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市民文化スポーツ栄誉章
パラリンピック2大会連続銅メダル獲得

い ま

い

と も あ き

贈呈

車いすラグビー日本代表

今井 友明 選手（我孫子第四小・白山中学校卒業）

地元である我孫子市から栄誉ある章を頂き、また、後
輩たちにもその姿を見てもらえて嬉しく思います。

後輩たちからは応援メッセージ入りの横断幕を頂き、
改めて次のパリ大会に向けて気持ちを切り替え、さらに力をつけて金メダルを目
指したいという気持ちになりました。

東京大会は原則無観客でしたが、自国で開催できたことは嬉しく思っています。
何より、テレビを通して皆さんに見ていただけたことがメダル以上に嬉しかった
ことでもあります。この気持ちを絶やさず、これからも車いすラグビーを盛り上
げていけるような活動をしていき、その先にパリ大会で金メダル獲得という結果
を残したいと思っています。

メッセージ
後輩たちへ

ごい衝撃！
タックルはす

回し！
器用にパス

白山中学校で贈呈式を開催し、その後、
「今井先輩を囲む
会」では車いすラグビー体験会を行いました。我孫子第四
小学校児童会の代表や白山中学校の2年生が
参加し、今井選手から母校の後輩たちへ貴重
なメッセージが送られました。詳しくは市ホ

ームページ(QRコード参照)をご覧ください。

◎今井選手や東京2020オリンピックに関する企画展を12月23日㈭正午まで市民
プラザで開催しています。ぜひご覧ください。

秘書広報課・内線276

おめでとう！ 中央学院大学硬式野球
部

大学野球
治
第52回明 神宮野球大会 初優勝！ 日本一!
111月20日～25日に明治神宮野球場で開催された「明治神宮
11月20日～25日に明治神宮野球場で開催された「明治神宮
外苑創建95年記念 第52回明治神宮野球大会」
（大学の部）
で、中央学院大学が初優勝を飾りました。
19年ぶり3回目の出場で、優勝は千葉県勢初の快挙である
とともに、創部以来の悲願である「大学野球日本一」を果たし
ました。これからもさらなる活躍を期待しています！

試合結果
試合
2回戦
準決勝
決勝

大学名
中央学院大学
中央学院大学
中央学院大学

得点
7対1
6対2
9対8

大学名
佛教大学
國學院大学
慶應義塾大学

※詳しくは中央学院大学ホームページ（QRコー
秘書広報課広報室
ド参照）をご覧ください。

☎7185－1269、中央学院大学学生課☎7183
－6518

今井選手のパラリンピック2大会連続銅メダルという快挙、改めておめでとうご

おめでとうございます。大学野球日本一という栄冠を手にした喜びは、一言では

ざいます。車いすラグビーという、パラリンピックで唯一車いす同士のタックルが

語りつくせないと思います。これまでの努力がこうして大きな実を結んだことは、

認められた特に激しい競技において、世界を舞台に活躍する今井選手の姿は、

何よりも大きな自信となったことでしょう。

多くの人の感動を呼びました。その活躍に敬意を表し、母校の白山中学校で市

今年も新型コロナウイルス感染症によるさまざまな影響があった中で、この

民文化スポーツ栄誉章を贈呈しました。贈呈式後に行った「今井先輩を囲む会」 ような輝かしいニュースは大変嬉しく、市民の皆様の夢と希望になりました。
では、今井選手から直接メッセージを受けるという大変貴重な機会を得て、間違
いなく子どもたちの心に残るものとなりました。
そして、中央学院大学硬式野球部の第52回明治神宮野球大会優勝、本当に

今後も選手たちの活躍を願うとともに、新年1月には2年ぶり22回目の箱根
駅伝出場を決めた中央学院大学駅伝部が新しいユニホームで快走する勇姿を
市民一丸となって応援しましょう。

市長

星野

順一郎

【市民文化スポーツ栄誉章】 市民のふるさと意識を高めるため、文化またはスポーツの活動により広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与え、市の名を高めた方に贈呈して
います。
秘書広報課・内線272
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令和4年4月1日採用予定

市職員
（土木・建築）
【経験者】 募集

パブリックコメント

試験日 令和4年1月15日㈯
試験会場 市役所分館大会議室
採用予定数 土木【経験者】…5人程度、建築【経験者】…若干名
受験資格
職種

No.1540 令和3
（2021）
年12月16日号

ご意見をお聞かせください

閲覧場所 担当課、行政情報資料室（市役所本庁舎1階）、各行政サービ
スセンター、アビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、各図書館分館、
各近隣センター、市ホームページ
意見の提出方法 意見書（各閲覧場所、市ホームページに用意）に記入の

受験資格

上、公表期間中に①担当課へ郵送・ファクス・持参②閲覧場所窓口に提
出または備え付けの意見書投函箱に投函※ちば電子申請サービスからも
可
とう かん

昭和51年4月2日以降生まれで、土木施工管理技士（ 1級ま
土木
たは2級）
・技術士・測量士の資格を有し、12月1日時点で
【経験者】
土木に関する職務経験が3年以上ある方
一般行政職
（技術職）
昭和51年4月2日以降生まれで､ 建築施工管理技士（ 1級ま
建築
たは2級）
・建築士（ 1級または2級）の資格を有し、12月1
【経験者】
日時点で建築に関する職務経験が3年以上ある方

我孫子市地域防災計画
（案）

趣旨 関係法令・県の地域防災計画を踏まえ、さらなる減災対策のため、
市の災害対策全般にわたる
「我孫子市地域防災計画」を修正するもの

公表期間 12月16日㈭～令和4年1月15日㈯
〒270－1192市役所市民安全課（本庁舎地階、住所省略
提出先・
可）
・内線295 7185－5777

・
12月25日㈯（消印有効）までに、試験申込書（総務課、各
行政サービスセンターで配布。市ホームページ〈QRコード参照〉
からダウンロード可）に必要書類を添えて、簡易書留で郵送（持参
不可）
。〒270－1192市役所総務課（住所省略可）
・内線232
※詳しくは募集要領をご覧ください。

我孫子市教育研究所設置条例の一部改正
（案）

趣旨 施設名称を「我孫子市教育相談センター」とし、事業内容をより
具体的にするため、条例の一部を改正するもの

12月28日㈫まで

証明書自動発行機

公表期間 12月17日㈮～令和4年1月17日㈪
〒270－1132湖北台4の3の1教育委員会教育研究所（湖北
提出先・
台東小学校内）☎7187－4600 7187－4611

サービス終了

「印鑑登録証・あびこ市民カード」は市民課・各行政サービスセンター窓口
で印鑑登録証明書を取得する際に必要です。大切に保管してください。

我孫子市第四次総合計画前期基本計画
（案）

12月29日㈬から「あびこ市民カード」は使用できません。廃棄するか、市民
課・各行政サービスセンター窓口へ返却してください。
市民課・内線360

趣旨 まちづくりの方向を示す基本構想を実現するため、令和4～9年度
の施策の基本的な方針および体系を示すもの

公表期間 12月25日㈯～令和4年1月24日㈪
〒270－1192市役所企画課（本庁舎2階、住所省略可）
・内
提出先・
線769 7183－0066

受け取りまで約1カ月かかります

マイナンバーカードの出張申請
（事前予約制）

当日は無料で写真を撮影します。代理申請はできません。
予約 12月23日㈭午前9時～市民課☎7185－4326（平日午前9時～午後5時）

令和4年1月4日㈫から

住民票・印鑑登録証明書などコンビニ交付 開始
時間 午前6時30分～午後11時※メンテナンス時などを除く
場所 マルチコピー機（多機能端末機）がある全国のコンビニなど
対象 利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの方※15
歳未満の方、成年被後見人の方、住民票発行制限をしている方は利用不可
取得できる証明書 住民票の写し（本人・同一世帯分※住民票コー
ド・履歴を記載したもの、住民票の除票は取得不可）、印鑑登録証

