、地域の風

習、生産物、店舗、施設など（例:○

○食堂では、山武地域の郷土料理であ
る〇〇が食べられる等）
応募方法

①住所、氏名、電話番号、地域の魅力
情報（写真添付歓迎）を記入し、郵
送（用紙自由）で応募

②千葉県山武地域振興
事務所ホームページ
から応募

（右記QRコード

よりアクセス可）

問合せ

17-6
興課

〒283-0006

東金市東新宿

山武地域振興事務所地域振

☎0475-54-0222

匝瑳市産業振興課

☎0479-73-0089
広告
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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
1月・2月のごみを出す日

地域・交通安全情報（１月）
▶交通安全

▶可燃ごみ（毎週火・金曜）
▶資源／不燃／有害ごみ（毎月第１・３月曜）

ドライバーの皆さん、横断歩道では

１月４・17日 / ２月７・21日

歩行者が最優先です。思いやりのある

あります。

しましょう。

※回収が終わるまで数日かかることが

運転を心掛け、悲惨な交通事故をなく

▶粗大ごみ（毎月２回・金曜日）

▶防犯情報

１月７・21日 / ２月11・25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６月16日に銃砲刀剣類所

持等取締法が改正され、法施行日とな
る令和４年３月15日以降は、クロス

ボウの所持が原則禁止となりました。

現在クロスボウを所持している方は、

以下のいずれかの措置を取らなければ

なりました。

①法 施行日となる令和４年３月15日

なりません。

から６カ月間（令和４年９月14日

※事前予約がない場合搬入不可です。

まで）に、住所地を管轄する警察署

▶事前予約方法について
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

に所持許可の申請をする。

②警察署などに廃棄を依頼する

（山武警察署生活安全課までご相談

ください）

③適法に所持できる方へ譲渡する

上記の措置を取らずにクロスボウを

※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

所持した場合、不法所持として３年以
下の懲役または50万円以下の罰金に

減を目的に、可燃ごみ収集袋として使

処せられます。

ています。販売価格は１枚30円
（可燃

山武警察署生活安全課

▶問合せ

千葉県警察本部風俗保安課

用できるレジ袋を協力店舗にて販売し
ごみ袋小と同等サイズ 22Ｌ）
です。

▶問合せ

☎0475-82-0110㈹

する相談、遺失および拾得等の各種届
出の受理、巡回パトロールなどの活動
下記の日程で巡回する予定ですの

で、お気軽にお立ち寄りください。
■道の駅風和里しばやま

４日㈫、11日㈫、18日㈫、25日㈫
午後２時～３時30分

■福祉センター「やすらぎの里」
６日㈭、13日㈭、20日㈭
27日㈭

午後2時～3時30分

■空の駅風和里しばやま
14日㈮

午前10時～11時30分

■ウエルシア成田三里塚店
７日㈮、21日㈮

午前10時～11時30分

■芝山町役場
24日㈪

午前10時～11時30分

※事件や事故の発生、気象条件などに
より予定が変更と

なる場合がありま
す。

☎043-201-0110㈹

山武郡市環境衛生組合 ☎86-3516

１月の無料相談

移動交番車は、生活安全や防犯に関

を行っています。

 令和３年４月より、直接持込みの事
前予約方法が以下の表のとおり変更と

▶１月の移動交番

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

１月25日㈫

福祉センター

人権・行政相談

１月11日㈫

福祉センター

午前９時〜午後５時

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

１月８日㈯ 旭市民会館 午後１時～５時
登記・法律・債務整理の
※要予約（６日まで） （千葉司法書士会八日市場支部の相談です）
相談     

税理士による無料相談

１月５、19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 １月21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

