
１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 １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 １月10日㈫　福祉センター　午後１時30分～３時30分 総務課　☎77-3901

相続・登記・法律の相談�
����　�※要予約（12日まで）

１月14日㈯　旭市海上公民館　午後１時～５時
（千葉司法書士会八日市場支部の相談です）

司法書士林武男事務所
☎0479-63-5652

税理士による無料相談
�※要予約（平日９時～正午）

１月４日㈬・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

１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 １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

1月・2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）
　１月16日�/�２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）
　１月20日�/�２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
ています。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

▶110番は命を守る緊急ダイヤル
　千葉県内で緊急な事件や事故があっ
たときに110番通報すると、千葉県警
察本部通信指令室につながります。千
葉県警察では、皆さんの通報内容を聞
くと同時に、無線などで警察官やパト
カーを手配しています。
　110番通報すると、警察官が事件や
事故の時間、場所、内容、通報者の氏
名などを尋ねるので、慌てずに落ち着
いて話してください。
　なお、無言電話などは緊急な事件や
事故の対応が遅れる原因となるので、
絶対にやらないでください。
緊急時以外の相談・問合せ先
・千葉県警察本部相談サポートコーナー
　☎043-227-9110（＃9110）
・山武警察署、交番、駐在所
　☎0475-82-0110
▶侵入窃盗に備えましょう
　戸建て住宅や集合住宅に侵入して金
品などを盗む犯罪を「侵入窃盗」と言
います。その中で留守宅を対象とする
ものを「空き巣」就寝中を狙うものを
「忍び込み」家事中などの隙を狙うも
のを「居空き」と言います。
　侵入窃盗は、強盗などの凶悪事件に
発展する恐れがあります。自分の命、
身体、財産を犯人から守るため、日頃
から防犯対策を行いましょう。

防犯対策の例
・�在宅時でも出入り口や窓の鍵を確実
に掛ける

・�防犯ガラスや補助錠を取り付けて犯
人の侵入を防ぐ

・�長期不在の場合は、不在届や新聞を
止めるなどして郵便物が溜まらない
ようにする

・�防犯カメラやセキュリティサービス
の導入など、防犯環境の向上を図る

・�自宅付近に不審な人がいたら迷わず
110番通報する

▶１月の移動交番
　移動交番車は、生活安全や防犯に関
する相談、巡回パトロールなどを行っ
ています。下記の日程で開設されます
ので、お気軽にお立ち寄りください。
ウエルシア成田三里塚店
　６日㈮
　午前10時～11時30分
道の駅風和里しばやま
　17日㈫、24日㈫、31日㈫
　午後２時～3時30分
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（1月）
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くらしの広場

本紙をＣＤに録音した「声の広報しばやま」を無料で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。

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４年11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
菱田宿公会堂� 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

66.3
72.5
61.8
56.8
62.2
57.2
56.2
53.7
69.5
58.3
51.1
58.0
56.0
53.0
52.2
52.5
54.2
54.2
47.0
45.0
47.2

12 月１日現在

3,530 人
3,406 人
6,936 人
3,042 世帯

人口　男
　　　女
合計
世帯

前月比

＋   6 人　
＋   4 人　
＋ 10 人　  
＋ 13 世帯

　ご冥福をお祈りいたします
氏名 地区

　髙橋　トサ子� バルールド
　石井　　君� 小原子
　五木田隆夫� 小池 5
　稲垣治一郎� 山中西
　伊藤　忠敏� 小池 5
　岡部　　正� 大台北
　明田　喜八� はにわ台東
　森田　　誠� 山中西

　�※�11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。

航空科学博物館情報　　  ☎78-0557　　

11月に実施したイベント

●JGSグランドハンドリング教室
　11月27日、株式会社JALグラン
ドサービス主催の「グランドハンド
リング教室」が開催されました。当
日は、大人から子どもまで1,241人
もの方が来館し、マーシャリング体
験やプッシュバック体験、機体洗浄
体験などのグランドハンドリング業
務を体験しました。
　参加者の皆さんは、さまざまな業
務を実際に体験することで、航空業 ▲マーシャリング体験の様子

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）

1
月

1日㈰
ふるがき糖尿病内科（東金）
☎0475-52-7022 花城医院（山武）
はにや内科（大網白里） ☎0479-86-2233
☎0475-70-1500

2日㈪
天野内科クリニック（東金）
☎0475-55-3986 岩崎医院（山武）
古川クリニック（九十九里） ☎0479-86-2217
☎0475-76-1588

3日㈫
秋葉医院（東金）
☎0475-52-2039 京葉内科クリニック（山武）
橋本医院（大網白里） ☎0475-82-2400
☎0475-72-0134

8日㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金） あきば伝統医学クリニック（山武）
☎0475-54-2421 ☎0475-86-3711

9日㈪ 佐久間医院（大網白里） 睦岡クリニック（山武）
☎0475-72-0638 ☎0475-80-8001

15日㈰ ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網） 松尾クリニック（山武）
☎0475-70-0801 ☎0479-86-6482

22日㈰ 高橋医院（九十九里） まさごクリニック（横芝光）
☎0475-76-3101 ☎0479-80-0122

29日㈰ 岡崎医院（東金） 鈴木医院（横芝光）
☎0475-52-3313 ☎0479-82-0126

務の楽しさを実感するとともに、そ
の重要性について理解を深めました。
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　元旦生まれの颯希くん。１

歳のお誕生日おめでとう！最

近はハイハイやつかまり立ち

も上手になり家中を毎日探検

中。好きなことをいーっぱい

見つけてお兄ちゃんと仲良く、

すくすく大きくなってね！  クビック 颯
い ぶ き

希くん（１歳）

バルールド

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！

　　

　瑛莉菜� 小川　大知� 住母家
え れ な

　お誕生おめでとう
地区赤ちゃん名 保護者