明書（本人分のみ）、課税（非課税）証明書（本人の現年度分のみ）
※詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
費用 1通300円※証明書の交換・返金や手数料の減免は不可
◎コンビニ交付…市民課・内線422 ◎住民票・印鑑登録証明書…市民
課・内線360 ◎マイナンバーカード…市民課・内線693 ◎課税(非課税)証
明書…課税課・内線457

日時 令和4年1月23日㈰午前9時30分～午後0時15分（受付午前11時30分ま
で）、午後1時～3時45分（受付3時まで）
場所 市民プラザホール
定員 先着100人
持ち物 通知カード（申請時に回収）、個人番号カード交付申請書（お持ちの
方）、住民基本台帳カード（お持ちの方）、本人確認書類2点※有効期限内で記

載事項が最新のもの
◎本人確認書類 運転免許証・運転経歴証明書
（平成24年4月1日以降に交付し
たもの）
・旅券・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・
介護保険証・年金手帳・学生証・子ども医療費助成受給券・預金通帳など
※15歳未満の方が申請する場合、必要書類が異なります。また、本人と法定
代理人の来場が必要です。
市民課・内線693

高齢者支援課
任期

柏税務署からのお知らせ
◎駐車場が利用できません
期間 12月20日㈪～令和4年4月中旬※体の不自由な方は専用駐車場の利用可
◎確定申告書作成会場
期間 令和4年2月1日㈫～3月15日㈫の平日および2月20日㈰・27日㈰受付
午前8時30分～午後4時（相談午前9時～）※「入場整理券」が必要。当日配布の
ほかオンラインで入手可（国税庁公式LINEアカウントで令和4年1月開始予定）
◎市役所、各行政サービスセンターでの確定申告書の配布はありません
国税庁ホームページからダウンロードまたはオンラインで作成できます。
柏税務署☎7146－2321

シンプルなマークで記事の情報を伝えます。

会計年度任用職員

介護認定調査員

募集

令和4年3月31日まで※再任あり

勤務時間 平日午前8時30分～午後5時（月16日、週4日）
内容 自宅・施設訪問による聞き取り調査など
対象 次の全てに該当する方①介護支援専門員・保健師・看護師・理学療法
士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの有資
格者で、実務経験が通算1年以上ある②自動車運転やパソコン・タブレット端
末などで文書入力ができる③1人で訪問調査ができる（1日2・3件）

定員 若干名 報酬 時給1550円 選考 書類、面接
令和4年1月5日㈬（必着）までに登録申込書（市ホームペー
勤務場所・ ・
ジからダウンロード可）、レポート「介護保険制度における認定調査について」

（ 800字程度）、資格免許証の写しを郵送・持参。〒270－1192市役所高齢者
支援課（西別館3階、住所省略可）
・内線643

…お知らせ

…イベント

…講演・講座・教室

…募集
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令和2年度決算と
令和3年度上半期の収支状況
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市の財政がどのような状況にあり、皆さんが納めた税金や国・県からの支出
金などが、どのように使われているかを知っていただくため、財政状況を公表
しています。各会計について詳しくは市ホームページをご覧ください。
※端数処理のため積み上げと合計が一致しない場合があります。
財政課・内線223、下水道課・内線584、水道局経営課☎7184－0114

■ 令和2年度決算
普通会計

歳入（収入）548億8279万円（前年度から162億1476万円増）
⑯市債 27億9813万円（5.1％)
⑮繰越金 7億2211万円（1.3％)
⑭繰入金 4億5567万円（0.8％)

⑰その他

歳出（支出）532億3930万円（前年度から152億9337万円増）
⑫公債費
31億1180万円（5.8％）
⑪災害復旧費 528万円（0.0％）
⑩教育費
46億5315万円（8.7％）
⑨消防費
16億8571万円（3.2％）
⑧土木費
31億2923万円（5.9％）

9億3467万円（1.7％)
①市税
172億4129万円（31.4％)
②地方譲与税
2億7786万円（0.5％)
③利子割交付金
1687万円（0.0％)

⑬国・県支出金
245億6283万円（44.8％)

⑦商工費

④配当割・株式等譲渡所得割交付金
2億2295万円（0.4％)
⑤地方消費税交付金
25億6419万円（4.7％)

⑫使用料および手数料
5億5700万円（1.0％)
⑪分担金および負担金 3億3167万円（0.6％)
⑩地方交付税 39億7257万円（7.2％)
⑨その他交付金 3543万円（0.1％）
⑧地方特例交付金 1億1828万円（0.2％)

⑥環境性能割交付金
3383万円（0.1％)

2億9267万円（0.6％）

②総務費
177億1471万円（33.3％）

5億4608万円（1.0％）

⑥農林水産業費
3億2184万円（0.6％）
⑤労働費

2267万円（0.0％）

④衛生費
38億6051万円（7.3％）

③民生費
178億9566万円（33.6％）

⑦ 法人事業税交付金
3746万円（0.1％)

歳入の説明
①市税…市民税・固定資産税・軽自動車税など、市民や企業などが負担するもの
②地方譲与税…市税となる税源をいったん国税として徴収し、市に譲与されるもの
③利子割交付金…県に納付された預金などの利子所得に対する税金の一定割合が県から交付されるもの
④配当割・株式等譲渡所得割交付金…県に納付された株などの配当や譲渡所得に対する税金の一
定割合が県から交付されるもの
⑤地方消費税交付金…地方消費税の2分の1相当額が県から交付されるもの
⑥環境性能割交付金…県に納付された自動車税（環境性能割）の一定割合が県から交付されるもの
⑦法人事業税交付金…法人事業税の一部を財源として従業員数に応じて県から交付されるもの
⑧地方特例交付金…地方税の減収補填のために交付されるもの
⑨その他交付金…ゴルフ場利用税・交通安全対策・自動車取得税の各交付金の合計
⑩地方交付税…地方自治体の財源として使い方を特定せずに国から交付されるもの
⑪分担金および負担金…特定の事業を行うことで利益を受ける団体や個人から徴収するもの
⑫使用料および手数料…市の施設利用や行政サービスに対する料金として徴収するもの
⑬国・県支出金…国や県から特定の事業を実施するために交付されるもの
⑭繰入金…弾力的な資金運用を行うため、基金や特別会計から繰り入れるもの
⑮繰越金…前年度決算で生じた剰余金のうち、令和2年度の歳入になるもの
⑯市債…市の事業や財政運営のために国や金融機関などから借り入れる資金
⑰その他…財産収入・寄付金・諸収入の合計
ほ