問合せ

１月18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

司法書士林武男事務所
☎0479-63-5652
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

男
女

合計
世帯

12 月１日現在

前月比

7,010 人
3,021 世帯

－ 5人
－ 5 世帯

赤ちゃん名

保護者

れ い な

地区

莉

愛

小川

大知

住母家

智

ち ひ ろ

央

島内

友弘

上吹入

結衣凛

小柳

巨樹

はにわ台南

優

堀越

真帆

小池 1

竹内

隆則

小池 9

ゆ い り
ゆう

さ

颯

ら

来

氏名

地区

橋本 成子
加瀬
稔
萩原冨士夫
石井 安一
齊藤 和子
土屋カヲル
大木 和
堀越 さく
鈴木 春男

高田東
はにわ台東
小池 9
朝倉
坂志岡
芝山台
高谷
高田東
高田西

※
 1
 1月１日から11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。

月間航空機騒音測定結果（速報）
令和３年11月分

騒音測定地点

区域  Lden

Lden

第二工業団地管理事務所

Ａラン 76

66.3

Ａ滑走路先端

Ａラン 76

72.3

芝山集会所

Ａラン 70

61.8

谷平野岩澤宅

Ａラン 70

57.2

小池共同利用施設

Ａラン 70

62.0

竜ヶ塚集会所

Ａラン 70

57.2

芝山町役場

Ａラン 66

56.2

芝山小学校

Ａラン 62

53.7

平行滑走路先端

Ｂラン 73

67.7

菱田共同利用施設

Ｂラン 62

53.7

菱田東公会堂

Ｂラン 62

49.8

加茂公民館

Ｂラン 62

55.7

千田（多古町）

Ｂラン 62

54.3

辺田龍泉院

旧谷間

54.3

住母家集会所

旧谷間

52.6

旧東小学校

旧谷間

51.8

上吹入集会所

旧谷間

54.1

高谷共同利用施設

旧谷間

53.4

中郷公会堂

平行隣接

47.0

高田西部公民館

区域外

47.8

牧野西部公民館

区域外

46.1
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Facebook

か
く健や
す
く
す

3,566 人
－ 1人
いっぱい！
3,444 人
－ 4人

お誕生おめでとう

Twitter

1 月下旬・2 月上旬の保健事業
会場

月

日

事

業

けいすけ

土井 啓奨くん

20日㈭

月 21日㈮
26日㈬
28日㈮
31日㈪
1日㈫
2日㈬
2
4日㈮
月
7日㈪
9日㈬

（１歳）

教室・講座・健診など

☎ 77-1891（★印は要申込）

名

17日㈪ ２歳児歯科健康診査（対象 H31.４～７月生まれ）
19日㈬

1

保健センター

山中

時

間

13：00～14：00（★）
9：45～11：45
すこやか赤ちゃん相談
13：00～15：00
子育てほっとサロン①（対象 R3.8～11月に出産した産婦） 10：45～11：45（★）
①10：10 ②11：10
ことばの相談
③13：10 （★）
ヘルスあっぷ講座（対象 40～74歳）
10：00～11：30（★）
子育てほっとサロン②（対象 R3.8～11月に出産した産婦） 10：45～11：45（★）
ぱわふる運動塾
10：00～11：30（★）
子育て相談 第一保育所巡回
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（★）
骨粗しょう症予防検診（対象 20歳以上の女性）

9：30～11：30
（★）
13：00～15：00

ヘルスあっぷ講座（対象 40～74歳）
10：00～11：30（★）
１歳６カ月児健康診査（対象 R２.３～７月生まれの児童） 13：00～14：00
子育て相談 第二保育所巡回
9：00～12：00

※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

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） 北方地区（山武・横芝光・芝山）
東金たまクリニック（東金）
☎0475-50-9720
睦岡クリニック（山武）
1日㈯
☎0475-80-8001
岡崎医院（東金）
☎0475-52-3313
西田医院（東金）
☎0475-53-1393
岩崎医院（山武）
2日㈰
☎0479-86-2217
うじはらクリニック（大網白里）
☎0475-73-3320
はっとり内科クリニック（東金）
☎0475-71-3190
宇井医院（山武）
3日㈪
1
☎0475-86-2522
高橋医院（九十九里）
☎0475-76-3101
月
（東金） 髙根病院（芝山）
9日㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック
☎0475-54-2421
☎0479-77-1133
（大網白里）
山崎医院（横芝光）
10日㈷ 鈴木クリニック
☎0475-71-2033
☎0479-82-0561
（九十九里）
花城医院（山武）
16日㈰ 不動堂クリニック
☎0475-76-7737
☎0479-86-2233
（大網白里）
まさごクリニック（横芝光）
23日㈰ はにや内科
☎0475-70-1500
☎0479-80-0122
（大網白里）
鈴木医院（横芝光）
30日㈰ 橋本医院
☎0475-72-0134
☎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。

4月

芝山町オリジナル婚姻届（しばっこく
んデザイン）提供開始

第５次芝山町総合計画（基本構想・前
期基本計画）策定

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館リニ
ューアルオープン

№569

11月

新型コロナウイルスワクチン接種開始

各種証明書のキャッシュレス決済サー
ビス開始
相川勝重 氏ご勇退（６期24年）

◆新年明けましておめでとうござい
ます。広報担当として４回目の新年の
ご挨 拶 … 。本 年も広 報 取 材などへの
ご協力よろしくお願いします！◆毎
年恒例、
今年の目標発表。①４月から
下の子も幼稚園に通い始めるので、
パ
パ業に奮闘します！②感染対策を徹
底し、行けるところへ家族サービスで
出掛けたいと思います。
いろいろなテ
ーマパークや温泉旅行などに行き、
家
族のよろこぶ顔が見たい！③痩せま
す！筋トレ、適度な運動、
スナック菓
子・ビールを少し控えます。目標倒れ
にならないように頑張ります！◆コロ
ナ禍においては、新たな株の流行もあ
りますが、感染拡大の大きな波は抑
えられ、
３回目のワクチン接種が始ま
るなど明るい兆しが見えています。引
き続き感染対策に気を付け良い１年
を過ごしましょう！
（Ｄ）
◆新年明けましておめでとうござい
ます！昨 年は、町 民の皆さまのおか
げで無事に広報紙を発行することが
できました！取材などにご協力いた
だきありがとうございました！◆昨
年を振り返ると、
オリンピック･パラ
リンピックの開催やメジャーリーグで
の大 谷 翔 平 選 手の活 躍など、
コロナ
禍でありながら、明るいニュースが多
くありました。◆町内においても、聖
火リレーセレモニーなど、
さまざまな
行事･イベントなどが実施され、
日常
の中に明るい話題が増えたような気
がします。◆コロナ禍はまだまだ予断
を許さない状 況ですが、引き続き感
染防止対策に取り組んでいきましょ
う！◆本年も取材などを通してたく
さんの方々とお会いするのがとても
楽しみです！本年もよろしくお願い
いたします！
（Ｍ）

令和４年１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。

芝山町住宅取得奨励金制度開始

5月
4月

麻生孝之 氏初登庁（初当選）

大ニュース

10

芝山町長
東京2020パラリンピック聖火リレーセレモニー、
芝山町福祉作業所の皆さんと生駒三男さん参加

12月
8月

町の

令和４年

１月号

7月

芝山町長
東京2020オリンピック聖火リレーセレモニ
ー、木川武蔵さん参加

12月

2021年

3月

広報しばやま

1月

