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△！ 災害が発生したときは 
○▶地震時には 
 地震が起きたときに被害を最小限に抑えるため
には、一人ひとりがあわてず適切に行動することが
大切です。いざという時に落ち着いて行動できるよ
う、日ごろから地震の時の正しい心構えを身につけ
ておきましょう。 
1.まず身の安全を 
 揺れたら、まず丈夫なテーブルや机の下などに身
をかくし、座ぶとんなどで頭部を保護しましょう。 
※日ごろからの家具等の転倒防止策や移動防止対
策が大切です。 

2.すばやく火の始末 
 ガス器具、ストーブなどは、揺れがおさまってか
らすばやく火を消しましょう。避難する前にガスの
元栓を締め、電気のブレーカーを切りましょう。 
3.脱出口確保と初期消火 
 玄関などの扉や窓を開けて脱出口を確保しまし
ょう。火が出たら大声で隣近所に声をかけ、みんな
で協力しあって初期消火に努めましょう。 
4.あわてて外に飛び出さない 
 外は落下物等の危険があるので、あわてて戸外に
飛び出さず、落ち着いて行動しましょう。 
5.狭い路地や塀ぎわには近づかない 
 落下物や倒壊の危険があります。切れた電線にも
注意しましょう。 
6.山崩れやがけ崩れ等に注意 
 自宅周辺の崖や川べりは地盤がゆるみ、崩れやす
くなっているので注意しましょう。 
7.避難は徒歩で、持ち物は最小限に 
 自動車は使わず、動きやすい服装で持ち物は最小
限にとどめ、必ず徒歩で避難しましょう。 
8.協力し合って応急救援 
 軽いケガや手助けなどが必要な方には、みんなで
助け合って応急救護をしましょう。 
9.正しい情報で落ち着いて行動を 
 テレビ・ラジオなどで正しい情報を確認しましょ
う。 
10.秩序を守り、衛生にも注意 
 身勝手な行動を避け、衛生面にも十分留意しまし
ょう。 

 問  市民安全課 ☎内線 217、295 
 
○▶風水害時には 
 風水害時には、警戒レベル等や周辺の状況を勘案
して、市から３段階の避難情報を発表します。 
 
＊避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３） 
 人的被害の発生する可能性が高まり、避難に時間
を要する人は避難を開始する状況 
 避難に時間の要する方（高齢者、障害のある方、
乳幼児等）とその支援者は避難を開始しましょう。 
＊避難勧告（警戒レベル４） 
 人的被害の発生する可能性が明らかに高まった
状況 

 すみやかに危険な場所から避難しましょう。避難
所などに避難を開始しましょう。 
＊避難指示（緊急）（警戒レベル５） 
 人的被害の発生する可能性が非常に高く、切迫し
ている状況または発生している状況 
 命を守るための最善の行動をとりましょう。避難
が可能な場合は、確実に避難を完了してください。
避難できない状況であれば、建物内や近所の安全な
場所へ避難しましょう。 
※避難情報が出ていない場合でも、身の危険を感じ
たら、すぐに避難しましょう。 

 
あびこハザードマップ 

 台風や豪雨による水害、大規模な地震の揺れや液
状化などの被害から生命・財産を守り、安全な避難
に繋げるため、令和 2年 9月に新たに「あびこハザ
ードマップ」を作成しました。 
 このハザードマップには、緊急避難場所や指定避
難所を掲載した基本マップや、利根川の洪水ハザー
ドマップ、手賀沼・手賀川の洪水ハザードマップ、内
水ハザードマップ、地震ハザードマップ等の全ての
自然災害に対応するマップが網羅されています。 
 万が一の場合に備えて、安全な避難にお役立てく
ださい。 

 問  市民安全課 ☎内線 217、295  
○▶災害時の緊急情報 
市等から市民のみなさんに、さまざまな方法で防

災情報を発信しています。 
〇防災行政無線 〇防災情報メール（事前登録必要）
〇緊急速報メール（エリアメール） 〇ホームペー
ジ・ツイッター・フェイスブック 〇市広報車・消防
団による広報 〇報道（テレビ・ラジオなど） 
防災無線情報は、地形や風向き、天候の状況、ま

た気密性の高い建物、高層の建築物の増加によって、
聞こえづらい場合があります。聞き取れなかった場
合は、フリーダイヤルで放送内容を確認することが
できます。 
防災行政無線テレホン案内   
  ☎0120-031-676    
 
災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板 

 被災地内とその他の地域の方々の間で、安否確認
や避難場所等の連絡ができるサービスです。 
 災害用伝言ダイヤルは、局番なしの「☎１７１」を
ダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音と再生
ができます。 
 災害用伝言板は、携帯電話各社のWebメニューか
ら、安否情報を登録することができます。登録され
たメッセージは、携帯電話やスマートフォン、パソ
コン等から確認できます。 
〇NTTドコモ http://dengon.docomo.ne.jp/ 
〇KDDI：au http://dengon.ezweb.ne.jp/ 
〇ソフトバンク http://dengon.softbank.ne.jp/ 
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消防テレホンガイド 
 火災等の発生状況について、最新情報をお知らせ
しています。 
消防テレホンガイド ☎7133-1199 
問 西消防署 ☎7184-0119 
 
緊急速報メール 

 市が発信元となり、市内における災害等の緊急情
報を配信エリア内の多数の携帯電話に配信するこ
とができるサービスです。登録は不要です。下記の
サービスを使用しています。 
ＮＴＴドコモ緊急速報「エリアメール」     
ａｕ緊急速報メール（災害・避難情報）     
ソフトバンク緊急速報メール（災害・避難情報） 
楽天モバイル緊急速報メール          
問 秘書広報課 広報室 ☎7185-1269 
 
防災・防犯情報 
 市ホームページ内の「安全・安心」では、防災・防
犯、災害、天気等の情報を提供しています。 
問 市民安全課 ☎内線 217、295 
 
災害情報のメール配信（防災無線情報）、
Twitter、Facebook 
69ページをご覧ください。 
問 秘書広報課広報室 ☎7185-1269 
 
緊急通報システム 

 障害者や高齢者の方が簡単な操作で消防署に通報
できるシステムです。 
（障害者…48ページ、高齢者…56ページ） 
 
Ｆａｘ１１９、Ｗｅｂ１１９ 
聴覚や会話に不安のある方は、Faxや携帯電話等か

ら通報することができます。詳しくはお問い合わせ
ください。 
問 西消防署 ☎7184-0119 
 
○▶安全な避難行動 
 「避難」について、「地震」の場合と、「風水害」
の場合で、すべき行動が変わります。 
 日ごろから家庭内で、緊急避難場所・避難所の場
所や経路等をあびこハザードマップで確認しておき
ましょう。 
 
指定緊急避難場所 
 災害が発生した場合等に、生命の安全確保のため
に、一時的に避難する場所です（学校のグランドや
公園等）。災害の種別（地震や洪水など）ごとに、指
定しています。 
 災害が発生した後に、安全な避難経路の確保がで
き、なおかつ安全に避難できる場所の中で、最も近
い緊急避難場所に避難することが原則です。地域（自
治会）などで、近隣の公園などに決めておくことも
有効です。 

 日頃から、緊急避難場所についての優先順位の設
定や避難経路について、家族や自主防災組織などで
話し合っておくことが大切です。 
 
指定避難所 
 災害により、家屋の倒壊等で居住が困難になった
被災者のうち、避難を必要とする方が入る場所です。
宿泊や給食などの救援を提供します。 
 被害の状況により、開設する避難所を決定します。 
 
指定福祉避難所 
 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児など一般の避難所
では、生活に支障を来たす方への配慮がなされた避
難所です。 
 
○▶非常持出品 
 家族構成に合わせて必要なものを準備・整理して
おくと、いざというときにあわてないで済みます。
食料や飲料水、衣料等は世帯で3日分以上は用意し、
定期的に点検しておきましょう。 
 
事前に用意を 
食料品（アルファ米、インスタント食品、乾パン、缶
詰）、飲料水、貴重品類（現金、預金通帳、カード、
印鑑）、照明具（懐中電灯、ライト）、ラジオ、予備
電池、衣類、下着類、タオル、ビニール袋、ティッシ
ュペーパー、ヘルメット、靴、笛、常備薬（血圧降下
剤など）、応急医薬品（傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、
包帯、ばんそうこう、三角きん）、保険証・免許証・
マイナンバーカード、筆記用具（マジック、ボールペ
ン、ノート）、マスク、消毒液・体温計、あびこハザ
ードマップ 
 
役に立つもの 
食品包装用ラップ、トイレットペーパー、ウエット
ティッシュ、手袋、軍手、ポリエチレン袋、使い捨て
カイロ、紙皿、紙コップ、割りばし、スプーン、小銭、
カセットコンロ、予備ボンベ、アルミ箔、生理用品 
 
※乳幼児のいる家庭ではミルク、紙おむつ、ほ乳ビ
ン等を、高齢の方や障害のある方がいる家庭では大
人用の紙オムツ、常備薬、看護用品、杖等も持ち出し
やすい場所に用意しておきましょう。 
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△！ 災害で被害を受けたときは 
○▶り災証明等 
 地震や台風等による被害に対し、保険の請求や確
定申告時の雑損控除等に必要な「り災証明書」等を
発行します。 
申請に必要なもの 印鑑、本人を確認できる書類及
び被害箇所が確認できる写真または見積書、領収書
のいずれか、代理人が申請する場合は委任状（申請
書には証明書提出先の記入が必要です）。 
問 市民安全課・内線217、295 
 
○▶災害見舞金 
 災害で住宅に被害を受けた世帯主や死亡した市
民の遺族に市や社会福祉協議会、千葉県共同募金会、
日本赤十字社等から見舞金が支給されます。 
問 社会福祉課・内線 649、 
社会福祉協議会☎7184-1539 

 
○▶災害救援物資 
 火災や地震等の災害による被災者に、日本赤十字
社を通じて救援物資が支給されます。 
内容 救援物資…毛布、シーツ、バスタオル、日用

品セット等 
問 社会福祉課・内線 377 
 

△！ 災害に備えて 
○▶防災訓練 
 市では、東日本大震災における課題及び教訓を生
かし、災害が発生したときに被害を軽減し、また万
全を期すため、自治会や防災関係機関の協力を得て、
総合防災訓練を行っています。 
 災害発生時には、「自助」「共助」「公助」が連
携し、一体となって取り組むことが必要です。地域
住民をはじめとした幅広い人たちの主体的な訓練
参加により、防災意識の向上等が図れるよう、地域
の特性を踏まえた実践的な避難所運営訓練を全13
小学校区ごとに実施しています。 
○▶自主防災組織 
 災害が発生したときに地域での被害を最小限に
抑えるため、自治会等を母体として作られる防災組
織です。 
 市では、結成時やその後の活動に助成を行ってい
ます。 
 
○▶防災士及び災害救援ボランティア育成 
 地域の防災力の向上を目的として、防災士及び災
害救援ボランティアの資格取得にかかる費用の一
部を助成しています。 
 
○▶浸水防止工事に助成 
 大雨により、住宅や店舗、事務所、駐車場等に浸水
被害を受けた方が、浸水被害を軽減するために行う
工事の費用の一部を助成します。 
問 市民安全課・内線 217、295 

 
避難行動要支援者を災害から守るために 

 高齢者や障害者、外国人等の方（避難行動要支援
者）は、ひとりでは災害への備えや避難行動が困難
なため、周囲の皆さんの手助けが必要です。 
 日頃からコミュニケーションを保ち、避難方法や
情報伝達等の支援体制を整えておきましょう。 
 避難所では、食料や水等の確保、移動の手助け等
に配慮してください。 

 問  市民安全課 ☎内線 217、295 
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△！ 防火 
○▶消防団 
 市内に1団6方面隊21分団があります。 
 消防団員は、自分の仕事を持ちながら、災害が発
生すると消防職員とともに皆さんの生命や財産を
守ります。 
問 警防課 ☎7181-7701 
 
○▶女性防火クラブ 
 地域の防火活動のリーダーとして、女性市民で構
成された組織です。火災予防知識及び火災時の適正
な処置方法等を習得するとともに、火災予防及び広
報活動へ積極的に参加し、市民防火及び防災思想の
普及と啓発を行っています。 
問 予防課 ☎7181-7702 
 
○▶消火器 
 消火器は、火災発生時の初期消火に大きな働きを
します。一般家庭には設置する義務はありませんが、
１本は備えましょう。 
 消火器には、適応する火災の種類が絵で示されて
いますので、適応するものを選びましょう。 
 なお、消防署では消火器の販売・引取は行ってお
りません。 
問 予防課 ☎7181-7702 
 
○▶住宅用火災警報器 
 住宅火災による犠牲者を減らすため、消防法です
べての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。また、設置後の取り替え目安は１０
年です。正常に作動するように、日頃から作動確認
とお手入れをしてください。 
 取り付け場所は、就寝に使用する全ての部屋と、
寝室がある階の階段の天井または壁面です。 
※台所は設置義務はありませんが、最も火を使う場
所なので、取り付けるように努めましょう。 

問 予防課 ☎7181-7702 
 
あき地の適正管理 
 あき地を所有または管理をしている方は、雑草等
を刈り取り、枯草等の燃えやすいものを除去する等
きちんと管理をしてください。 
 ご自身で雑草等の刈り取りが難しい方は、雑草等
除去事業者の案内を行っておりますので、お問い合
わせください。 
問 予防課 ☎7181-7702 
 