①議会費

歳出の説明
①議会費…議員の報酬や議会事務など議会活動に係る経費
②総務費…市の管理的経費と近隣センターなど他に区分できない経費
③民生費…高齢者や障害者、子どもなどの社会福祉に係る経費
④衛生費…病気予防のための各種検診、環境対策、ごみ処理などに係る経費
⑤労働費…普通会計決算上だけの分類で失業対策や雇用促進などに係る経費
⑥農林水産業費…農業の振興や農業委員会の運営に係る経費
⑦商工費…商業や工業の振興、観光事業、消費生活の改善などに係る経費

てん

特別会計
区分・内容

収入額

支出額

国民健康保険事業…国民
健康保険事業を運営する
ための会計

115億4938万円

114億7938万円

介護保険…介護保険事業
を運営するための会計

109億5042万円

105億6242万円

後期高齢者医療…後期高
齢者医療保険事業を運営
するための会計

23億7776万円

23億6766万円

⑧土木費…道路や公園の整備、排水対策などに係る経費
⑨消防費…防火や救急業務などに係る経費
⑩教育費…小・中学校の運営や社会教育事業、図書館・市民体育館などに係る経費
⑪災害復旧費…大規模な災害が発生した場合に、その復旧に係る経費
⑫公債費…市債として借りた資金の返済に係る経費

下水道事業会計

水道事業会計

収益的収支（税抜き）…経営活動に伴う収支で、収益は主に
下水道使用料収入・長期前受金戻入、費用は人件費・維持
補修工事費・流域下水道維持管理負担金・減価償却費など
収益
費用
純利益
28億3898万円
25億7960万円
2億5938万円

収益的収支（税抜き）
…経営活動に伴う収支で、収益は主に
水道料金収入・長期前受金戻入、費用は人件費・動力費・
修繕費・委託料・減価償却費など
収益
費用
純利益
25億7926万円
22億4142万円
3億3784万円

資本的収支（税込み）…下水道施設の建設・改良事業（未普
及対策事業や浸水対策事業など）で、収入は主に企業債借
入金・国庫補助金、支出は建設・改良費など
収入
支出
11億8706万円
17億8856万円

資本的収支
（税込み）
…水道施設の建設や改良などの収支で、
収入は企業債借入金、水道負担金、支出は建設・改良費や
企業債償還金など
収入
支出
4億6160万円
8億4833万円

■ 令和3年度上半期（4月～9月）
の収支状況
一般会計
区分
市税
地方譲与税
利子割交付金
地方消費税交付金

歳入（収入）
予算額

一般会計
収入済額

165億 864万円

86億 597万円

2億6700万円

7976万円

1億6118万円

1300万円

655万円 総務費

48億7266万円

16億5082万円

26億2000万円

14億8706万円 民生費

194億1747万円

88億2756万円

104億5135万円

15億1732万円

3億 535万円

1億1079万円

4億7344万円

2億2764万円

土木費

33億8630万円

14億5209万円

消防費

17億6109万円

7億7486万円

1億1463万円

配当割・株式等譲渡所得割交付金

1億7400万円

2701万円

1億3000万円
68億9998万円

7257万円

衛生費
農林水産業費

57億2306万円 商工費

分担金および負担金

4億2313万円

1億7472万円

使用料および手数料

5億7003万円

2億6110万円

133億6375万円

31億5661万円

国・県支出金

支出済額

3億4778万円

1億1464万円

地方交付税

予算額

特別会計

議会費

地方特例交付金
その他交付金

区分

歳出（支出）

繰入金

9億2182万円

7000万円 教育費

42億9405万円

16億3237万円

繰越金

10億3995万円

市債

44億8560万円

31億8793万円

15億6079万円

その他

10億9046万円

10億3995万円 公債費
0円
予備費
2億5706万円

1億2458万円

0円

486億2200万円

179億1542万円

合計

486億2200万円 210億7605万円 合計

区分
予算額
国民健康
123億8229万円
保険事業
介護保険
114億4149万円
後期高齢者
23億2118万円
医療

収入済額

支出済額

55億 461万円

45億9263万円

53億5515万円

44億1692万円

9億6734万円

5億1081万円

下水道事業会計
区分
収益的収支
資本的収支

予算額

執行済額

収益

29億2113万円

13億4989万円

費用

26億4749万円

6億 773万円

収入

18億1163万円

3億4349万円

支出

24億6148万円

6億2338万円

水道事業会計
区分
収益的収支
資本的収支

予算額

執行済額

収益

27億8023万円

12億5056万円

費用

24億9086万円

7億2009万円

収入

2億7910万円

0円

支出

17億2160万円

8億4606万円

●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184−0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く場合は、症状
やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に重症患者に限定されます。
※緊急の場合は迷わず
「☎119」
へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

お知らせ

4

年末年始の業務案内
公共施設の休業日
施設名

休業日

行政機関

市役所

12月29日㈬～1月3日㈪
※婚姻・出生・死亡届など
水道局
は市役所本庁舎守衛室で提
行政サービスセンター・パスポー 出可
ト窓口
教育委員会

保健センター

我孫子市新型コロナワクチン接
種コールセンター

こどもデイルームみらい
たんぽぽルーム

ファミリーサポートセンター

12月29日㈬～1月3日㈪

こども発達センター
健 康・福 祉・衛 生 施 設

子育て支援センター・情報コー
ナー
にこにこ広場
すまいる広場
かわむらんど

12月29日㈬～1月4日㈫

ぐるんぱクラブ
あらき園

12月28日㈫～1月3日㈪

障害者就労支援センター
障害者福祉センター
障害者まちかど相談室

12月29日㈬～1月3日㈪

老人福祉センターつつじ荘
西部福祉センター

12月28日㈫～1月3日㈪

根戸福祉センター
高齢者なんでも相談室

12月29日㈬～1月3日㈪

クリーンセンター
アビスタ
湖北地区公民館（コホミン）

文 化 ・ス ポ ー ツ 施 設

市民図書館
（アビスタ本館・各分館）
鳥の博物館

12月29日㈬～1月4日㈫
12月27日㈪～1月13日㈭
※12月26日㈰アビスタ本館
は17時閉館。 ※電算システ
ム入れ替えに伴い長期休館
12月29日㈬～1月4日㈫

白樺文学館
杉村楚人冠記念館
旧村川別荘

12月29日㈬～1月3日㈪

旧井上家住宅
市民体育館

12月29日㈬～1月2日㈰

ふれあいキャンプ場
つくし野多目的運動広場
市民プラザ

無休
12月29日㈬～1月5日㈬

我孫子北近隣センター（並木本館・つくし野館）
集会施設

我孫子南近隣センター

12月29日㈬～1月4日㈫

天王台北近隣センター

12月29日㈬～1月5日㈬

近隣センターこもれび

12月29日㈬～1月4日㈫

湖北台近隣センター
新木近隣センター
近隣センターふさの風
布佐南近隣センター
湖北台市民センター

12月29日㈬～1月5日㈬
12月29日㈬～1月4日㈫
12月29日㈬～1月5日㈬

水の館

12月29日㈬～1月4日㈫

あびこ農産物直売所あびこん

12月31日㈮～1月4日㈫

レストラン米舞亭

12月30日㈭～1月4日㈫

アビシルベ

12月29日㈬～1月3日㈪

市民活動ステーション

12月27日㈪～1月4日㈫

消費生活センター
その 他 施 設

泉放置自転車保管所
各自転車駐車場（管理業務）
けやきプラザ

12月29日㈬～1月3日㈪

地域職業相談室
けやきプラザ11 階 フリー ス
ペース 手賀沼のうなきちさん家
我孫子市結婚相談所

12月27日㈪～1月4日㈫

ウイングホール柏斎場

12月31日㈮～1月3日㈪
※12月30日㈭は通夜不可、
1月4日㈫は通夜・告別式不可

松戸保健所（松戸健康福祉センター）
柏児童相談所

12月29日㈬～令和4年1月3日㈪まで市役所の窓口は休みです。
市役所☎7185－1111

ごみと資源を出すとき

千葉県発熱相談センター

毎日24時間対応しています。感染予防に関するこ
と・心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウ
年末年始の収集日程は、令和3年度版あびこクリー イルス感染症に関する相談・発熱などの症状がある
ンカレンダーのとおりです。収集日程に合わせて正 場合はご連絡ください。☎0570－200－139
しく分別して出してください。
休日診療所
※あびこクリーンカレンダーは、市民課・クリーン
センター・各行政サービスセンター・各近隣センター・ 診療日 12月30日㈭～1月3日㈪※発熱症状などが
市民プラザ・アビスタで配布しています。市ホーム ある方は来院前に必ずご連絡ください。
診療科目・受付時間 ◎内科・小児科…午前9時～
ページでもご覧いただけます。
11時30分、午後1時～4時30分 ◎歯科…午前9時
ごみを直接持ち込む場合 予約制（有料）
～11時30分
ごみの持ち込みは、年末は12月28日㈫まで、年始
持ち物 健康保険証、子ども医療費助成受給券など
は1月4日㈫からです。予約した方以外は搬入できま
休日診療所（湖北台1の12の17※保健セ
場所・
せん。
予約は搬入希望日の2週間前から受け付けます。
ンター敷地内）☎7187－7020（診療時間内のみ）
年末は大掃除などで通常よりごみが多く出ます。
計画的にあらかじめ決められた収集日に集積所へ出
救急病院
すようご協力をお願いします。
救急病院の問い合わせ…消防署☎7184－0119
クリーンセンター☎7187－0015
※救急車の出動が必要なときは☎119

ごみと資源の収集日程

飼い主不明の動物の死体処理

休日・夜間救急病院 アビコ外科整形外科病院（我
孫子4の22の22）、我孫子聖仁会病院（柴崎1300）、
道路上などで死んでいる飼い主不明の動物死体の
我孫子つくし野病院（つくし野131の1）、我孫子東
処理は、12月29日㈬～1月3日㈪も受け付けます。
邦病院（我孫子1851の1）、平和台病院（布佐834の
飼い主が分かっている動物死体の処理は受け付けま
28）、名戸ケ谷あびこ病院（我孫子1855の1）
せん。
小児救急病院 JAとりで総合医療センター（取手市
時間 午前8時30分～午後3時
本郷2の1の1）
㈱リサイクル☎7188－3747
※土・日曜日、祝日、年末年始以外はクリーンセンターへ
漏水したとき

急な病気やけがのとき

12月29日㈬～1月3日㈪に、道路から第一止水栓
までの間およびメーターボックス内で漏水した場合
救急安心電話相談
は、水道局へご連絡ください。蛇口やトイレなどで
年末年始の午前9時～翌午前6時まで、救急車を呼 漏水した場合は、市指定給水装置工事事業者へ修理
ぶか迷ったらご相談ください。☎＃7009または☎ を依頼してください。
水道局☎7184－0111
03－6735－8305

子ども虐待の通告・相談

こども急病電話相談

毎日夜間の午後7時～翌午前6時まで、看護師や小
年末年始も24時間対応しています。児童相談所虐
児科医が電話で相談に応じます。☎＃8000または☎ 待 対 応 ダ イ ヤ ル ☎189ま た は ☎043－252－1152
043－242－9939
（千葉県子ども・家庭110番）

12月29日㈬～1月4日㈫

根戸近隣センター
久寺家近隣センター
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12月29日㈬～1月3日㈪

取 手 市の施 設

流山運転免許センター
取手グリーン・藤代スポーツセ
ンター、桜が丘・光風台テニス
12月29日㈬～1月3日㈪
コート、 取手緑地運動・向原・
とがしら・花輪スポーツ公園

防犯対策できていますか？

年末年始はいつも以上の防犯対策を！

年末年始は犯罪が多発します。
「自分は大丈夫」と
油断せず、防犯対策を徹底しましょう。

◎自動車盗・車上狙い対策

①わずかな時間でも必ず窓とドアをロックしましょ
う。
②車内に貴重品・かばんなどを放置するのはやめ
ましょう。
③自宅の駐車場にはセンサーライトなどを備え、
月極駐車場は、夜間も明るく周囲から見通しの良
い、防犯設備のある場所を選びましょう。
④盗難防止には、イモビライザーや警報装置に加
えてバー式ハンドルロックなどが効果的です。
⑤リレーアタックの防止は、スマートキーの電波が
漏れないよう節電モードにし、電波を遮断するポ
ーチや金属缶に収納しましょう。

◎空き巣や忍び込みなどの侵入盗対策

①侵入に2～5分掛かると諦める傾向があるため、
補助錠や防犯フィルムを活用しましょう。不在時
だけでなく在宅時も窓・ドアをダブルロックしまし
ょう。
②夜間は、センサーライトや門灯などで家の周り
を明るくしましょう。
③侵入の足場となるものは放置せず、エアコンの
室外機には植木鉢を置くなど対策しましょう。

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676

④犯人は音に敏感なため、ア
ラームや防犯砂利などを活用
すると効果的です。
で

◎「電話de詐欺」対策

息子や孫、市役所や警察、
銀行をかたるなど、巧妙で手口もさまざまです。
電話で「お金」
「キャッシュカード」
「ATM」の話が
出たら詐欺です。家族を「電話de詐欺」から守るた
め、日頃から連絡を取り合うなど、積極的なコミュ
ニケーションが大切です。
①犯人と話さないことが一番の被害防止です。留
守番電話、番号表示などの機能を活用しましょう。
②本当に家族からの電話ですか？必ず一度電話を
切り、普段家族が使っている電話番号にかけ直し
て確認しましょう。
③金融機関に振り込む前や相手（関係者）が受け取
りに来るという時は、すぐに家族や知人、警察に
相談しましょう。
④キャッシュカードをだまし取ったり、すり替えて
現金を引き出す手口が増えています。
「キャッシュカ
ードは渡さない、暗証番号は教えない」を徹底しま
しょう。
我孫子警察署☎7182－0110、市民安全課・
内線485

次の放送がされた場合は、情報が入れ替わります。
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地産地消を応援！我孫子の農産物で新年を迎えよう！

あびこ農産物直売所あびこん

冬のイベント

地元産の新鮮野菜、特選果物、手作り加工品、農家の手作りのし餅などを販
売します。

年末イベント

期間 12月28日㈫～30日㈭午前9時30分～午後5時30分
（最終日5時まで）

Ticket

内容 3000円以上購入の方に、レストラン米舞亭のソフト
ドリンク券をプレゼント！

年始イベント

日時 令和4年1月5日㈬・6日㈭午前9時30分～午後5時30分
（初日午前10時～）

あ ん ど う

安藤

内容 1000円以上購入の方（各日先着300人）に、お米2合を

移動スーパー

ユネスコ募金

我孫子市国際交流協会（AIRA）ではユネスコの寺子屋活動（全ての子どもたち
が学校に通えること、成人女性の識字率の向上を目標とした運動）に協力する
ため、書き損じはがきを募集しています。
世界には貧困や紛争などで学校に行けない子どもが約1億2100万人おり、
誰もが教育を受けられる機会を作ることが必要です。ご協力をお願いします。