火災とまぎらわしい行為の届け出 
 火災とまぎらわしい火や煙を発生するおそれが
あるときは、事前に日時や場所を近くの消防署・分
署へ届け出てください。電話でも受け付けしていま
す。 
※火災の誤認を防ぐため届け出をするものです。 
問 予防課 ☎7181-7702 
 
 

危険物を貯蔵するときは 
 個人の住宅で、一定数量以上の危険物（灯油500
リットル、ガソリン100リットル等）を貯蔵したり
取り扱ったりするときは、消防署への届け出が必要
です。 
問 予防課 ☎7181-7702 
 
○▶消防署 
 消防本部 所在地 我孫子 1847-6 

総務課 ☎7181-7700（直通） 
予防課 ☎7181-7702（直通） 
警防課 ☎7181-7701（直通） 

 西消防署 ☎7184-0119（直通） 
 つくし野消防署 ☎7184-2630（直通） 
 東消防署 ☎7189-2110（直通） 
 湖北分署 ☎7188-2217（直通） 
 

△！ 救命 
○▶救命講習会 
 ひとりでも多くのバイスタンダー（その場に居合
わせた救命処置のできる人）を育成するため、「救
命講習会」を行っています。訓練用人形を使って心
肺蘇生法や止血法、自動体外式除細動器（AED）の
操作方法等を指導します。 
問 警防課 ☎7181-7701（直通） 
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△！ 休日・夜間に急病になったら

○▶ 休日診療所
 日曜・祝日に病気や歯痛になったときは、休日診
療所で診療が受けられます。 
診療日 日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月

3日） 
場所 湖北台1-12-17保健センター敷地内（下図参

照） 
診療科目・受付時間 
●内科・小児科…午前9時～11時30分、午後1時

～4時30分 
●歯科…午前9時～11時30分

持参 健康保険証、診察料、子ども医療費助成受給
券 

問 休日診療所 ☎7187-7020（診療日のみ） 
健康づくり支援課 ☎7185-1126 

△！ 二次救急病院

 日曜日や夜間等に病気やケガで治療が必要なと
きは、市内6病院で診療が受けられます。当直医は
毎日変わりますので、まず消防署☎7184-0119へ
ご連絡ください。 
 小児救急患者は、JAとりで総合医療センターで診
療を行っています。午後11時から午前8時30分の小
児救急診療は、基本的に重症患者のみに限定されま
す。 
救急車の出動が必要な時は☎119へご連絡くだ

さい。 
診療時間 
●日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
午前9時～午後5時

●夜間…午後5時～翌日午前9時
分類 病院名 所在地 

休日・夜間 
救急病院 

我孫子つくし野病院 つくし野 131-1 
アビコ外科整形外科病院 我孫子 4-22-22 
我孫子東邦病院 我孫子 1851-1 
名戸ヶ谷あびこ病院 我孫子 1855-1 
我孫子聖仁会病院 柴崎 1300 
平和台病院 布佐 834-28 

小児 
救急病院 JAとりで総合医療センター 取手市本郷 2-1-1 

問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 

※日曜日や祝日、夜間の診察料は、時間外加算が加
わるため割高になります。

こども急病電話相談 
こども急病電話相談 ☎＃8000 
ダイヤル回線・IP電話・光回線…043-242-9939 
毎日午後7時～翌朝午前6時まで、子どもの急な病

気やケガのときに受診した方が良いのか様子をみて
も大丈夫なのか、看護師や小児科医が電話でアドバ
イスします。

問 県庁医療整備課 ☎ 043-223-3886 
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庁舎案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市役所 

所在地 〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番
地 ☎7185-1111（代表） 
※ＪＲ我孫子駅南口から市役所経由東我孫子車庫・手賀
の杜ニュータウン・湖北駅南口行きバスで約10分、
「市役所」バス停下車、徒歩1分 
開庁時間 月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時 
※土曜・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3
日）は閉庁です。 
 
教育委員会・水道局 

所在地 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番
地 
教育委員会▶☎7185-1151（代表） 
水道局▶☎7184-0111（代表） 

 
 
 
 
 
 
※ＪＲ天王台駅北口から「あびバス（市民バス）」栄・
泉・並木ルート（栄先回り）で約4分「我孫子市教育委
員会」バス停下車、徒歩1分 
 
水の館 

所在地 〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193
番地 
※ＪＲ我孫子駅南口から市役所経由東我孫子車庫・手賀の
杜ニュータウン・湖北駅南口行きバスで約10分、「市役
所」バス停下車、徒歩5分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テレホンガイド               市役所各課の業務と問い合わせ先 
本庁舎 

※市外局番の記載がない電話番号の市外局番は（04）です。 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

本
庁
舎
１
階 

市民課 
戸籍、住民票、印鑑証明、住居表示、マイナンバー
カードの交付、一般旅券の発給（行政サービスセン
ター 80ページ参照） 

7185-1111 7181-1290 

国保年金課 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療 7185-1795 7185-4380 

課税課 市・県民税の賦課・税証明、土地・家屋の調査・評
価 7185-1364 7185-1136 
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  担当部署 主な業務 電話 FAX 

本
庁
舎
１
階 

収税課 市・県民税の収納・滞納整理、納税の指導・啓発 7185-1349 7185-5843 
 債権回収室 徴収一元化による債権の回収 
会計課 金銭の出納 7185-1149 7183-3759 

行政情報資料室 情報公開・個人情報の開示受付、行政資料の公開 7185-1284 － 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

本
庁
舎
２
階 

総務課 職員の人事・給与・研修、行政改革 7185-1132 7185-1142 
 契約検査室 工事検査、入札・契約  7185-1695 7186-1555 
行政管理室 リスクマネジメントの推進 7185-1111 7185-1142 
文書管理課 文書、統計 7185-1111 7185-1142  政策法務室 例規・議案の調製、訟務 

秘書広報課 市長・副市長の秘書、市政への手紙、陳情、法律相
談 7185-1714 7185-0127 

 広報室 広報、ホームページ 7185-1269 7185-1520 
 男女共同参画室 男女共同参画プランの推進 7185-1752 7185-1520 
 あびこの魅力発信室 市の魅力の情報発信 7185-2493 7185-1520 
施設管理課 公有財産の管理、市有建築物の営繕 7185-1289 7186-1555 

企画課 総合計画、行政評価、広域行政、平和、国際交流、
庁議 7185-1426 7183-0066 

 成田線沿線活性化推進室 成田線の利便性向上、鉄道の輸送力強化、沿線活性
化 7185-1426 7183-0066 

資産経営課 公共施設等の総合調整 7185-1111 7183-0066 

財政課 予算の編成・執行調整、地方交付税、市債、ふるさ
と納税寄附金 7185-1442 7183-0066 

選挙管理委員会事務局 選挙人名簿の調製・縦覧、投票区の設定、選挙の執
行 7185-1264 7185-1142 

監査委員事務局 出納・事務事業の監査 7185-1654 7186-1555 
 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

本
庁
舎
地
階 

情報政策課 情報システムの管理運営、セキュリティー、行政情
報化の推進 7185-0477 7185-5863 

市民活動支援課 市民活動、ＮＰＯ法人、自治会、近隣センターの整
備、地縁団体 7185-1467 7185-5777 

市民安全課 地域防災計画、防災訓練、防犯、交通安全、空家な
どの適正管理 7185-1111 7185-5777 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

分
館 

商業観光課 商業観光の振興、特産品の紹介、消費指導 7185-1475 7185-2215 

企業立地推進課 工業振興、中小企業への融資、雇用対策、起業・創
業支援 7185-2214 7185-2215 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

東
別
館
１
階 

都市計画課 都市計画、土地利用計画 7185-1529 7185-4329  景観推進室 景観形成、屋外広告物の許可申請 

建築住宅課 住宅政策、建築確認申請、市営住宅、違反建築物の
措置 7185-1541 7185-4329 

公園緑地課 公園の整備・維持管理、緑地・樹木の保全、墓地 7185-1542 7185-4329 

市街地整備課 土地区画整理、まちづくり事業の計画・施行 7185-1171 7185-4329 
 開発調整室 開発行為の事前協議、開発許可 7185-1579 7185-4329 

  担当部署 主な業務 電話 FAX 

東
別
館
２
階 

道路課 道路の整備、街路灯・街路樹の維持管理、道路境界
査定 7185-1497 7185-8013 

交通課 駐輪場、市民バス、交通網整備、街路整備 7185-1369 7185-8013 
下水道課 公共下水道の計画・維持管理・水洗化の普及 7185-1498 7185-8013 
治水課 治水対策、排水路の整備、雨水流出抑制の指導 7185-1509 7185-8013 
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  担当部署 主な業務 電話 FAX 
西
別
館
１
階 

子ども相談課 子どもと家庭の相談 
7185-1821 7183-3445 

 子ども虐待防止対策室 子ども虐待の防止対策 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 
西
別
館
２
階 

社会福祉課 福祉全般の相談、DV相談、生活保護、民生委員 7185-1113 7185-3933 

子ども支援課 放課後児童対策、児童手当、子ども医療、ひとり親
支援、子育ち支援、少子化対策、子ども総合計画 7185-1111 7183-3437 

保育課 保育園、幼稚園、認定こども園、子育て支援 7185-1490 7185-3933 
     

  担当部署 主な業務 電話 FAX 
西
別
館
３
階 

社会福祉課 健康福祉総合計画の策定・人権擁護、自殺対策 7185-1111 7185-3933 
高齢者支援課 介護保険、高齢者福祉、高齢者の総合相談 

（高齢者なんでも相談室 52ページ参照） 7185-1112 7186-3322  介護保険室 
 高齢者なんでも相談室 

     
  担当部署 主な業務 電話 FAX 
西
別
館
４
階 

障害福祉支援課 障害者福祉、障害者の総合相談、障害福祉計画、サ
ービス利用計画 7185-1111 7183-1158 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 
議
会
棟 

議会事務局 議会の運営、議事録の調製、請願・陳情の受付 7185-1655 7182-4057 

 
  



市役所案内 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
10 

教育委員会・水道局 
 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 
水
道
局
２
階 

お客様センター 水道料金の徴収、水道使用の開始・中止の手続き、
水道使用者の名義及び住所変更 7184-0116 7184-8541 

水質お問い合わせ専用 水のにごり（赤水等）や臭いについて 7199-3800 7184-0118 

水
道
局
３
階 

お客様センター給水担当 給水装置工事の受付・相談、給水装置所有者の変更 7184-0162 7184-8541 

経営課 事業計画、経営管理、経理、広報 7184-0114 

7184-0118 給水装置監理 7184-1185 

工務課 浄水施設管理運営、水質管理 7184-0267 
管路工事、道路上漏水対応 7184-0257 

 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

教
育
委
員
会
４
階 

総務課 教育委員会の庶務、学校施設の整備・維持管理 7185-1110 7182-5867 

学校教育課 通学区域の設定、就学・転学 7185-1268 7182-5867 学校保健、学校給食 7185-1267 
指導課 教育方針、教職員の研修・指導 

7185-1367 7182-5867  小中一貫教育推進室 小中一貫教育の推進 
 少年センター 街頭指導、少年相談 

文化・スポーツ課 
芸術文化の振興 7185-1601 

7185-1760 文化財の保護、文化財施設の管理運営 7185-1583 
スポーツの振興 7185-1604 

 
水の館 
 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

水
の
館 

手賀沼課 水質保全、公害対策、谷津ミュージアム、地球温暖
化対策 7185-1484 7185-5869 

 放射能対策室 放射能対策 7185-2495 

農政課 農業の振興、農業施設の災害対策、市民農園、地産
地消 7185-1481 7185-5869 

農業委員会事務局 農地の権利移動調整・転用 7185-1483 7185-5869 
 
消防本部 
 
  担当部署 主な業務 電話 FAX 

消
防
本
部 

総務課 事業計画、消防の基本施策の企画 7181-7700 7184-0120 
予防課 火災の予防、消防用設備の設置指導、雑草の除去指

導 7181-7702 7184-0120 
警防課 消防団、水防、救急講習 7181-7701 7184-0120 

 
保健・福祉施設 
 

担当部署 主な業務 電話 FAX 
保健センター 
（健康づくり支援課） 母子・成人保健、休日診療所、狂犬病予防 7185-1126 7187-1144 

あらき園 障害者の日常生活上の支援、日中活動 7185-2459 7188-4190 
障害者福祉センター 障害者の自立訓練・各種講座 7185-1124 7188-0242 
障害者就労支援センター 障害者の就労の相談と支援 7185-1917 7188-0242 
こども発達センター 子どもの発達支援 7188-0472 7199-3013 
教育研究所 教育相談、特別支援教育 7187-4600 7187-4611 

  



市役所案内 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
11 

アビスタ（生涯学習センター） 
 

担当部署 主な業務 電話 FAX 

生涯学習課 生涯学習施策の企画・総合調整、学習情報の収集・
紹介、成人式 7182-0511 7165-6088 

公民館 公民館講座・学級の実施、学習情報の収集・紹介、
学習相談、展示、施設の貸出・管理 7182-0511 7165-6088 

図書館 図書の貸し出し、図書館の企画運営 7184-1110 7165-6088 
 
その他 
 

担当部署 主な業務 電話 FAX 
鳥の博物館 博物館の整理、資料の収集・保管、調査研究 7185-2212 7185-0639 
白樺文学館 白樺派文学に関する資料の収集、保管、調査、展示 7185-2192 7185-8835 
杉村楚人冠記念館 杉村楚人冠に関する資料の収集、保管、調査、展示 7187-1131 7185-4330 
子育て支援センター 子育ての情報提供、相談、講座、イベント 7185-1915 7182-8080 
消費生活センター 消費生活相談 7185-1469 7182-8080 
クリーンセンター 廃棄物・し尿の処理、資源の回収、リサイクルの推進 7187-0015 7187-2379 
 新クリーンセンター建設室 廃棄物処理施設の整備計画・建設 7188-2121 7187-2379 
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相談窓口 
市の相談窓口 
※相談はすべて無料です。相談日は変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。 
※問い合わせ先が「内線」の場合は、市役所の代表番号☎7185-1111へおかけください。 
※祝日や年末年始はお休みです。 

相談名 内容 日時 場所 相談員 問い合わせ 

法律相談 
※予約制 

相続、離婚、近隣問題等、法律に
かかわる民事問題の相談 
※予約は電話で毎月1日から先着
順（土日祝日の場合はその月の最
初の平日） 

月5回（火・木
曜日） 
9:30～15:30 

市民相談室 
（本庁舎2階） 弁護士 秘書広報課 

☎7185-1714 

司法書士法律 
相談 
※予約制 

登記、多重債務、遺言、相続、小
額訴訟等、司法書士業務全般 
※予約は電話で当月2日（土日祝
日の場合次の平日）から実施日の
前日までの平日13:00～16:00 

毎月第2火曜日 
10:00～
15:00 

市民相談室 
（本庁舎2階） 

千葉司法書士
会 
柏支部 

☎080-5901-
3236 

行政書士相談 
※予約制 

相続・各種契約書の作成・成年後
見等の相談 
※予約は電話で平日10:00～
15:00 

毎月第3水曜日 
13:00～
16:00 

市民相談室 
（本庁舎2階） 

千葉県行政書
士会東葛支部 

☎080-7434-
5135 

年金・労働無料 
相談 
※予約制 

年金のしくみ、手続きについての
相談 
解雇・退職問題や賃金不払い、セ
クハラ等の人事・労務上のトラブ
ル 

毎月第2水曜日 
13:00～
17:00 

市民相談室 
（本庁舎2階） 

千葉県社会保
険労務士会東
葛支部 

☎047-345-
9992 

小・中学生のた
めのいじめ・悩
み相談 
ホットライン 

いじめ問題を始めとする子どもや
保護者からの悩み相談、電話もし
くは電話をしてから来所も可 

毎週月～金曜
日 
14:00～
18:30受付 

教育研究所 
（湖北台東小
内） 

電話相談員 
教育研究所 
☎7188-7867 
（なやむな） 

人権相談 
※予約優先 

いじめ、差別、セクシャルハラス
メント等に関する相談 

毎月第4木曜日 
10:00～
15:00 

相談室 
（西別館2階） 人権擁護委員 社会福祉課 

☎内線476 

行政相談 国・特殊法人等に対する苦情・制
度上の問題点等の相談 

毎月第4水曜日 
10:00～
12:00 

市民相談室 
（本庁舎2階） 行政相談委員 秘書広報課 

☎7185-1714 

税務相談 
※予約制 

相続税、贈与税、不動産取得税、
所得税等の申告・納付に関する相
談 
※予約は電話で相談日の週の月曜
日から先着順（土日祝日の場合は
その翌日） 

毎月第3金曜日 
10:00～
15:00 

相談室 
（本庁舎1階） 税理士 収税課 

☎7185-1349 

不動産相談 
※予約制 

土地や家屋の売買、賃貸借契約等
に関する相談 
※予約は電話で毎月1日から先着
順（土日祝日の場合はその月の最
初の平日） 

毎月第2金曜日 
10:00～
15:00 
（8月はお休
み） 

市民相談室 
（本庁舎2階） 

千葉県宅地建
物取引業協会
東葛支部我孫
子地区会員 建築住宅課 

☎内線601 
住宅相談 
※予約制 

家屋の増改築、階段や浴室の改善
等に関する相談 
※予約は電話で毎月1日から先着
順（土日祝日の場合はその月の最
初の平日） 

毎月第2金曜日 
10:00～
15:00 
（8月はお休
み） 

市役所B会議室 
我孫子市住宅
センター協議
会会員 

消費生活相談 
悪質商法や欠陥商品による被害、
購入契約でのトラブル、多重債務
等に関する相談 

毎週月～金曜
日 
毎月第2・第4
土曜日 
10:00～
17:30 

消費生活センタ
ー（アビイクオ
ーレ2階〈イト
ーヨーカドー我
孫子南口店〉） 

消費生活相談
員 

消費生活センタ
ー 
☎7185-0999 
（消費生活相談
専用電話） 
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相談名 内容 日時 場所 相談員 問い合わせ 

交通事故巡回相
談 
※予約制 

県の選任相談員による示談、自
賠責保険の請求手続き、賠償額
算定等の事故処理に関する巡回
相談 

毎月第2月曜日 
10:00～15:00 
（4月はお休み） 

市民相談室 
（本庁舎2
階） 

千葉県交通
事故相談員 

市民安全課 
☎内線485 
※千葉県交通事
故相談所 
東葛飾支所 
☎047-368-
8000 

子ども総合相談 子どもに関する相談（電話相談
も可） 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

子ども相談課 
（西別館1
階） 

子ども相談
員 

子ども相談課 
☎7185-1821 

子どもの虐待に 
関する相談 

子どもの虐待に関する相談（電
話相談も可） 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

子ども虐待防
止対策室 
（西別館1
階） 

市専門職員 
子ども虐待防止
対策室 
☎7185-1821 

結婚相談 
※予約優先 

結婚を考えている方を対象にし
た相談 

毎月第1・3土曜
日、第2・4日曜
日10:00～17:00 
毎週木曜日 
10:00～17:00 

我孫子市 
結婚相談所 
（けやきプラ
ザ11階） 

結婚相談員 

社会福祉協議会 
我孫子市結婚相
談所あび♡こい
♡ハート 
☎7184-8100 

成年後見相談 成年後見制度等に関する相談 
毎週月曜日～金曜
日 8:30～
17:00 

我孫子市社会
福祉協議会 専門員 社会福祉協議会

☎7184-1539 

若者就労支援相
談 

仕事探し、面接、履歴書の書き
方等就労に関する悩みや不安の
個別相談 

偶数月の月曜日 
月1回 
13:30～16:30 

市民相談室 
（本庁舎2
階） 

キャリアコ
ンサルタン
ト 

企業立地推進課 
☎7185-2214 

地域職業相談 就労に関する相談・紹介（ハロ
ーワーク松戸と同じ求人情報） 

毎週月～金曜日 
9:30～17:00 

地域職業相談
室 
（本町2-4-2 
サンビーンズ
ビル6階） 

職業相談員 地域職業相談室 
☎7165-2786 

外国人相談 外国人を対象とした日常生活や
市政等に関する相談 

木曜日を除く毎日 
10:00～16:00 
（お盆・年末年始
はお休み） 

我孫子市 
国際交流協会 
（市民プラザ
内） 

ボランティ
ア相談員 
対応言語：
英語・中国
語・韓国
語・スペイ
ン語・タイ
語 

我孫子市国際交
流協会（AIRA） 
☎7183-1231 

生活相談 福祉に関する相談（電話相談も
可） 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

社会福祉課 
（西別館2
階） 

市専門職員 社会福祉課 
☎7185-1113 

育児相談 体重測定、育児相談、栄養相
談、歯の相談 

日程については広
報あびこ、保健セ
ンターのご案内、
市ホームページを
ご覧ください。 

保健センター 
（偶数月） 

保健師、栄
養士、歯科
衛生士 

健康づくり支援
課 
☎7185-1126 

子育て支援セ
ンター、「に
こにこ広場」
（アビイクオ
ーレ2階）（月
1～2回） 

子育てに関する 
相談 

妊娠・出産から子育て家庭への
相談、子育てに役立つ情報をご
案内いたします。 

月曜日～金曜日 
10:00～15:30 
（祝日、年末年始
はお休み） 

保育課、 
子育て支援セ
ンター（アビ
イクオーレ2
階） 

子育てコン
シェルジュ 

保育課 
☎内線446 
子育て支援センタ
ー 
☎04-7185-
1915 

発達相談 
※面接は要予約 

子どもの心身の発達に関する相
談 

毎週月～金曜日 
9:00～17:00 

こども発達セ
ンター 専門職員 

こども発達センタ
ー 
☎7188-0472 
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相談名 内容 日時 場所 相談員 問い合わせ 

教育相談 子どもや保護者からの教育に関
する電話相談、面接相談 

毎週月～金曜日 
9:00～16:00受
付 

教育研究所 
（湖北台東小
内） 

教育相談
員、 
発達相談員 

教育研究所 
☎7187-4640 

ひとり親家庭・ 
寡婦相談 

ひとり親家庭の生活や子どもの
学費などに関する相談 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

子ども支援課 
（西別館2階） 

母子・父子 
自立支援員 

子ども支援課 
☎内線849 

養育費・面会交
流相談 

別居・離婚後の面会交流、養育
費等に関する相談（一般的なも
の） 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

子ども支援課 
（西別館2階） 

母子・父子 
自立支援員 

子ども支援課 
☎内線849 

健康相談 健康に関する相談（電話相談も
可） 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 保健センター 

保健師、栄
養士、歯科
衛生士 

健康づくり支援
課 
☎7185-1126 

ＤＶ相談 
夫婦やパートナー等親密な関係
にある人から振るわれる身体
的・精神的・経済的暴力等の相
談 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

社会福祉課 
（西別館2階） 市専門職員 

社会福祉課内 
配偶者暴力相談
支援センター 
☎7185-1113 

心の相談 
※予約制 

ご自分やご家族の心の健康に関
する相談 

毎月第4月曜日 
13:30～15:30 

障害福祉支援
課 
（西別館2階） 

精神科医 障害福祉支援課 
☎内線421 

酒害相談・アル
コール家族教室 

お酒をやめようと思ってもやめ
られない方、お酒のことで困っ
ている家族を対象としたグルー
プミーティングと相談 

毎月第1金曜日 
14:30～16:00 保健センター 

保健師 
精神保健福
祉士 

障害福祉支援課 
☎内線421 

もの忘れ相談 
※予約制 

認知症の心配がある方やご家族
の方からの相談 
※すでに診断を受けている方は
対象外です 

毎月第2火曜日 
13:30～16:30 

高齢者支援課 
（西別館3階） 

認知症専門
医 

高齢者支援課 
☎7185-1112 

高齢者なんでも
相談室 

高齢者の健康や福祉、介護など
に関する相談 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

市内5カ所の
高齢者なんで
も相談室 

社会福祉士 
保健師・看
護師 
主任ケアマ
ネジャー 

高齢者支援課 
☎7185-1112 

障害者まちかど
相談室 

障害のある方やそのご家族等
が、身近な地域で気軽に相談 

毎週月～金曜日 
8:30～17:00 

市内5カ所の
障害者まちか
ど相談室 

社会福祉士 
精神保健福
祉士 

障害福祉支援課 
☎内線421 

 
県の相談窓口 
※相談はすべて無料です。※相談日は変更になる場合がありますので、事前にご相談ください 

相談名 内容 日時 場所 相談員 問い合わせ 

司法書士による 
電話無料相談 

登記・日常のトラブル・相続・債
務・民事裁判手続きなどの相談 

毎週月曜・水曜
日（祝日・年末
年始を除く） 
14:00～17:00 

相談専用電
話：0120-
971-438（フ
リーダイヤ
ル） 

司法書士 千葉司法書士会 
☎043-246-2666 

住まいの相談 
※予約制 

高齢者のための改修・改築・売買
に関する相談 

毎週金曜日 
10:00～16:00 
水曜・木曜日 
10:00～12:00 

けやきプラザ
介護実習セン
ター 

一級建築士 

福祉ふれあいプ
ラザ 
☎7165-2886 

介護とこころの相
談 
※予約制 

介護を行っている家族や介護職員
の心の負担を軽減するための相談
と支援 毎週火～日曜日 

10:00～16:00 

専門相談員 

福祉用具相談 福祉用具に関する相談（福祉用具
のミニ展示も併設しています） 専門相談員 
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相談名 内容 日時 場所 相談員 問い合わせ 

児童相談 

児童虐待・しつけ、教育、適性、
養護、知的障害児、肢体不自由児
など18歳未満の児童に関するあ
らゆる相談（電話相談は☎7134-
4152） 

毎週月～金曜日 
9:00～17:00 
（祝日・年末年
始を除く） 

柏児童相談所 
（柏市根戸
445-12） 

児童相談員 
児童福祉士 
電話相談員 

柏児童相談所 
☎7131-7175 

不妊・不育 
オンライン相談 

不妊・不育に関するオンライン相談 
面接相談 第2・第4日曜日 11:00～14:45 
電話相談 毎週火曜日 10:00～14:00 
     毎週木曜日 18:00～22:00 
     毎週土曜日 10:00～14:00 