各種無料相談・検査

思春期
相談

は要申込
電話（申込不要）
来所

6日㈭、17日㈪14時～16時

酒害相談

20日㈭14時～16時30分

DV 相談

1月

年末年始の巡回

153

Q
A

内股

1歳3カ月です。歩く距離も長くなってきましたが、内股のように見え
ます。日常生活で気を付けることはありますか。
日常生活で次の3点に気を付けましょう。①成長に応じた靴を選ぶ…
子どもは骨が柔らかく変形しやすいため、足の成長発達に合った靴選び

が必要です。つま先に余裕があり、かかとが硬く、ワンタッチテープなどで甲
の高さが調整できるものを選びましょう。 ②全身を使った遊びをする…体幹や
下肢の筋肉が弱く内股になっている場合もあるので、はいはいの姿勢でトンネ

月～金曜日 9時～17時（祝日を除く）

精神保健福祉相談

（我孫子・1 歳 3 カ月）

ご飯をよく食べ、お姉ちゃん
が大好きな桃ちゃん♡どんな
女の子に成長するか楽しみ♡

要なものは事前にドライバーにお声掛けください。
高齢者支援課・内線396、フードスクエアカスミ我孫子寿店☎7179－
6511

・

日時

こ

12月31日㈮まで巡回し、令和4年1月1日㈯～3日㈪は休業します。新年は1
月4日㈫から巡回します。※年越しそば・おせち・餅・花など、年末年始に必

対象 書き損じや古くて使えないはがき、未使用の切手・プリペイドカード
回収場所 ①各行政サービスセンター②アビスタ③市民プラザ④アビシルベ⑤
AIRA事務局（③～⑤は常時設置）※宛名・住所は塗りつぶしてください。
我孫子市国際交流協会（AIRA）事務局☎7183－1231

松戸保健所
（松戸健康福祉センター）

も も

塚原 桃子ちゃん

ニコって笑顔で、何でも食べ
るはるきくん♡強くたくまし
く、優しい心をいつまでも!!

令和4年2月28日㈪までキャンペーン期間

相談名

つ か は ら

き

（泉・1 歳 4 カ月）

プレゼント！
あびこ農産物直売所あびこん（高野山新田
〈共通〉場所・
193水の館1階）☎7168－0821

書き損じはがき

は る

悠希ちゃん

ルくぐりをしたり、マットをよじ登ったりするなど全身を使った遊びがお勧めで
す。 ③座り方に気を付ける…正座の状態で両足を外にして、お尻を地面にぺ
たんと付けた座り方は、股関節に負担がかかり、膝がねじれてしまうことがある

047−361−2138

ので、習慣にならないようにしましょう。
1歳6カ月児健診では、理学療法士に相談できます。 転びやすいなど心配な
ことがあれば、健診を待たず医療機関を受診しましょう。
健康づくり支援課☎7185−1126

電話（申込不要） 月～金曜日 9時～17時（祝日を除く）
047−361−6651
来所
原則金曜日 9時～17時

※我孫子連絡所の業務は当面の間休止しています。
※エイズ検査は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。

広告

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格

縦11.5cm×横8cm

掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格

縦11.5cm×横8cm

掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格 縦11.5cm×横8cm
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

【広報あびこに掲載する広告を募集】
会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
秘書広報課広報室☎7185－1269
発行部数 4万5000部 規格 1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝ 掲載料 1枠：2万円（最大3枠まで） ・
※広告内容は市が推奨するものではありません。応募者多数の場合、掲載の優先順位および抽選で決定します。

健 康 と 福 祉・情 報 ひ ろ ば

6
早めに受診しましょう

情報ひろば

令和3年度各種健（検）診 令和4年1月31日㈪まで

市に住民登録がある方は、期限内に1回受診できます。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。なお、自己負担金は免除される場合があります。
内容 胃がん（胃内視鏡検査）検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん
（マンモグラフィー検査）検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、特定健康
け い

診査（市の国民健康保険に加入中の40歳以上75歳未満の方）、長寿健康診査（県
の後期高齢者医療保険証の適用を受けている方）
受診方法 受診券と保険証を持参し、契約医療機関で受診してください。年度

途中の転入や受診券を紛失した方も、直接医療機関へ申し込みの上、受診でき
ます。
◎特定保健指導を受けましょう

特定健康診査の結果、生活習慣病のリス

クが高いと判定された方には、特定保健指導の通知が届きます。保健師・
管理栄養士などが無料で健康づくりをサポートしますので、ぜひご活用く
ださい。判定結果は健診結果に記載しています。
健康づくり支援課☎7185－1126

市の国民健康保険に加入中の40歳以上75歳未満の方

健診費用助成 申請は令和4年3月31日㈭まで

今年度、市の助成を受けずに自費で人間ドックなどの健診を受診した方は、
健診結果(特定健診と同等の検査項目を全て含む）を提出すること
で健診費用の助成を受けられます。対象の方は早めに申請してくだ
さい。詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
対象 次の全てに該当する方①受診日から申請日まで継続して

市の国民健康保険に加入している②受診日に40歳以上75歳未満である③今年
度、市の特定健診および短期人間ドックなどを受診していない④健診費用を自
己負担している

助成額 上限5000円
・
申請書、受診票、健診結果の写し、健診費用を支払ったことを証する
書類の写しを郵送・持参。〒270－1192市役所国保年金課（住所省略可）
・内
線482

市の国民健康保険に加入中の方

令和4年1月14日㈮に医療費通知を発送

確定申告または市・県民税の申告の医療費控除は、医療費通知を添付するこ
とで明細書の記入を一部省略できます。

※医療費通知に記載されているのは10月診療分までです。11月・12月診療分
は医療機関などの領収書で医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付し
てください。

対象 市の国民健康保険加入者で、令和2年11月～令和3年10月に医療機関を
受診した方（個人宛てに送付）
国保年金課・内線324

老人福祉センターつつじ荘
西部福祉センター
サービスを順次再開
感染症対策のため以前と異なる部分もあ
りますが、順次通常の運営に戻す予定です。
利用方法・再開したサービスなど、詳し
くは各施設へお問い合わせください。
◎老人福祉センターつつじ荘
電話番号 7188－0123

再開
再開未定
浴 室、 グラウンドゴルフ、 囲 碁・ カラオケ、
将棋、テレビ、麻雀、マッサージ 食事
機（一部）、マッサージ、売店（一
部）
、団体利用（一部）
、けん玉教室

◎西部福祉センター
電話番号 7185－5818
再開
再開未定
浴室、囲碁・将棋、テレビ、麻雀、 カラオケ、
ボランティア室、マッサージ機、マッ 食事
サージ、売店
（一部）

No.1540 令和3
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市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。

各項目は、次のように省略しています。
…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し
込み（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

イベント
シニア向けパソコンの困り事何でも相談会
12月22日㈬、令和4年1月5日㈬9
グ
時～16時（ 1人60分、月1回）
各日先着6
ループハマダ・ヤマダ
無料
人（障害者、英語対応可）
・ ・ 市民活動ステーション☎
7165－4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp
15周年記念 1日おくれのクリスマス
コンサート～音楽の贈り物～
12月26日㈰14時～
けやきプラ
ザホ ー ル
ラプソデ ィ・ イン・ ブ
髙
ルー、アランフェス協奏曲ほか
須洋美さん、石崎諒子さん、石崎翔
1500円（ 3歳～12歳
子さんほか
軽喫茶ぽぽら、ブック
1000円）
ムジークフロイデ・
マルシェほか
髙須☎7184－2526
ニューイヤー・オペラコンサート
in Kashiwa Vol.17 魔笛全2幕
令 和 4 年 1 月 9 日 ㈰ 14 時 ～
ア
モーツァルト歌劇「魔
ミュゼ柏
笛」 吉田真澄さん、市川浩平さん、
4000円
ア
渡邉真弓さんほか
ミュゼ柏、かしわインフォメーション
ニューイヤーコンサート
センター
実行委員会・八重樫☎7115－9691

縁結びバスツアー
令和4年1月30日㈰9時～16時30分
※8時50分我孫子駅北口我孫子ふれ
市外の神社巡り、里
あい広場集合
38
カフェランチ、工作体験ほか
男女各12人
歳～48歳の独身の方
男性4000円、女性3500
（抽選）
・ 1月10日㈷までに我孫子市
円

図書館員が選ぶ
この一冊

46

『魔女ジェニファとわたし』岩波書店
E.L.カニグズバーグ／作 松永ふみ子／訳
転校生のエリザベスはいつ
も独りぼっち。一緒に学校に
行く友達もいない。ところが、
ハロウィーンのお祭りの日、

学校に行く道の途中で黒人の
少女ジェニファと出会う。
「あ
たしは魔女だ」と言うジェニ
ファに憧れ、魔女見習いにしてもらったエリザ
ベスは、ジェニファと秘密を共有し、おかしな
魔女修行に励んでいく。

子どもをとりまく世界と心情を鮮やかに描
き出した本作は、アメリカの児童文学作家・
カニグズバーグの代表作となっている。少女
たちが素直な気持ちで関係性を築きあげてい
く様子は、子ども・大人を問わず、読んだ人の
心に残るだろう。

結婚相談所あび♡こい♡ハート（けや
きプラザ11階）☎7184－8100
体験したい我孫子の至宝 座学と散策
「我孫子と取手の巨木を知る・観る」
令和4年1月19日㈬9時～15時30分
けやきプラザロビー集
※小雨実施
合、天王台駅解散（バス移動あり）
我孫子の文化を守る会
市内在住
20人（抽選）
で65歳以上の方
1500円（昼食代） 飲み物、軽雨具、
・ 1月12日
歩きやすい服装・靴
㈬までに天王台地区社会福祉協議会☎

7183－9009
我孫子市茶道連盟 月釜
令和4年1月23日㈰10時～15時（受
アビスタ 席
付14時30分まで）
主中根宗節さん、玉井宗美さん（裏千
2席2000円
中根☎7189
家）
－2465
コンサート×おしばい「ベートーベン物語」

令和4年1月23日㈰10時30分～
けやきプラザホール
ピアノソナ
タ「悲愴」、バイオリンソナタ「春」ほ
三村真理さん、公家義徳さん、
か
3800円
・ み
清岡優子さん
むみむの森☎070－6479－7294
https://mimumimu.org/
ひ

そう

天王台北地区まち協・我孫子友の会共催
「今夜の夕食一緒につくりませんか？」
令和4年1月27日㈭13時～15時
火を使わない一品と乾物を使った料
理講習会
先着8人
500円
室内履き、エプロン、三角巾、布巾、
・ ・ 天王
持ち帰り用容器2個
台北近隣センター☎7182－9988
0
6
1

講演・講座・教室

消費生活センターだより

111

SNSだけで契約して
大丈夫？
「SNSで見た副業サポートに登録して30万円支払った
が不安になり、返金を求めたら応じてもらえずその後
連絡が取れない」
「投資のコンサルタントに50万円支払
ったがキャンセルを申し出たら連絡先のSNSがブロッ
クされた」という相談があります。
多くの場合が、相手の情報はSNSのアカウントとニ
ックネームだけで、住所・氏名・電話番号などは一切
分かりません。名前を名乗らない相手に大金を渡すと
いうのは、道を歩いていて声を掛けてきた知らない人
にお金を渡すことに等しい行為です。そして、渡した
お金を全て取り戻すことはほぼ不可能です。契約や支
払いの前に今一度じっくり考え、契約後でも不安な場
合は早めにご相談ください。
相談受付日時
消費生活センター☎7185－0999
平日、第2・4土曜日 午前10時～午後5時30分
アビイクオーレ2階（イトーヨーカドー我孫子南口店）

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）
●救急安心電話相談：☎♯7009または☎03－6735－8305
（平日・
土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）
●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）
、内科、小児科○受付時間…9時～
11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020
（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

情 報 ひ ろ ば・市 民 伝 言 板
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時

芸術文化体験教室～書き初め～
令和4年1月9日㈰13時30分～17

我孫子市書道連盟
小学3年
30人
無料
書道用
生以上
具一式、用紙、下敷き、新聞紙など
・ ・ 12月25日㈯までに市民プ
ラザ☎7183－2111

電話訪問傾聴ボランティア養成講座
令和4年1月28日㈮、2月4日㈮13
我孫子北
時30分～15時（全2回）
傾聴モ
近隣センターつくし野館
ードスイッチを入れてみる、より良い
渡部佳代子さ
聴き手になるために
ん（社会福祉士） 全日程受講可能な
先着15人
無料
筆記用
方
・ 1月14日㈮までに電話・フ
具
ァクス・Eメールで住所、氏名、電話
番号を明示。我孫子北地区社会福祉協
議会☎ 7165－3434 kita@abikoshakyo.com

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎親子でスイーツ
（バレンタイン用スノ
令 和4 年
ーボールクッキー 作り）
2月13日㈰①9時30分～11時30分②
中嶋 智子
13 時30 分～15時30 分
小学生と保護者
各8組
（抽
さん
1000円
エプロン、布巾2
選）
1月16日㈰（必
枚、三角巾、飲み物
着）まで※ホームページのみ

◎音楽療法でリフレッシュ！～元気に
令和4年1月17日㈪、
ドレミ♪～
3月7日㈪13時～14時30分
歌・

合奏・リズム遊びなどで脳トレーニン
藤原葉子さん（流山音楽療法）
グ
先着20人
各500円
動きやす
い服装・室内履き、飲み物
〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433

募集

シニアのキャリアデザインセミナー＆
個別相談会
令和4年1月24日㈪①10時～12時
鎌ケ谷市役所
②13時30分～16時
多様な働き方や仕事の探し方、応募
書類の書き方などを学ぶ①セミナー②
55歳以上の方
先着
個別相談
①18人②4人※②は①の受講者のみ
・ 鎌ケ谷市商工振興課☎047－
445－1240