オンライン 
※Zoomを利
用して実施し
ます。 

特定非営利
活動法人
Fine（ファ
イン） 
ピア・カウ
ンセラー 

千葉県ホーム
ページ 
「千葉県不妊・
不育専門相談セ
ンター」 

思春期相談 
※来所相談は予
約制 

思春期のこころの悩みに関する相
談（電話相談は予約不要） 

来所相談 
年13回（医学5
回、心理8回）、 
医学14:00～
17:00、 
心理13:30～
15:30 

松戸健康福祉
センター 
（松戸市小根
本7） 

精神科医、
臨床心理
士、保健師
等 地域保健課 

☎047-361-
2138 こころの健康相

談 
※予約制 

本人や家族の心の健康に関する相
談 

毎月第1木曜
日・第3月曜日
14:00～16:00 

精神科医、
精神保健福
祉相談員等 

酒害相談 
※予約制 

本人や家族のアルコール問題に関
する相談 

毎月第3木曜日 
14:00～16:30 

精神科医、
精神保健福
祉相談員等 

ＤＶ相談 
※来所相談は予
約制 

配偶者からの暴力についての相談
（専用電話は☎047-361-6651） 

毎週月～金曜日
（来所相談は原
則毎週金曜日）
9:00～17:00 

DV専門相談
員 

地域福祉課 
☎047-361-
2138 

HIV検査・性感
染症検査・肝炎
ウイルス検査 
※予約制・匿名 

毎月（一部変更の月あり） 第1・3火曜日13:30～
14:00、 
偶数月 第3火曜日17:15～18:15 

－ 
疾病対策課 
☎047- 
361-2139 

千葉県男女共同 
参画センター 
女性のための 
総合相談 

さまざまな悩みについて女性相談
員が応じる電話相談です。希望に
応じて、電話相談後に面接相談
を、面接後にカウンセリング、法
律相談、こころの相談を用意して
います。 

毎週火～日曜日 
9:30～16:00 

面接相談・カ
ウンセリング 
 千葉市内 
 柏市内 
 我孫子市内 
 
法律相談・こ
ころの相談 
 我孫子市内 

－ ☎7140-8605 

千葉県男女共同 
参画センター 
男性のための 
総合相談 

男性相談員が様々な悩みを電話で
受け付けます。電話相談後、必要
に応じてカウンセリングが受けら
れます。 

毎週火曜、水曜
日 
16:00～20:00 

千葉市内 － ☎043- 
308-3421 
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ごみと資源 
分け方・出し方 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 市では、家庭から出るごみや資源を「可燃ごみ」
「資源」「不燃ごみ」「粗大ごみ」「受け入れできな
いごみ」に分類しています。 
詳しい分け方や出し方、地区ごとの収集日程は、

自治会等を通じて配布される「ごみと資源の分け方
出し方」と「あびこクリーンカレンダー」をご覧く
ださい。お手元にない場合は、市役所、各行政サー
ビスセンター、近隣センター、アビスタ、あびこ市
民プラザ等で入手できます。 
●可燃ごみ、資源、不燃ごみ 
 指定日の午前8時30分までに、決められた集積所
に出してください。収集日は、祝日でも通常どおり
収集しています。 
「可燃ごみ」は、中身が確認できるポリ袋等に入れ
てください。 
古紙や古繊維はヒモで束ねて出してください。空き
びんや空き缶等の「資源」、コップや電球、ポット、
照明器具等の「不燃ごみ」は、収集日に設置される
指定の回収用具に入れてください。 
●粗大ごみ 
 家具や寝具、敷物等の「粗大ごみ」は、電話予約
による戸別収集です。 
 粗大ごみ専用ダイヤル☎7181-5374で申し込み、
1点につき700円の「粗大ごみ処理券」を市内の取扱
店で購入して、粗大ごみに貼って指定の収集日に玄
関先（集合住宅等は1階入口付近または集積所）へ
出してください。 
●受け入れできないごみ 
 畳やタイヤ、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵
庫、エアコン、パソコン、オートバイ、浴槽、流し
台、便器等の「受け入れできないごみ」の処理は、
販売店や専門店、一般廃棄物処理業者等に依頼して
ください。 
 

廃家電や粗大ごみ等、廃棄物の処分に 
「無許可」の回収業者を利用しないでください 

 ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処
理する必要があります。市区町村の許可や委託を受
けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認
められていません。 
 
クリーンセンター 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 クリーンセンターは、家庭や事業者等から出され
るごみや資源を処理する施設です。2炉の焼却炉で焼
却しています。 
焼却炉にダイオキシン類を低減する装置を設置し

て焼却温度を一定に保つ等、環境に配慮した処理を
行っています。 
所在地 中峠2264番地 
 
 

●ごみを持ち込む場合 
 クリーンセンターに可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ご
み、資源を持ち込むことができます。搬入するには
事前に予約が必要です。予約は☎7187-0015クリ
ーセンターまで 
搬入受入時間 8時30分～・9時30分～・10時30分
～・13時～・14時～ 
搬入できない日 土・日曜日、年末年始 
処理手数料 一般家庭のごみ処理手数料は10kg毎
に165円です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生ごみ処理容器等の購入補助 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 家庭ごみの減量と資源化を推進するため、機械式
生ごみ処理機と堆肥化容器の購入費用の一部を予
算の範囲内で補助します。 
 業務用生ごみ処理機、ディスポーザーは対象外で
す。 
補助額 
本体価格の3分の2（10円未満は切り捨て）で上限
5,000円。１人あたり1年度1基まで。 
※ 実費支払い分が対象（ポイントや値引き分は対
象外） 
申請手続き 
＊指定販売店で購入する場合…印鑑と預金通帳等
補助金の振込先のわかるものを持参し、各販売店
で申請 

＊指定販売店以外で購入する場合…次の①から④
を持参し、クリーンセンター、市役所市民課窓口、
各行政サービスセンターで申請 

①保証書のコピー（機械式のみ） 
②品名・数量・本体価格が明記された領収書 
③印鑑 ④預金通帳等補助金の振込先がわかるも
の 
※指定販売店名はお問い合わせください。 
 
再資源化事業促進奨励金制度 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 自治会・町会等の資源回収登録団体が行う集積所
の管理や円滑な資源回収に資する用具の管理に対
し、再資源化事業促進奨励金を交付する制度です。 
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ごみ減量・リサイクル推進事業所認定制度 
 問 クリーンセンター ☎7187-0015 

 ごみの減量やリサイクルを推進している市内の
事業所を認定し、広報等で広く市民の皆さんにお知
らせすることにより、消費者の利用を促進して資源
循環型社会の実現をめざす制度です。 
 

ごみの減量にご協力を 
 ごみ処理には、1トンあたり約41,464円（30年
度実績）の経費がかかっています。ごみを減らす
ため、市民の皆さんのご協力をお願いします。 
＊買い物袋を持参し、過剰包装は断りましょう 
＊リサイクル品を活用しましょう 
＊家庭の不用品は、譲ったりフリーマーケットを
活用したりして再利用をこころがけましょう 

＊段ボールやペットボトル等は店頭回収を利用し
ましょう 

＊ごみと資源の分別を徹底しましょう 
＊生ごみも大切な資源。堆肥化すれば利用できま
す 

 
ごみ出し支援ふれあい収集 

 ひとり暮らしの高齢の方等へ、「声掛け」による
安否確認を行い、玄関先からごみや資源を回収しま
す。詳しくは、お問い合わせください。 
対象 自らごみを出すことが困難で、他に協力を得
ることができない、次のいずれかに該当する方 
＊介護保険法で、要支援・要介護と認定されたおお
むね65歳以上のひとり暮らしの方または65歳以
上の方のみの世帯 

＊ひとり暮らしの障害者または障害者のみの世帯 
 問 クリーンセンター ☎7187-0015 

 
水道 
水道局 
所在地 我孫子 1684 
（10ページの「教育委員会・水道局」をご覧くださ
い） 
 
水道の手続き 

 問 水道局お客様センター ☎7184-0116 
 新たに水道を利用するときや引っ越しで中止す
るときには、手続きが必要です。5日前までに、電
話または市ホームページで次の内容をご連絡くだ
さい。 
＊開始するとき…住所、使用者名、開栓希望日 
＊中止するとき…お客様番号（わからない場合は住

所と使用者名）、閉栓希望日、料
金の精算方法、転出先住所 

※中止時に閉栓事務手数料として500円がかかり
ます。 

※井戸水のみ（水道水未使用）の下水道使用開始・
中止手続きは、下水道課（☎7185-1498）へご連
絡ください。 

※水道使用者または所有者の名義や住所が変わる
ときはご連絡ください。 

漏水を見つけたら 
 問 水道局お客様センター給水担当 ☎7184-0162 
 宅地内の止水栓からじゃ口（メータボックス内は
除く）までのどこかで漏水している時は、施工した
水道工事店へ確認を依頼してください。施工した工
事店がわからないときは、お近くの市指定給水装置
工事事業者へお申し込みください。修繕費用は、お
客様の負担になります。（確認・見積費用が必要に
なる場合もありますので、依頼時に水道工事店、市
指定給水装置工事事業者にご確認ください。） 
※漏水箇所等によっては施工した水道工事店では
なく市指定給水装置工事事業者が修繕する必要
がある場合があります。 
なお、道路の配水管から宅地内の第一止水栓まで

とメータボックス内で漏水を発見したときは、水道
局で修繕を行いますので、水道局お客様センター給
水担当へご連絡ください。 
 
水道料金 

 問 水道局お客様センター ☎7184-0116 
 水道料金は、基本料金と超過料金からなり、水量
が超過料金分になった場合は基本料金との合算に
なります。 
下水道を同時に利用する方は、下水道料金とあわ

せて請求します。口座振替での支払いをお願いして
います。 
▼1カ月あたりの水道料金（税別） 

基本料金 
（1カ月） 超過料金（1㎥に付き） 

上水道 超過水量 上水道 

口径が13mm： 
890円 
 
口径が20mm以
上：1,060円
（基本水量5㎥
まで） 

0㎥～5㎥ 基本料金のみ 
6㎥～10㎥ 22円 

11㎥～20㎥ 145円 
21㎥～30㎥ 189円 
31㎥～40㎥ 237円 
41㎥～50㎥ 289円 

51㎥～100㎥ 346円 
101㎥以上 405円 

 
水道の水が濁ったら 

 問 水質お問い合わせ専用窓口 ☎ 7199-3800 
＊赤い水が出る場合… 
 水道工事や断水などで、水道管の中を流れる水の
早さや水の流れる方向が変わったときなどに、赤い
水が出ることがあります。このような時は、じゃ口
からしばらく水を流すと、きれいな水になります。 
＊白い水が出る場合… 
 水道管の中に入った空気が無数の小さなアワに
なったためです。 
 しばらくそのままにしておきますとアワが消え
て澄んだきれいな水になりますが、そのまま使って
いただいてもさしつかえありません。 
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 その他水質に関するお問合せは、水質お問い合わ
せ専用窓口にご連絡ください。 
水道水のくみ置きのお願い 
 水道局では、日頃より、災害等に備えて、皆様に
水道水のくみ置きをお願いしています。 
 地震等の災害時はもちろん、停電等で、急に水道
が使えなくなったときでも、水道水のくみ置きがあ
れば安心です。 
くみ置きの方法（例） 
（1）ふたのできる清潔な容器（ペットボトル等）

を準備する。 
（2）水道水を容器の注ぎ口まで満水に入れ、空気

が入らないようにしてふたをする。 
（3）直射日光が当たらない冷暗所（冷蔵庫等）で

保管する。 
※水道水に含まれる塩素の消毒効果により3日程度
保存いただけます。 

※異なる日にくみ置きした複数の水をご準備いた
だくことをお勧めします。 

※不要となった水道水は、雑用水にお使いください。 
※浄水器をとおした水道水は、塩素による消毒効果
が無くなっている場合があります。 

塩素が減少した水道水は保存には向きませんので
ご注意ください。 

 
汚水処理 
し尿くみ取りの手続き 
 問 クリーンセンター ☎7188-2547（し尿専用） 
 転入や転居等で、「くみ取り式トイレ」を使用す
る家に引っ越した場合には、し尿くみ取りの申請が
必要です。くみ取りの開始は、申し込んでから1週
間程度かかりますので、早目にお申し込みください。 
また、使用人数等申請内容に変更が生じた場合に

は、お手数でもクリーンセンターへご連絡ください。 
申請窓口 クリーンセンター、市役所市民課、各行

政サービスセンター （29ページをご覧
ください） 

申請方法 備え付けの「し尿汲取申込書」に必要事
項を記入し提出（認印をお持ちください） 

 
浄化槽設置の手続き 

 問 建築住宅課 ☎内線 560 
 家の新築や増改築により浄化槽を設置するとき
は、家屋の建築確認申請に合わせて届け出が必要で
す。 
 また、くみ取り式便槽を浄化槽に変更するときや、
現在使用している浄化槽を新しいものと交換する
ときは、千葉県東葛飾地域振興事務所への届け出が
必要となります。 
申請窓口 
＊変更や交換時…東葛飾地域振興事務所地域環境
保全課 ☎047-361-4048 
 
 
高度処理型合併処理浄化槽設置に補助 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 手賀沼や利根川等の公共水域の汚濁を防止する
ため、下水道が完備していない地域等で、高度処理
型合併処理浄化槽を設置するときに、予算の範囲内
で費用の一部を補助します。 
 また、単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄
化槽に切り替えるときは、転換補助を加算します。 
対象 下水道が利用できる区域以外の区域、または

地域し尿処理施設の処理区域以外の区域で、
手賀沼または利根川に生活排水が排出され
る区域に高度処理型合併処理浄化槽を設置
する方 

転換補助 単独処理浄化槽から高度処理型合併処
理浄化槽に転換するとき（建て替えによ
る場合を除く）は、撤去または埋め戻し
に要する費用（上限 18万円）を加算 

 
下水道使用料 

 問 水道局お客様センター ☎7184-0116 
下水道課 ☎7185-1498 

 下水道使用料の納付に関するお問い合わせは、水
道局お客様センターへお願いします。井戸水を使用
する方は、下水道課へ必ずお電話ください。 
 
下水道使用水量と下水道使用料（下表参照） 
▼下水道使用水量 
①水道水使用の場合…水道水の使用水量と同じ 
②井戸水使用の場合…家事用は1か月1人あたり6㎥
とし、届け出の人数分を掛けた水量 