償却資産の所有者は申告を
令和4年1月1日時点で、会社や個人で
事業を経営している方は、市内に所有

する償却資産の申告をしてください。令
和3年度に申告をした方・新たに事業を
始めた方には申告書を発送します 申

込 期 間令和4年1月4日㈫～31日㈪
課税課・内線336※地方税ポータル
システム（eLTAX）を利用する方は手続

ませんか。プロの指導で口角を鍛えま
しょう。無料。 朗読森の会・森広☎
090－4240－5711

▼オンラインツールZoomの使い方主
催者編 12月21日㈫10時～12時。オ
ンライン。Zoomミーティングのホスト
abicom
になるには。5人。無料。

30分～15時。久寺家近セ。冬休みの宿
題を書こう。 神原藍さん。無料。大
https://
筆を持参
（お持ちの方）
。
練成会・神原☎71
bit.ly/3GVdt62
49－7868
▼あびこ市歩こう会 令和4年1月9日
㈰※小雨実施。我孫子駅発常磐快速
8時18分乗車、錦糸町駅下車。午前中

解散。亀戸七福神巡り10kmウオーク。
300 円。 ・ 鈴 木☎ 090－1404－
7463

会員・仲間募集

順番に好きなことを英語で話し質疑応
答。 女 性 若 干 名。 無 料。 Free Tal
king Club・平本☎7187－5967

▼活き活きと太極拳を楽しみましょう
毎週㈮13時～15時。市民体育館。24
式・32式剣。楊式。伝統楊式を基に。

ほか練功18法・気功も。経験者大歓迎。
有段者2人。 3000円。 広瀬☎
7184－2122
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し ん みょう

あ ゆ

も

も が り ぶ え

紅さしてより神 妙に七 五 三

お

ぬ ま

佐藤
お

麻績 選

み

光子

︵投稿数 句︶

梅澤

理恵

信也

る︒
だが︑
紅をさした顔を見て満足したらしい︒
それ故に神妙になったというのだ︒

ど り

︻ 評 ︼子どもにとって七五三の支度をするのは我慢のいること︒
そのため大人をてこずらせ

牛木

こ う ら く

黄 落や子とゆったりと歩みゆく

石 井 サチ 子

ね

しゅうでん

終 電を追ひかけてゆく虎 落 笛

八川

う き
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やってみよう

▼Come Come Every Body Zoom
で 英 会 話 毎 週 ㈪ 9 時30 分 ～12時。

浮 寝 鳥日ざしやさしき沼 面かな

60,527世帯 ＋632世帯

︵投稿数 首︶

世帯

ジャズプレイヤーによる新旧・和洋の
ポップスコンサート。150人。2000円。
トラメロ☎047－436－8610
▼書き初め練成会 12月26日㈰13時

こ

−59人

▼JAZZ in Popsお昼間コンサート
12月25日㈯13 時30 分～。市民プラ
ザホール。ボーカル・ギターなど6人の

と し

67,046人

時、
電話相談。
12月23日㈭10時～14時、
松戸駅西口デッキ。 ちば派遣村in東
葛実行委員会☎047－362－3738

敦子 選

女

2021@gmail.com
ABICOM・ 桑
田☎7184－7758
▼第15回労働・生活・健康なんでも相
談会 12月21日㈫・22日㈬10時～19

榊原

−168人

歌

64,441人

●● 短

男

浩子

＋54人

笠

1,988人

うち外国人

︵ 新かな︶

−227人

直子

131,487人

み ず みず

人口

前年同月比

西嶋みどり

12 月 1 日現在

光るのは葉っぱの下にのぞかせたかぶの坊やの白いほっぺだ

︵ 新かな︶

我孫子市の人口

か ぶ

に び い ろ

定例教育委員会
12月21日㈫14時予定
（議案内容によ
り変更あり） 水道局4階会議室
12月17日㈮以降にお問い合わせくだ
教育委員会総務課☎7185－
さい
1110

納期限（口座振替日）

上下水道料金
固定資産税・都市計画税 第3期
介護保険料 第7期
12月27日㈪
国民健康保険税 第7期
後期高齢者医療保険料 第6期

中峠2264クリーンセンター☎7187
－0015

お知らせ

目

▼早口言葉でお口の筋トレ！ 12月20
日㈪14時～。我孫子南近セホール。マ
スク生活で唇・喉・舌の衰えを感じてい

ち

項

室。1部…日本の輸出が少なすぎる要
因。2部…スウェーデンのSDGsが世界
で1位の理由。300円。 上原☎070－
5541－7855

︻ 評 ︼蕪の季 節です ︒漬けてよし︑炊いてよしの恵みです ︒作 者はこの瑞々しい収

納付のお知らせ

たのしもう

▼日本の再生を語る会 12月19日㈰
13時～16時。けやきプラザ10階会議

ざ う

ポイ捨てごみの回収や清掃、資源
のリサイクルなど5年以上積極的に活
動している方※選考の上、令和4年5
・ 1月31日㈪（消印有
月に表彰
効）までにはがきに推薦する個人・団
体名、活動内容、推薦者の住所・氏
名・電話番号を明記。〒270－1121

講演・催し

え

第25回さわやかな環境づくり賞
表彰候補者

近セ…近隣センター 、 …講師、 …入会金、
…月会費、 …年会費、 …申し込み、 …
問い合わせ

穫の歓びを擬 人 化し︑坊やのほっぺと詠みました︒

器具製造業…時給981円※その他の業

詳しい内容の確認は、当事者間で行うよう
お願いします。

雲ひとつなき青 空にそびえ立つポプラを仰ぎ深 呼 吸する

給1023円②電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報通信機械

市民伝言板

松島

設備を新しいものに整備しました
市民活動支援課・内線434
千葉県特定（産業別）最低賃金改正
2業種について改正が行われ、12月25
日㈯から適用されます。①鉄鋼業…時

借金の返済でお悩みの方
一人で悩まずご相談ください。 予約不
無料
財務省千葉
要。秘密厳守
財務事務所☎043－251－7830

坂 道を転がるやうなスピードで手 賀 川を行く鈍 色カヌー

きが必要。地方税共同機構☎0570－
081459
宝くじの助成金で音響設備を整備
（一財）
湖北台地区まちづくり協議会が、
自治総合センターの宝くじの助成金
で、湖北台近隣センターホールの音響

監視期間としてパトロールを実施します。
「不法投棄はしない・させない・許さな
い」という認識で、不法投棄を発生させ
クリーン
ない環境づくりが大切です
センター☎7187－0015

八木ただし

議会☎7184－1539

㎏以上で16歳～69歳の方※65歳以上
の方は60歳～64歳に献血経験がある
献血カード、本人確認書類
（マイ
方
ナンバーカード・運転免許証・健康保険
証など） 社会福祉課・内線377
自分に適した仕事探し＆個別相談会
令和4年1月20日㈭①13時20分～
我
②14時30分～③15時40分～
孫子南近隣センター
各回先着4人
無料
・ 企業立地推進課☎718
5－2214

種は千葉県最低賃金の時給953円を適
千葉労働局☎043－221－2328
用
不法投棄防止夜間パトロール実施
年末年始は、河川敷・山林・農地への
不法投棄が増加傾向にあるため、特別