③水道水と井戸水併用の場合…①の水道水使用水
量に②の水量の2分の1を加算した水量 

▼１カ月あたりの下水道使用料金表（税別） 
基本料金 超過料金（1㎥あたり） 

水量 料金 水量 料金 

10㎥ 
まで 

900
円 

11㎥～20㎥ 108円 
21㎥～30㎥ 114円 
31㎥～40㎥ 131円 
41㎥～50㎥ 167円 
51㎥～100㎥ 227円 

101㎥以上 311円 
 
下水道施設のトラブル 

 問 下水道課 ☎内線 535 
●宅地内の排水設備が詰まったら 
 台所や風呂、トイレ等から廃食油、ビニール、布
きれ、生理用品等を流すと、排水管や排水ますが詰
まり、使用できなくなりますので流さないでくださ
い。 
 詰まった場合は、市が指定する「指定下水道工事
店」へご連絡ください。料金は有料となります。 
●道路の下水道管が詰まったら 
 下水道管や下水道マンホールに支障があった場
合は、下水道課へご連絡ください。 
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雨水貯留タンクの設置費用を補助 
 問 治水課 ☎内線 640 

 雨水の流出を抑制する効果のある「雨水貯留タン
ク」を設置する方に補助金を交付します。 
対象 家屋、店舗等に雨水貯留タンク（貯留量150
リットル以上）を設置する方 
補助額 設置に要した額（税抜き1,000円未満切り
捨て） で、1基につき3万円、2基以上の場合は5万
円を限度 
 
道路 
道路と付帯施設に異常があるときは 
 道路やその付帯施設に異常があるときは、維持・
管理している機関が修理等を行います。 
異常を発見したときは、次の連絡先へご連絡くださ
い。 

管理区分と道路の状況 連絡先 

市
道 

・道路が陥没していた
り壊れている 

・側溝やマンホール等
が壊れている 

・街路灯が切れている 
・ガードレールが壊れ
ている 

・カーブミラーが壊れ
ている 

・道路案内標識・注意
標識が壊れている 

・歩道上に支障となる
広告物がある 

道路課 
☎7185-1497 

国
道
６
号 

道路・ガードレール・
照明灯・道路案内・標
識等の破損、側溝清
掃・除草等の依頼 

国土交通省千葉国道
事務所柏維持修繕出
張所 
☎7143-4230 

国
道
３
５
６
号
・
県
道 

道路・ガードレール・
照明灯・道路案内・標
識等の破損、側溝清
掃・除草等の依頼 

千葉県柏土木事務所 
維持課 
☎7167-1374 

市
内
す
べ
て
の
道
路 

交通規制標識・信号機
が壊れている 

我孫子警察署 
☎7182-0110 

 
 
 
 
 
 
 

管理区分と道路の状況 連絡先 

市
内
す
べ
て
の
道
路 

 

・電線が切れている 
・電柱が壊れている 

東京電力（株） 
千葉カスタマーセン
ター第二 
☎0120-99-5556 

漏水している 
水道局お客様センタ
ー給水担当 
☎7184-0162 

ガス漏れしている 東日本ガス（株） 
☎7182-4175 

 
住宅 
市営住宅 

 問 建築住宅課 ☎内線 570 
 市営住宅は、7団地（295戸）あります。 
 入居者の募集は、空家が出たときに行い（年1～
2回程度）、広報あびこと市ホームページでお知ら
せします。 
入居資格 次の条件をすべて満たす方 
①市内在住・在勤の方 ②住宅に困窮している方 
③市税を滞納していない方 ④同居または同居し
ようとする親族がある方（単身者は60歳以上等の条
件により入居可） ⑤申込者（同居者を含む）が暴
力団員ではないこと 
※入居には所得の制限があります。 
※家賃は建設年度や床面積、入居者の所得等で異な
ります。 
住宅名 
（団地） 

戸
数 間取り 所在地 駐車場 

（有料） 
栄 16 3DK 栄 9-17 無 

小暮 18 2DK 高野山 537-
1  有  72 3DK 

東我孫子Ａ 24 3DK 東我孫子 1-9 無 
東我孫子Ｂ 36 3DK 東我孫子 1-

31 有 
根古屋 
（ねごや） 54 3DK 中峠 2998 有 

日秀 40 3K 日秀 132 無 

北原 12 2DK 新木野 2-3-9  有 23 3DK 
※身体障害者用住宅を含みます。 
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県営住宅 
 問 千葉県住宅供給公社募集課 ☎043-222-9200 
 県営住宅は、4団地あります。 
 入居者の募集は年4回（1月、4月、7月、10月）
で、県民だより等でお知らせします。 
 募集案内・申込書は募集時期に市役所建築住宅課、
各行政サービスセンターで配布します。 
団地名・所在地・戸数 
岡発戸団地…岡発戸679-1（28戸）、湖北台団地…
湖北台8-1（50戸）、我孫子日秀団地…日秀132（30
戸）、我孫子新木団地…新木1807（126戸） 
 
若い世代の住宅取得補助金・住宅リフォーム
補助 

 問 建築住宅課 ☎内線 601 
●若い世代の住宅取得補助金 
市内での定住化を促進するため、一定の要件を満

たした若い世代の住宅取得者に対して、補助金を交
付しています。詳しくはお問合せください。 
●住宅リフォーム補助金 
市に登録された市内事業者等から、居住する個人

住宅（所有権登記済み）の改修工事を行った方に工
事費用の一部を補助します。詳しくはお問い合わせ
ください。 
 
省エネルギー設備等導入補助 

 問 手賀沼課 ☎7185-1484 
 省エネルギー設備等を設置するときに、補助金を
交付します（着工前に申請が必要です）。 
対象となる方 
自ら所有・居住する市内の住宅に、対象となる設備
を新しく設置し、実績報告書を提出できる方。 
対象となる設備と補助金の額 
○太陽光発電システム：1件あたり9万円限度（最大
出力1キロワットあたり2万円。市内事業者と契約し
た場合は1万円上乗せ）。 
○家庭用燃料電池システム（エネファーム）：1件
あたり5万円限度。 
○定置用リチウムイオン蓄電システム：1件あたり
10万円限度。 
○太陽熱利用システム：1件あたり5万円限度。 
○断熱窓：1件あたり8万円限度（補助対象経費の4
分の1）。 
※年間の予算額に達した場合は、受付を終了します。
また、それぞれ要件がありますので、詳しくはお
問い合わせください。 

 
増改築工事の施工業者を紹介 

 問 建築住宅課 ☎内線 601 
 住まいの増改築や修繕等で、どこに頼んだらよい
かお困りのとき、我孫子市住宅センター協議会を通
じて、信頼できる施工業者を紹介します。 
工事の種類 
設計・工事監理、耐震診断、建築工事、屋根・板金・
外壁工事、建具・ガラス工事、左官・タイル・石工

事、塗装工事、内装工事、家具工事、畳工事、電気
設備工事、給排水衛生設備工事、ハウスクリーニン
グ・防蟻工事、造園・エクステリア工事ほか 
 
不動産相談・住宅相談 
12ページをご覧ください。 
 
耐震診断助成制度 

 問 建築住宅課 ☎内線 528 
 市では「災害に強いまちづくり」を実現するため、
「我孫子市耐震診断助成制度」を行っています。 
 市に登録された耐震診断士による耐震診断を受
けた場合に、市がその費用の一部を助成する制度で
す。 
対象住宅 
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された
市内の木造戸建住宅及びマンション（木造住宅は昭
和56年6月1日以降に増改築されていないもの） 
助成金額 
・木造戸建住宅 
耐震診断に要した費用の3分の2以内の額。ただし
5万円を限度とする。 

・マンション 
耐震診断に要した費用の3分の2以内の額。ただし、
次の額を上限とする。 

①予備診断 1棟につき5万4,000円。 
②本診断 1棟当り100万円または1戸につき2万円

（2万円×住宅戸数）のいずれか低額 
※その他の助成要件、申請方法等、詳しくは建築住
宅課または市ホームページをご覧ください。なお、
耐震診断後の申請は、助成はできませんので事前
にご相談ください。 

 
耐震改修工事助成制度 

 問 建築住宅課 ☎内線 528 
市では「災害に強いまちづくり」を実現するため、

「我孫子市耐震改修工事助成制度」を行っています。 
耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」また

は「倒壊する可能性が高い」と判定された木造戸建
住宅を市に登録された耐震診断士及び施工事業者
による工事監理及び耐震改修工事を行った場合に、
市がその費用の一部を助成する制度です。 
対象住宅 
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された
市内の木造戸建住宅（昭和56年6月1日以降に増改
築されていないもの） 
助成金額 
・収入分位40％以下の世帯 
 耐震改修工事に要した費用の2分の1以内の額。た
だし、50万円を上限とする。 
※収入分位40％以下の世帯とは、公営住宅法施行令
第1条第3号に規定する月額収入が21万4,000円
以下の世帯をいう。 

・その他の世帯 
 耐震改修工事に要した費用の3分の1以内の額。た
だし、50万円を上限とする。 
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※その他の助成要件、申請方法等、詳しくは建築住
宅課または市ホームページをご覧ください。なお、
耐震改修工事後の申請は、助成はできませんので
事前にご相談ください。 

 
高齢者用住宅改造の相談と助成 
48ページをご覧ください。 
 
交通事故に備える 
千葉県市町村交通災害共済制度 

 問 市民安全課 ☎内線 485 
会員である住民が会費を出し合い、交通事故でけ

がをしたり死亡したときに見舞金を支給する相互
扶助を目的に、千葉県市町村総合事務組合と県内市
町村が共同で実施する共済制度です。自転車保険等
の賠償責任保険ではありませんので、ご注意くださ
い。 
加入できる方 
①我孫子市に住民登録している方 
②①の方に扶養されている方で他市町村にお住ま
いの方 

対象の交通事故 
①車両（自動車、オートバイ、自転車等）の交通に
よる事故で、自動車安全運転センターから「交通
事故証明書（原則として人身事故扱いとされたも
の）」が発行されたもの 

②電車等の運行による事故で、警察署が証明したも
のまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の
事実を証明したもの 

③車両の交通による事故（①の場合を除く）で、
自動車損害賠償補償法により保険金等が支払わ
れたもの、または救急車等の搬送証明書が得ら
れるもの（見舞金の最高限度額3万円） 

共済期間 
毎年9月1日～翌年8月31日までの1年間（期間の途
中からも加入できます） 
会費 1人年額700円（加入月により変わります） 
加入方法 
世帯の加入人数分の掛金をお持ちになり、市役所市
民安全課または各行政サービスセンターへ 
共済見舞金 
＊死亡…150万円 ＊交通遺児…遺児1人につき10
万円 
＊身体障害（1級または2級）…傷害見舞金のほかに
50万円 
＊傷害…入院・通院の日数によって2万円～50万円 
請求受付期間 
傷害が治った日または死亡した日から2年を経過す
ると、時効により見舞金が請求できなくなりますの
でご注意ください。 
 
※交通事故証明書が得られない場合は、原則として
見舞金給付は受けられませんのでご注意ください。 
 
 
 

ペットを飼うとき 
 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 

 生後91日以上の犬を新たに飼う場合は、狂犬病の
予防注射を済ませた後、健康づくり支援課への登録
が必要です（生涯1回）。 
 下表の動物病院で注射を受けた場合、動物病院で
鑑札及び注射済票の即時交付ができます。従前にお
住まいの自治体が発行した鑑札があれば動物病院
で登録と鑑札の無料交換ができます。 
 すべての飼い犬は、毎年1回必ず狂犬病の予防注
射を受けなければいけません。 
 飼い犬の所有者が変わったときや、転入や市内転
居等で飼う場所が変わったとき、飼い犬が死亡した
ときは、30日以内に健康づくり支援課への届け出が
必要です。我孫子市からの転出の場合は、転出先へ
の届け出が必要です。 
手数料 ＊登録料…3,000円 

＊狂犬病予防注射済票交付料…550円 
＊鑑札再交付料…1,600円 
＊狂犬病予防注射済票再交付料…340円 

※注射料金は各動物病院にお問い合わせください。 
▼新規登録による鑑札及び継続による注射済票を
発行する動物病院一覧表 

病院名 所在地 電話番号 
北柏どうぶつ病院 根戸 1235-8 7182-5305 

愛動物病院 つくし野 7-1-
3 7184-6570 

ナガイ動物病院 本町 1-3-23 7100-8012 

山本動物病院 緑 1-2-20
（102） 7183-5800 

なみき動物病院 緑 2-11-53 7184-8948 
セキ動物病院 寿 2-8-20 7182-9788 
我孫子動物病院 栄 19-6 7182-6035 
天王台動物病院 
天王台病院 

天王台 2-16-
17 7185-1991 

小山動物病院 青山台 3-6-1 090- 
2238-5020 

こほく動物病院 湖北台 1-17-1 7187-1333 
倉林動物病院 中峠台 12-2 7188-5571 
かやば動物病院 南新木 1-4-3 7100-1012 
あゆくペットクリニック 南新木 1-9-1 7137-9222 

あらきmam動物病院 南新木 3-14-
12 7187-5775 

天王台動物病院布佐病院 布佐 2765 7189-3858 
 
マナーを守って飼いましょう 

 問 松戸健康福祉センター（松戸保健所） 
☎047-361-2121 

 ペットは、ルールを守って正しく飼いましょう 
＊動物には、飼い主がわかるように名札をつけまし
ょう。犬の首輪には、登録鑑札と狂犬病予防注射
済票を付けることが義務付けられています。万一
逃げ出した場合の発見にも役立ちます。 

＊動物は責任を持って終生飼いましょう。動物を虐
待したり捨てたりすると、法により罰せられます。 
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＊犬や猫が、みだりに繁殖しないように、不妊・去
勢手術等の措置に努めましょう。 

＊犬や猫に、公の場所や他人の敷地内で排せつさせ
るような迷惑行為はやめましょう。散歩時の排せ
つ行為は、適切なしつけによりやめさせることが
可能です。 

＊犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させ
る場合は、犬を制御できる人が引き綱で行いまし
ょう。 

＊猫は屋内で飼いましょう。猫を屋外で飼うと、感
染症や交通事故等の危険があります。 

 
ペットが飼えなくなったときは 

 問 千葉県動物愛護センター東葛飾支所 
 ☎7191-0050 

松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎047-361-
2121 

 飼い犬や生まれた子猫等を、事情により飼えなく
なったときは、動物愛護センターまたは松戸健康福
祉センターへご相談ください。 
 
ペットが死んだときは 

 問 クリーンセンター ☎7187-0015 
 犬や猫等ペットが死んだ場合の死体の処理は、ク
リーンセンターで受け付けています。お引き取りし
た死体は、専用施設で火葬し、丁重に埋葬します（お
骨はお手元には戻りません）。 
動物の死体処理費 一匹 6,600円 
※飼い主のわからない犬や猫が道路上で死んでい
るときは、市が無料で回収しますので、お手数で
もクリーンセンターへご連絡ください。 

 
飼い主のいない猫について 
地域猫不妊去勢手術補助金 

 問 手賀沼課 ☎7185-1484 
 飼い主のいない猫がこれ以上増えないよう、地域
猫(特定の飼い主がなく、地域に生息し、その地域の
住民の方々の同意のもと適切に管理されている猫)
の不妊去勢手術を実施する団体に、手術費用の一部
を助成し、良好な生活環境の保全と動物愛護思想の
普及を図ります(※個人での補助金申請は受け付け
ておりません)。 
補助金交付までの流れ 
1．地域猫団体として登録する 
2．地域猫に不妊去勢手術を行う 
3．補助金を申請する 
4．交付決定次第、請求書を提出する 
その他団体の事務 
・地域猫活動の報告 
・登録の更新 
 
 
 
 

 
猫の被害にお困りの方へ 

 問 手賀沼課 ☎7185-1484 
 猫が庭などに入ってこないようにするためには、
「猫が好む場所」から「猫が嫌う場所」に変えること
が効果的です。対策としては、次のような方法があ
ります。 
・塩素系の漂白剤をうすめてまく 
・コーヒー豆のかすをまく 
・どくだみ茶等の茶殻をまく 
・食用酢をまく 
・木酢液をまく 
・タバコの吸殻を水に浸し、その水をまく 
・ゼラニウム・レモングラス・ドクダミ等の猫が嫌
う臭いの植物を植える 

・みかん等の柑橘類の皮をまく 
・米のとぎ始めの濃い汁を毎日まく 
・尖った小石をまく(足元が不快に感じる) 
・市販の忌避剤を使う 
・市販の超音波等の忌避装置を設置する 
・ヒイラギ・サボテン等のトゲのある植物を植える、
またはその葉をまく 

・卵の殻を砕いてまく 
 
猫も生き物なので個体差があり、効果が現れるま

でに時間がかかる場合や、効果が得られない場合も
あります。猫がその対策に慣れてしまうこともあり
ますので、いくつかの方法を組み合わせて繰り返し
試してみることをおすすめします。 
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住民登録 
 問 市民課 ☎内線 317 

 
引っ越してきたら転入届 
 市外から引っ越してきたときは「転入届」が必要
です。 
届出期間 実際に住み始めてから14日以内（事前の
届出は不可） 
届出先 市役所市民課、行政サービスセンター（我
孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・新木・布
佐） 
受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 
届出人 本人または同一世帯員 
※上記以外の方の場合は委任状が必要です。 
届出に必要なもの 
①前住所地の市区町村長が発行した転出証明書 
②届出人の本人確認ができる書類（右下「本人確認
を実施しています」参照） 

③世帯全員のマイナンバーカード（住所変更の手続
きが必要です） 

④国外からの転入の場合は、転入者全員のパスポー
ト（入国日のスタンプが押印してあるもの）、戸
籍謄（抄）本、戸籍の附票 ※自動化ゲートを利
用した場合は、通過後、税関検査前までに各審査
場事務室の職員に申し出をし、パスポートへのス
タンプ（証印）をもらってください。スタンプ（認
証）がない場合は、必ず入国日（帰国日）のわか
る航空券の半券や荷物タグ等をお持ちください。 

 
市内で引っ越したときは転居届 
 市内で引っ越したときは「転居届」が必要です。 
届出期間 新しい住所に住み始めてから14日以内
（事前の届出は不可） 
届出先 市役所市民課、行政サービスセンター（我
孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・新木・布
佐） 
受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 
届出人 本人または同一世帯員 
※ 上記以外の方の場合は委任状が必要です。 
届出に必要なもの 
①届出人の本人確認ができる書類（右の「本人確認
を実施しています」参照 

②世帯全員のマイナンバーカード（住所変更の手続
きが必要です） 

③国民健康保険に入っている方は、世帯全員の国民
健康保険証 

④子ども医療費助成を受けている方は、子ども医療
費助成受給券 

※外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者
証明書（これらに切り換えていない場合は外国人
登録証） 

 
住居表示実施区域の方へ 

 問 市民課 ☎内線 218 

 住居表示実施区域内に新築、建て替え等をする場
合は、届出が必要です。 
○住居表示実施区域内での新築や建て替えをする
ときは、「住居表示届出書」の提出が必要となり
ます。届出をすることにより住居番号が決定し、
水道等の申込や住民登録（転入届、転居届等）が
できます。住居表示実施地区にお住まいになる方
は、必ず提出してください。 

○届出は建築確認申請の提出後、建物が完成する1
カ月前までに市民課住居表示担当に提出してく
ださい。市民課では現地確認後、「住居番号付番
通知書」と玄関先に貼る「プレート（表示板）」
を送付いたします。 

 
市外へ引っ越すときは転出届 
 市外や国外に引っ越すときは「転出届」が必要で
す。 
届出期間 引っ越しをする日のおおよそ14日前か

ら転出後14日以内まで 
届出先 市役所市民課、行政サービスセンター（我

孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・
新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 

届出人 本人または同一世帯員 
※上記以外の方の場合は委任状が必要です。 
届出に必要なもの 
届出人の本人確認ができる書類（下の「本人確認を
実施しています」参照） 
※印鑑登録証、国民健康保険証、後期高齢者医療被
保険者証、介護保険証、子ども医療費助成受給券
等をお持ちの方はご持参ください。 

※海外へ転出される方は、個人番号の通知カードま
たはマイナンバーカードをお持ちください。 

※市役所市民課や行政サービスセンターでは、総合
窓口として児童手当、子ども医療、介護保険、国
民健康保険の受付や、母子手帳の交付等を行って
います。ただし、調査を要するものや具体的な相
談は、担当課にご案内しますのでご了承ください。 

 
本人確認を実施しています 

 市民課と行政サービスセンターの窓口では、住所
変更や戸籍の届出及び証明書等の発行の際に、窓口
に来られた方の本人確認を行っています。 
 これは、本人なりすましによる虚偽の届出や証明
書等の不正取得を防ぎ、市民の皆さんの個人情報を
保護するために実施しているものです。 
 住所変更や戸籍の届出等をされる方は、次の書類
をご持参ください。 
＊官公署が発行した写真付きの証明書で有効期限
内のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平成24年
4月以降発行のもの）、マイナンバーカード、写真
付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カード
等〕…1点の提示 
＊その他の証明書（健康保険証、年金手帳、療育手
帳、後期高齢者保険証、社員証等）…複数の提示 

 問 市民課 ☎内線 317 
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住民票等の証明書 
●窓口での請求 
申請窓口 市役所市民課、行政サービスセンター
（我孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・新木・
布佐）受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と
受付業務をご参照ください。 
申請方法 
備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ、必要書
類（本人確認書類や委任状等）を添えて窓口へ 
●郵送での請求 
窓口等での申請が困難な場合は、郵送で請求するこ
とができます（28ページ「郵送での戸籍や住民票の
交付請求」参照）。 
▼証明書の種類と手数料 

証明書の種類 手数料 
住民票の写し 

1通 300円 

除かれた住民票の写し（除票） 
住民票記載事項証明書 
年金現況届 
不在住証明 
不在籍証明 
不在住・不在籍証明 
戸籍の附票 
※住民票等の証明書は柏市役所、流山市役所等でも
とることができます（26ページ参照）。 

●自動発行機での請求 
「あびこ市民カード」または「印鑑登録証・あび

こ市民カード」をお持ちで、暗証番号を登録してあ
る方は、自動発行機で住民票と印鑑登録証明書をと
ることができます。 
※カードの登録方法は25ページ参照 
自動発行機によるサービスは令和3年12月末をも
って終了します。 
 サービス終了後は、同様の証明書をコンビニエン
スストア等で取得できる「コンビニ交付サービス」
を導入する予定です。コンビニ交付サービスをご利
用いただくには、電子証明書を搭載したマイナンバ
ーカード（顔写真付き）が必要となります。まだマ
イナンバーカード（顔写真付き）をお持ちでない方
や、電子証明書を搭載していない方は、お早めに申
請手続きをお願いします。 
※自動発行機によるサービス終了後も、「印鑑登録
証・あびこ市民カード（水色で鳥模様のカード）」
は、市民課及び各行政サービスセンター窓口で印
鑑登録証明書を申請する際に必要です。 

設置場所 利用 
時間 休止日 

市役所正面玄関 
8:30
～ 
20:00 

12月29日～1月3日 

我孫子行政サービスセ
ンター 
（けやきプラザ1階） 

9:00
～ 
20:00 

12月29日～1月3日 

あびこ市民プラザ 
（あびこショッピン
グプラザ3階） 

9:00
～ 
20:00 

12月29日～1月3日 

湖北地区公民館 
9:00
～ 
20:00 

＊毎月最後の月曜日
（休日の場合は前週
の月曜日） 
＊12月29日～1月4日 

市民図書館 
布佐分館 

9:30
～ 
17:00 

＊毎週月曜日（休日
を除く）月曜日が祝
日の場合は、その直
後の休日に当たらな
い日が休館日になり
ます。 
＊12月29日～1月4日
＊図書館の特別整理
日 

 
平成24年7月9日で外国人登録制度が廃止され、外
国人住民の方にも住民票が作成されました。 
 
印鑑登録 

 問 市民課 ☎内線 317 
 
印鑑登録の手続き 
 印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録
等に使われる大切なものです。このため、登録の手
続きは慎重に行っています。 
申請窓口 市役所市民課、行政サービスセンター

（我孫子・つくし野・天王台・湖北台・
湖北・新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 
登録できる方 
市内に住民登録している15歳以上の人。（意思能力
を有しない人は登録できません。） 
成年被後見人は法定代理人が同行した場合には、申
請または廃止・亡失等の届出をすることができます。 
登録できない印鑑 
＊住民基本台帳に記載されている氏名以外を表し
ているもの 

＊ゴム印等変形しやすいものや指輪のもの 
＊印影が不鮮明なものや印鑑の一部が欠けている
もの 

＊印影の大きさが8mm以下のもの、または25mm
以上のもの 

※その他、詳しくは事前にお問い合わせください。 
申請方法 
本人が登録する印鑑を持って、窓口で直接申請。や
むを得ず代理人に申請を依頼する場合は、登録する
本人自筆の委任状、登録する印鑑、代理人の本人確
認ができるもの、代理人の認印を持参（登録完了ま
で日数がかかります）。 
登録手数料 300円 
●即日登録できる場合 
 次の①または②を本人が持参した場合は、その場
で印鑑登録ができます。 
①官公署が発行した写真付きの証明書で有効期限
内のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平成24
年4月以降発行のもの）、マイナンバーカード、
写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留
カード等〕 
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②本市で印鑑登録をしている方が、申請者が本人で
あることを保証した保証書〔印鑑登録申請書の保
証人欄に、保証人が自筆で、必要事項（住所・氏
名・登録証番号）を記入し、登録印を押印したも
の〕 

※申請と同時に本人が暗証番号を登録すると、自動
発行機が利用できます（本人のみ申請可）。自動
発行機によるサービスは令和3年12月末日をも
って終了します。 

●登録に日数を要する場合 
①官公署が発行した写真付きの証明書で有効期限
内のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平成24
年4月以降発行のもの）、マイナンバーカード、
写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留
カード等〕がない場合 

②代理人に登録申請を依頼した場合 
※①②のいずれかに該当する場合は、本人の登録の
意思を確認するため、直接本人あてに照会書（回
答書）を郵送します。回答書に本人が必要事項を
記入・押印し、1カ月以内に、この回答書と認印
を申請窓口にお持ちになると、印鑑登録が完了し
ます。 

※自動発行機を利用するための暗証番号の登録は、
申請する際、本人が来庁しなければできません。 

※自動発行機によるサービスは令和3年12月末日
をもって終了します。 

 
印鑑登録証明書 
●窓口での請求 
申請窓口 市役所市民課、行政サービスセンター

（我孫子・つくし野・天王台・湖北台・
湖北・新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 

申請方法 
印鑑登録証を持参し、備え付けの申請書に必要事項
を記入し窓口へ 
※印鑑登録証を持参しないと、印鑑登録証明書は発
行できません。 

※代理の方が申請する場合は、本人の住所、氏名、
生年月日の記入が必要です。 

手数料 1通300円 
●自動発行機での請求 

 「印鑑登録証・あびこ市民カード」をお持ちで、
暗証番号を登録してある方は、土・日曜日や祝日で
も自動発行機で住民票、印鑑登録証明書をとること
ができます。 
※自動発行機によるサービスは令和3年12月末日
をもって終了します。 