立 冬を読み違へしかホトケノザ江 蔵 地に咲き一 隅 照らす

2022年あびこ福祉まつり参画団体
令和4年5月8日㈰10時～15時
アビスタ、手賀沼公園
福祉まつり
福祉・医療・介護・
の企画・運営
障害分野の市内活動団体で、趣旨に賛
同して会議参加（ 5回程度）、負担金納
・
入、運営の一部を担える団体
1月7日㈮までに我孫子市社会福祉協

献血・骨髄ドナー登録にご協力を
12月28日㈫10時～11時30分
（ドナー
登 録11時15分まで）
、13時～16時
（ド
市役 所
ナー登 録15時30 分まで）
議会棟前
男性45㎏以上・女性40

7

18

皆さんからの投稿をお待ちしています。締め切りは、毎月20日必着。はがきで1人1作に限ります。
投稿された作品は、選者により添削する場合もありますのでご了承ください。
※
「青少年
（18歳以下）
の部」
も募集しています。必ず年齢を明記してください。
応募先：〒270−1192市役所秘書広報課
（住所省略可）
※氏名にはふりがなを記載してください。

〈市民伝言板の申込方法〉 このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布。市ホームページからダウンロード
可）
に必要事項を記入し、掲載希望号の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・問い合わせ先などです。
秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－1520

令和3年（2021年）

12

広
報

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記 QR コードか
らダウンロードできます。

市からのお知らせをメールで配信しています。 右記 QR コードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト (http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

16

No.1540

新型コロナウイルス感染症関連情報

※12月5日時点の情報です。

新型コロナワクチン追加接種
（3回目接種）
接種券を順次発送
3回目接種の接種券一体型予診票（以下、接種券）は、
「我孫子市民として2回目の接種を受けてか

接種券発送対象者
発送日
令和3年3月～4月に2回目
らおおむね7カ月経過する方」および「我孫子市外在住時に2回目を接種し、転入後に3回目接種
11月22日
接種を受けた方
の希望を申請した方」に発送します。
令和3年5月に2回目接種
12月13日
市では、国の方針に基づき18歳以上で2回目接種を受けてから8カ月後の同日以降となる方に3回目接種をし を受けた方
令和3年6月に2回目接種 令和4年1月
ます。例えば、5月16日に2回目接種を受けた方は令和4年1月16日以降に3回目接種が可能です。※8カ月後に
を受けた方
中旬～下旬予定

同日がない場合は、その翌月1日から接種できます。※国からのワクチン供給状況により接種券の発送が遅れる
※令和3年7月以降に2回目接種を受けた方の発
場合があります。予約方法などは接種券に同封する案内をご確認ください。
送時期は、決まり次第お知らせします。

ワクチン
接種
Q＆ A

Ｑ．なぜ3回目接種が必要なのですか。
Ａ．現在接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果などがある一方で、感染予防効果や高齢者の重症化予防効果が、時間
の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。そのため、1・2回目接種を受けた18歳以上の全ての方に対して、3回目
接種が望ましいとされています。

Ｑ．1・2回目接種の接種券と3回目接種の接種券は同じですか。
Ａ．1・2回目接種の接種券は接種済証と一体型のシール台紙でしたが、3

回目接種の接種券は予診票に接種券を印字しています。接種済証を同封し
て発送しますので、接種の際は接種券と接種済証をお持ちください。

Ｑ．1・2回目接種をまだ受けていません。3回目接種が開始されても、
1・2回目接種を受けることはできますか。
Ａ．令和4年9月30日㈮までは、1・2回目接種も受けられます。ただし、
接種できる医療機関は限られますのでご注意ください。

我孫子市新型コロナワクチン接種コールセンター☎0120－855－366（毎日午前9時～午後5時30分）

児童1人当たり5万円 子育て世帯に臨時特別給付金を支給
新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、子育て世帯に臨時特別給
付金を支給します。給付には児童手当と同様の所得制限があります。※令和

3年度に特例給付で認定されている方およびそれに準ずる所得がある方は支
給対象外
対象児童 平成15年4月2日以降に生まれた児童
支給対象 ①9月分の児童手当受給者 ②9月30日時点で､ 高校生相当年
齢（平成15年4月2日～18年4月1日生まれ）の児童を養育する方 ③9月分
の児童手当を所属庁から受給している公務員 ④9月1日～令和4年3月31

日に出生した児童の児童手当受給者※原則9月30日時点で市に住民登録の
ある方が対象

◎申請が不要な方

9月分の我孫子市の児童手当受給者には12月上旬に通知書を送付しまし
た。12月24日㈮に児童手当の登録口座に振り込む予定です。

◎申請が必要な方

高校生相当年齢の児童と同世帯（中学生以下の児童がいる世帯を除く）の
父または母、公務員など我孫子市の児童手当を受給していない方、新たに
出生した児童の児童手当受給者で申請が必要となる方などへ、準備が整い
次第申請書を送付します。申請書が届かない方で、支給対象児
童を養育している場合は、市ホームページ（QRコード参照）か

ら申請書をダウンロードしてください。
申請方法 必要書類（市ホームページからダウンロード可）を
郵送・持参。〒270－1192市役所子ども支援課(住所省略可)

申請期限 令和4年2月28日㈪※新たに出生した児童は申請期間が異なる
ため、決まり次第市ホームページなどでお知らせします。
子育て世帯への臨時特別給付金ダイヤル（子ども支援課）☎7185－
1172

我孫子の2021年
1月
○感染症対策を徹底し、成人式を実施
2月
○市制施行50周年記念 航空写真
集を制作、市内小・中学校の全児
童・生徒に配布
○布佐中学校区地域学校協働活動

トピックス

4月
○成田線（我孫子駅～成田駅

○スロベニア女子柔道代表と男子テコンドー代表が

間）開業120周年記念列車が

実施

運行

○スロベニア女子柔道代表と

○手賀沼公園内にキッチンカ

交流会を実施

ーの出店開始

オリンピック事前キャンプを

8月
○買い物支援のための移動ス

が令和2年度「地域学校協働活動」

5月
○ スロベニアオリンピ ッ ク

推進に係る文部科学大臣表彰を受

委員会と東京2020オリンピ

○パラリンピック車いすラグ

賞

ックの事前キャンプに関す

ビーで今井友明選手が2大会

○水泳選手の上村温さんが県の令和2年障がい者ス

る覚書を締結

連続の銅メダル獲得

ポーツ優秀スポーツ選手に決定
3月
○JBF（ジャパンバードフェスティバル）が「ふるさ
とイベント大賞」で大賞（内閣
総理大臣賞）を受賞
○市制施行50周年記念

手賀

沼のうなきちさんの石像が完成
○新型コロナワクチン接種
療従事者から開始

医

6月
○全救急車に搬送用アイソレーター装置を配備
7月
○オリンピック聖火リレーが中止、無観客で点火セ
レモニーを実施

ーパーが巡回開始

○全中学校体育館にエアコンを設置
10月
○中央学院大学駅伝部 2年ぶり22回目の箱根駅伝
出場が決定

11月
○新ラジオCM「テレワーク、そこ、どこ、我孫子」 ○3年ぶりの第9回子ども議会を開催
で市への住み替えをPR

○中央学院大学硬式野球部

○「根本家住宅」が国の登録有形文化財（建築）に登

大会（19年ぶり3回目）優勝！大学野球日本一に!!

録

○今井友明選手に市民文化スポーツ栄誉章を贈呈

第52回明治神宮野球

広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。
この広報紙は再生紙と植物油インキを使用しています。