 なお、暗証番号の登録や旧タイプの印鑑登録証
（白いプラスチックカード）からの切り替えも随時
無料で行っています。 
※カードの登録方法は下記参照、設置場所は29ペー
ジ参照。 

※印鑑登録証明書は、柏市役所、流山市役所等でも
とることができます（26ページ参照）。 

 
 
「印鑑登録証・あびこ市民カー
ド」 

 問 市民課 ☎内線 317 
 「印鑑登録証・あびこ市民カード」と「あびこ市
民カード」は、市役所が休みの土・日曜日や祝日で
も自動発行機で印鑑登録証明書や住民票をとるこ
とができる便利なカードです。 
※自動発行機によるサービスは令和3年12月末日
をもって終了します。 

●印鑑登録証・あびこ市民カード 
 印鑑登録証明書と住民票をとることができます。
ただし、暗証番号を登録しないと自動発行機は利用
できません。 
カードの発行と暗証番号の登録方法 
印鑑登録の手続き（24ページ）を参照 
手数料 300円 
●あびこ市民カード 
 住民票をとることができます。 
カードの発行と暗証番号の登録方法 
市役所市民課または行政サービスセンター（我孫
子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・新木・布佐）
に認印と官公署が発行した写真付きの証明書で有
効期限内のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平
成24年4月以降発行のもの）、マイナンバーカード、
写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カ
ード等〕を持参してください（本人のみ申請可）。 
手数料 無料 

 
マイナンバーカード（個人番号カード） 

 問 市民課 ☎内線 318・319 
●マイナンバーカード（個人番号カード）とは 
 プラスチック製のICチップ付きカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏面にマ
イナンバーが記載されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax等電子証明書を利用した電子申請
にもご利用いただけます。 
手数料 
初回交付無料（紛失等による再交付は800円、電子証明書200円） 
申請から交付までの流れ 
マイナンバーカードは、全国の市町村から委託を受けた地方公共団体情報システム機構が取りまとめて作
成するため、受け取りまで日数がかかります。 
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  申請方法 申請時に必要なもの 交付場所 交付時に必要なもの 

郵送
申請 

通知カード同封の申請書に必要
事項を記入し、返信用封筒に入
れて郵送 

顔写真（※1） 
縦 4.5cm×横 3.5cm 

市役所本庁舎 
市民課窓口 交付通知書（はがき）、

本人確認書類（※2）、
A1点または B2点、通知
カード、住民基本台帳カ
ード（お持ちの方のみ） 

WEB
申請 

スマートフォンやご自宅のパソ
コンから外部サイトへリンク、
新規ウインドウで開きます。申
請用Webサイトにアクセス 

顔写真（※1）（スマート
フォンやデジタルカメラで
撮影したもの） 

市役所本庁舎 
市民課窓口 

窓口
申請 

市役所市民課（本庁舎 1階）ま
たは各行政サービスセンターで
申請※我孫子行政サービスセン
ターでの夜間・土曜の受付はで
きませんのでご了承ください。 

顔写真（※1）、縦 4.5cm
×横 3.5cm、本人確認書類
（※2）、A1点と B1点ま
たは A2点または B2点、
通知カード、住民基本台帳
カード（お持ちの方のみ） 

本人限定受取郵便
で住所地へ送付 

受け取りの際は、郵便局
員へ本人確認書類を提示
する必要があります。 

※1顔写真（最近6カ月以内に撮影、正面・無帽・無背景、裏面に氏名・生年月日を記載したもの） 
※2本人確認書類 
A…写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートほか 
B…健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、通帳ほか 
窓口申請でAをお持ちでない方は事前にお問い合わせください。 
※本人確認書類に記載されている住所・氏名等が現在の住民票と異なる場合は、あらかじめ最新の状態へ変
更のうえ、お持ちください。 
 
 
戸籍 

 問 市民課 ☎内線 361 
 
届出について 
 平成20年5月1日から戸籍法の改正に伴い認知・
縁組・離縁・婚姻・離婚の届出の本人確認が制度化
されました。 
本人確認のため、窓口で「運転免許証、パスポート、
マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カ
ード」等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書
等を提示していただきます（以下「本人確認ができ
る書類」という）。 
 
出産したときは 
●出生届 
届出期間 生まれた日を含めて14日以内 
届出先 出生地、子の本籍地または届出人の所在地

の市区町村役場。我孫子市に届出する場合
は、市役所市民課、行政サービスセンター
（我孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖
北・新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 
※閉庁時は、市役所本庁舎の守衛室でお
預かりします。 

届出人 原則として子の父または母 
必要書類 
出生届と出生証明書（出生届と出生証明書を一枚に
した様式が病院や市区町村役場にあります）、母子
健康手帳、届出人の印鑑 
※お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名
用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 

※児童手当、子ども医療費申請助成の申請に必要な
書類が揃っている場合は、出生届と一緒に窓口で
お預かりします（守衛室除く）。 

 

柏市・流山市で住民票や印鑑登録証明書、 
戸籍謄・抄本等が申請できます 

 柏市役所、流山市役所、柏駅前行政サービスセ
ンター、流山市おおたかの森市民窓口センター
で、住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本等を
とることができます。 
利用時間 
月曜日～金曜日午前8時30分～午後5時（土・日曜
日、祝日、年末年始を除く） 
申請できる証明書 
住民票、除票（死亡者を除く）、改製原住民票、
住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍
謄・抄本（除、改製原含む）、戸籍の附票（除、
改製原含む）、身分証明書 
申請できる方 
我孫子市に住民登録をしている方で、住民票等は
本人と同一世帯の方（除票は本人のみ）、印鑑登
録証明書は本人と同一世帯の方、戸籍謄・抄本、
戸籍の附票は本人と同一戸籍に記載されている
方、身分証明書は本人のみ 
※委任状での請求はできません。 
申請方法 
備え付けの申請書に必要事項を明記し、必要書類
を添えて窓口へ提出 
必要書類 
官公署が発行した写真付きの証明書で有効期限内
のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平成24年
4月以降発行のもの）、マイナンバーカード、写真
付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カー
ド等〕 
※印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証カード
も必要です。 

手数料 
市の窓口で支払う額と同じ（24・29ページ参照） 

 問 市民課 ☎内線 317 
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結婚するときは 
●婚姻届 
届出時期 婚姻する日（届出日から法律上の効力が

発生） 
届出先 夫または妻の本籍地、または所在地のいず

れかの市区町村役場。我孫子市に届出する
場合は、市役所市民課、行政サービスセン
ター（我孫子・つくし野・天王台・湖北台・
湖北・新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 

※閉庁時は、市役所本庁舎の守衛室でお預かりしま
す。 

届出人 結婚する当事者 
必要書類 
婚姻届、結婚する方の戸籍謄本各1通（届出する市
区町村に本籍がある方は不要）、未成年者（20歳未
満）の婚姻の場合は父母の同意書、届出人の印鑑、
本人確認ができる書類 
※外国人との婚姻の場合は市民課へお問い合わせ
ください。 

 
離婚するときは 
●協議離婚の離婚届 
届出時期 離婚する日（届出日から法律上の効力が

発生） 
届出先 夫妻の本籍地または所在地のいずれかの

市区町村役場。我孫子市に届出する場合は、
市役所市民課、行政サービスセンター（我
孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・
新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 

※閉庁時は、市役所本庁舎の守衛室でお預かりしま
す。 

届出人 夫と妻 
必要書類 
離婚届、戸籍謄本1通（届出する市区町村に本籍が
ある方は不要）、届出人の印鑑、本人確認ができる
書類 
※未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者
になるかを決めてから届出をしてください。 

●調停・裁判離婚の離婚届 
 協議離婚とほぼ同じですが、次の点が異なります。 
届出時期 
調停成立、裁判確定の日から10日以内 
届出人 申立人 
必要書類 
裁判所の調停（和解・承諾）調書の謄本、審判また
は判決の場合は謄本及び確定証明書※その他の必
要書類は協議離婚と同じ 
 
亡くなられたときは 
届出時期 死亡の事実を知った日から7日以内 
届出先 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場。我孫子市に届
出する場合は、市役所市民課、行政サービ

スセンター（我孫子・つくし野・天王台・
湖北台・湖北・新木・布佐） 

受付時間 29ページ市民課窓口の開庁時間と受付
業務をご参照ください。 

※閉庁時は、市役所本庁舎の守衛室で届出書をお預
かりし、火葬許可証を発行します。 

届出人 亡くなった方の親族、その他の同居者、家
主、家屋管理人等 

必要書類 
死亡届と死亡診断書（死亡届と死亡診断書を一枚に
した様式が病院や市区町村役場にあります）、届出
人の印鑑 
※その他の手続きについては、「おくやみパンフレ
ットーお亡くなりになったときの主な手続きー」
（市役所市民課及び各行政サービスセンターに
設置、死亡届出時に配布）を参照 

●死産のときは 
事前にお問い合わせください。 
●埋葬場所を移すときは改葬許可申請を 
届出先 埋葬または預けてある場所の市区町村役
場。我孫子市に申請する場合は、市役所市民課。 
必要書類 
すでに埋葬している墓地や納骨堂等の管理者の証
明書、新墓地の受入証明書、改葬許可書申請書、印
鑑 
 

ウイングホール柏斎場 
 我孫子市、柏市、流山市で構成する「東葛中部地
区総合開発事務組合」が運営しています。 
所在地 柏市布施281-1 
予約・利用手続き 
①ウイングホール柏斎場へ電話し、火葬予約（霊柩
車や式場を利用するときは併せて予約） 

②市役所または行政サービスセンター（我孫子・つ
くし野・天王台・湖北台・湖北・新木・布佐）へ
死亡届を提出（閉庁日は市役所本庁舎の守衛室で
受付）し、火葬許可申請をする。 

③死体火葬許可証、斎場使用許可申請書を受領 
④火葬日当日に、斎場で料金を支払う 
火葬時刻 午前9時、10時、11時、12時、午後1時、

2時、3時 
休業日 友引、年始（1月1日～3日） 
▼火葬場使用料金（改定されることがありますので
下記に問い合わせてください） 

区分 組合地域内 組合地域外 

火
葬
場 

15歳以上（1体） 4,600円 82,500円 
15歳未満（1体） 2,200円 66,000円 
死胎（1体） 1,500円 36,300円 
改葬（1棺） 2,700円 38,000円 
四肢（1件） 1,800円 33,000円 

※式場は、通夜日の午後3時～翌日午後2時30分ま
で 

※式場・霊安室等の料金についてはお問い合わせく
ださい。 

 問 ウイングホール柏斎場 ☎7131-6649 
FAX7132-4567 
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お願い 
○その他の届出については、市民課へお問い合わせ
ください。 

〇守衛室及び我孫子行政サービスセンターの夜間
（平日の午後5時以降）・土曜日は届出書のお預
かりのみです。翌開庁日に届出書の内容を審査し、
不備がなければ預かった日にさかのぼって受理
となります。不備がある場合、来庁を依頼するこ
とがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番
号を届出書欄外に記入してください。 

○各種戸籍の届出書の記入には消えるボールペン
や鉛筆等は使用しないでください。 

 
郵送での戸籍や住民票の交付請求 

 窓口での戸籍謄・抄本や住民票等の申請が困難な
場合には、郵便で請求することができます。 
 交付には日数がかかりますので、余裕を持って申
請してください。 
郵送先 
戸籍謄・抄本等は本籍のある市区町村役場。住民票
等は現在（または過去に）住民登録している市区町
村役場へ請求。我孫子市に本籍のある方や、現在ま
たは過去5年以内に住民登録されている方は、〒
270-1192我孫子市役所市民課郵送担当（住所省略
可）へ請求 
請求手続 
手数料分の郵便局の定額小為替（切手は不可）と返
信用封筒（あて名を記入し、切手を貼ったもの）、
現住所記載の運転免許証等の写しを同封して次の
事項を明記 
＊戸籍関係 
本籍地と戸籍筆頭者の氏名、戸籍の種類（戸籍・除
籍等）、謄本・抄本の別（抄本の場合は必要な方の
氏名）、必要枚数、請求者との続柄、使用目的と提
出先（具体的に記入）、請求者の住所、氏名、昼間
連絡がとれる電話番号 
※本人、夫婦、子、孫、父母、祖父母等の直系親族
以外の方が請求する場合は、使用目的が正当な理由
に該当する場合に限られます。「使用目的と提出先」
を具体的に記入してください。また我孫子市の戸籍
（除籍、改製原含む）に記載のない方が申請される
場合、請求する戸籍に記載されている方と請求者と
の続柄がわかる書類（戸籍謄本等）の写しが必要と
なります。 
＊住民票関係 
必要な方の住所、氏名、生年月日、住民票の種類（住
民票・除住民票等）、世帯全部・一部の写しの別、
本籍・筆頭者と世帯主・続柄の記載の有無、必要枚
数、使用目的と提出先（具体的に記入）、請求者の
住所、氏名、昼間連絡がとれる電話番号 
※本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、
事前にお問い合わせください。 
手数料 

手数料は市区町村によって異なります。請求する市
区町村にお問い合わせください。我孫子市の手数料
は、戸籍は下表を参照、住民票は24ページを参照。 
※除住民票は1名分で1通となり、過去5年分まで発
行できます。 

 問 市民課 ☎内線 331 
 
戸籍謄・抄本 

 問 市民課 ☎内線 331 
 日本国籍をお持ちの方の国籍、性別、夫婦・親子・
親族関係等を登録し公証するのが戸籍です。夫婦と
子どもを単位に一戸籍が作られ、戸籍の登録してあ
るところを本籍といいます。また、戸籍謄本（全部
事項証明）は全部（全員）の、戸籍抄本（個人事項
証明）は一部（個人）の写しを公証したものです。 
●窓口での戸籍証明の交付請求 
申請窓口 
本籍を置いてある市区町村役場。我孫子市に本籍の
ある方は市役所市民課、行政サービスセンター（我
孫子・つくし野・天王台・湖北台・湖北・新木・布
佐） 
受付時間  
「市民課窓口の開庁時間と受付業務」の表（次ペー
ジ）をご参照ください。 
申請方法 
備え付けの申請書に必要事項を記入し、必要書類を
添えて窓口へ 
必要書類 
官公署が発行した写真付きの証明書で有効期限内
のもの〔運転免許証、運転経歴証明書（平成24年4
月以降発行のもの）、マイナンバーカード、写真付
き住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等〕 
申請できる方 
本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母等の直系親族
（代理人に委任するときは、委任状が必要）。それ
以外の方が請求するときは、正当な理由がある場合
に限られます。また我孫子市の戸籍（除籍・改製原
含む）に記載のない方が申請される場合、請求する
戸籍に記載されている方と請求者との続柄がわか
る書類（戸籍謄本等）の写しが必要になります。市
民課までお問い合わせください。 
※証明書の種類と手数料は次ページ 
 

証明書の種類 手数料 
戸籍謄本、抄本 
（全部・個人事項証明） 1通 450円 

除籍謄本、抄本 1通 750円 
改製原戸籍謄本、抄本 1通 750円 
戸籍届書の記載事項証明書 1通 350円 

受理証明書 1通 350円 
（上質紙使用は 1,400円） 

戸籍の附票 1通 300円 
身分証明書 1通 300円 
独身証明書 1通 300円 
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市民課窓口の開庁時間と受付業務 

施設名 所在地 電話番号 開所時間 月 火 水 木 金 土 日 
住
民
登
録 

印
鑑
登
録 

戸
籍
の
届
出 

我孫子行政サービス 
センター（日中） 本町 3-1-2 

  7185-1581 

9:00～
17:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

○  ○  ○  

我孫子行政サービス 
センター（夜間） 

9:00～
20:00※ ○ - ○ - ○ - - 

つくし野行政サービス
センター 

つくし野 3-22-
2 7185-1674 

8:30～
17:00 

○ - ○ - ○ - - 

天王台行政サービス 
センター 柴崎台 1-10-15 7185-1589 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

湖北台行政サービス 
センター 湖北台 3-1-1 7185-4982 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

湖北行政サービス 
センター 古戸 171-2 7185-4983 - ○ - ○ - - - 

新木行政サービス 
センター 南新木 1-1-1 7185-2224 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

布佐行政サービス 
センター 布佐 2730-1 7185-4984 ○ - ○ - ○ - - 

上記表中の〇は開庁日、-は閉庁日を示しています。祝日及び年末年始は閉庁します。 
※午後5時～午後8時までと、土曜日は一部取り扱いできない業務がありますので、事前に問い合わせくだ
さい。 

 
旅券（パスポート）の申請 

 問 市民課 ☎04-7181-1292 
 我孫子行政サービスセンター内にあるパスポート窓口で、パスポート（旅券）の申請と受取ができます。 
●業務時間 
申請 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分 
交付 月曜日から土曜日 午前9時から午後4時30分 
※日曜日・祝日・年末年始は除きます。 
※土曜日はパスポートの交付（受取）のみです。申請書の受付等はできません。 
●取扱い業務 
・パスポートの新規申請・切替新規申請・訂正新規申請と交付 
・記載事項変更旅券の申請と交付 
・査証（ビザ）欄の増補申請と交付 
・有効中パスポートの紛失・盗難・焼失の届出 
●所在地 
我孫子市本町3丁目1番2号 けやきプラザ1階 
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国民健康保険 
 問 給付担当 ☎内線325、392 

  保険税担当 ☎内線930 
 国民健康保険は、加入者の皆さんが保険税を負担
しあうことにより、万が一病気やけがをした場合に、
医療費の一部を支払うことで、安心して必要な治療
を受けることができる社会保障制度です。 
 国民健康保険は、次の方を除き、必ず加入しなけ
ればなりません。 
＊職場の健康保険等に加入している方とその扶養
家族の方 

＊生活保護を受けている方 
 
国民健康保険で受けられる給付と手続き 
病院などの窓口で保険証を提示すれば、自己負担割
合に応じた費用を支払うことで、次のような医療を
受けることができます。 
＊診察 ＊治療 ＊薬や注射などの処置 ＊入院
および看護 ＊在宅療養および看護 ＊訪問看護 

自己負担割合 

小学校入学前 2割 

小学校入学後70歳未満 3割 

70歳以上75歳未満 2割（現役並み所得者は
3割） 

 
いったん全額自己負担したとき 
次のような場合は、いったん全額自己負担となりま
すが、国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、自
己負担分を除いた額が払い戻されます。 
●事故や急病などで保険証を持たずに診療を受け
たとき 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊診療報酬明細書 ＊領収書 ＊印鑑 
＊世帯主の口座番号 
 
●医師の指示により、コルセット、小児用弱視等の
治療用眼鏡（※1）、弾性着衣（※2）、靴型装具（※3)
等を作ったとき 
（※1）申請時に9歳未満であること（※2）前回の

購入後6ヶ月経過していること（※3）靴型
装具の写真を添付すること 

申請に必要なもの 
＊保険証 ＊医師の証明書 ＊領収書（内訳記載の
もの） ＊印鑑 ＊世帯主の口座番号 
 
●はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたと
き（医師の同意が必要） 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊医師の同意書 ＊明細がわかる領収
書 ＊印鑑 ＊世帯主の口座番号 
 
●骨折やねんざなどで国保を扱ってない柔道整復
師の施術を受けたとき 
申請に必要なもの 

＊保険証 ＊施術内容と費用の明細がわかる領収
書等 ＊印鑑 ＊世帯主の口座番号 
 
●海外渡航中に診療を受けたとき（治療目的の渡航
は除く） 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊診療内容証明書 ＊領収明細書 ＊
翻訳文 
＊印鑑 ＊領収書 ＊海外の医療機関等に照会す
る同意書 ＊パスポート（原本） ＊世帯主の口座
番号 
 
その他の給付 
●出産育児一時金 
 加入者が出産したとき、一時金が支給されます。
また、一時的な経済負担の軽減を図る目的で「出産
育児一時金直接支払制度」や「出産育児一時金貸付
制度」の制度もあります。 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊出生証明書 ＊出産費用の領収明細
書 ＊医師の証明書（死産・流産の場合） 
＊直接支払制度の同意書 ＊世帯主の口座番号 
 
●葬祭費 
 加入者が死亡したとき、申請により、その葬儀を
行った方に支給されます。 
申請に必要なもの 
＊葬儀の領収書または会葬礼状 ＊施主の口座番
号 
 
●移送費 
 医師の指示で重病人を移送用の自動車等で入院、
転院等をさせたとき、審査決定額が支給されます。 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊医師の意見書 ＊領収書 ＊印鑑 
 
●訪問看護医療費 
 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問
看護ステーション等を利用したときは、費用の自己
負担分を差し引いた額を国民健康保険で負担しま
す。 
 
医療費が高額になったとき 
 医療費が高額になったとき、定められた限度額を
超えた分が高額療養費として支給されます。（国民
健康保険にご加入の方で高額療養費が発生した場
合には、国保年金課より申請書を送付しています） 
 
●窓口での支払いが限度額までとなるとき 
 限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示
すると、窓口負担（保険対象分）が自己負担限度額
までの支払となります。 
 限度額適用認定証の交付を受けたい方は、国保年
金課または各行政サービスセンターへ申請してく
ださい。 
 市県民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額
減額認定証」が交付され、食事代も軽減されます。
「限度額適用認定証」の交付を受けた方で、同じ月
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に外来等別に医療費を払った場合や、同じ世帯の国
保加入者が自己負担分を超えて支払った場合は高
額療養費として払い戻されることがあります。 
70歳未満の方の自己負担限度額（月額） 
  所得区分 3回目まで 4回目以降 

（※1） 

ア 901万円超 

252,600円 
○医療費の総額が
842,000円を超え
た場合、超えた分
の1%を加算 

140,100円 

イ 600万円超 
901万円以下 

167,400円 
○医療費の総額が
558,000円を超え
た場合、超えた分
の1%を加算 

93,000円 

ウ 210万円超 
600万円以下 

80,100円 
○医療費の総額が
267,000円を超え
た場合、超えた分
の1%を加算 

44,400円 

エ 210万円以下 57,600円 44,400円 

オ 住民税 
非課税世帯 35,400円 24,600円 

※1 過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の
支給が4回以上あったときの4回目以降の自己
負担限度額 

 
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額） 

所得区分 外来 
（個人単位） 

入院＋外来 
（世帯単位） 

4回目 
以降 

（※1） 
現役並Ⅲ 
（課税所得
690万円以
上） 

252,600円 
○医療費の総額が
842,000円を超えた場
合、超えた分の 1%を加算 

140,100円 

現役並Ⅱ 
（課税所得
380万円以
上） 

167,400円 
○医療費の総額が
558,000円を超えた場
合、超えた分の 1%を加算 

93,000円 

現役並Ⅰ 
（課税所得
145万円以
上） 

80,100円 
○医療費の総額が
267,000円を超えた場
合、超えた分の 1%を加算 

44,400円 

一般 
（課税所得
145万円未
満） 

18,000円 
（※2） 57,600円 44,400円 

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 - 
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円 - 
※2 8月～翌年7月の年間限度額は144,000円。 
 
入院中の食事代が軽減 
 入院中の食事代は、治療にかかる費用とは別に、
1食につき460円が自己負担になりますが、市民税
が非課税の世帯は申請により軽減されます。 
 軽減を受けるには、「標準負担額減額認定証」「限
度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりま
すので、該当する方は国保年金課へ申請してくださ
い。 

住民税課税世帯（下記以外の人） 460円 

低所得者Ⅱ 
過去12か月で90日までの入院 210円 
過去12か月で90日を超える入院 160円 

低所得者Ⅰ 100円 
 
高額医療・高額介護合算制度 
 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者
がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適
用後に、合算して限度額を超えた場合は、その超え
た分が支給されます（ただし、支給額が501円以上
の場合に限ります）。 
 
特定疾病療養受療証 
 人口透析など高度な治療が長期間必要となるか
たは、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」
を交付します。 
対象 
・人工腎臓を実施している慢性腎不全 
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因
子障害の一部 

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症
候群（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣の定める
者に係るものに限ります。） 

自己負担額 
 1か月10,000円（人工透析を要する70歳未満の
所得区分ア・イの人は、20,000円） 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊印鑑 
＊特定疾病に関する医師の意見書、ほかの保険で交
付された特定疾病療養受療証など 

 
出産費の貸し付け 
 保険税を完納していることを条件に、世帯主に無
利子で資金（出産育児一時金支給見込額の100分の
90以内）の貸し付けを行っています。 
 
はり・きゅう・マッサージの補助 
 市指定のはり・きゅう・あん摩マッサージ等施設
の利用券12枚（1枚につき1,000円助成）を申請に
より1年度に1回交付しています。 
対象 
＊45歳以上75歳未満の方 
＊国民健康保険の前年度までの保険税を完納して
いる世帯に属している方 

申請に必要なもの 
＊保険証 ＊本人確認書類 
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健診費用の助成 
 国民健康保険の保健事業の一つとして、40歳以上
75歳未満の方を対象に、健診費用を助成します。 
●短期人間ドック 
 市の契約医療機関で短期人間ドックを受診する
ときは、その費用の一部を補助します。受診希望の
方は、利用申請書を提出してください。 
対象（以下のすべてに該当する方） 
＊受検する日において我孫子市国民健康保険に継
続して1年以上加入している方 

＊国民健康保険税を完納している世帯に属してい
る方 

＊同一年度内に我孫子市の特定健診等の制度を利
用していない方 

申請に必要なもの 
＊保険証 ＊短期人間ドック利用申請書 
 
●特定健康診査受診費用助成制度 
 市が契約した医療機関及び団体以外で特定健診
相当の健診を自費で受診した40歳以上75歳未満の
方に対し、5,000円を上限に受診費用を助成します。 
対象（以下のすべてに該当する方） 
＊健診結果を市に提出し、市の保健事業等に使用さ
れることに同意する方 

＊同一年度内に我孫子市の特定健診等の制度を利
用していない方 

申請に必要なもの 
＊健診結果 ＊医療機関に健診費用を支払った領
収書 ＊受診者の口座番号 ＊印鑑 
 
交通事故等のけがは届け出を 
 交通事故等でけがをし、国民健康保険を使用する
ときは、必ず国保年金課に届け出てください。 
 
保険税とその仕組み 
 保険税は、所得割額、均等割額、平等割額の合計
で算出されます。 
 負担していただいた保険税は、医療費や出産育児
一時金、葬祭費、高額療養費の支払いに充てられ、
国民健康保険の運営に必要な財源となっています。 
●口座振替のご利用を 
 保険税は、預貯金口座から自動振替で納付するこ
とができます。決められた納期に振替納付できます
ので、大変便利です。ご利用ください。 
 
ジェネリック医薬品を利用しましょう 

「ジェネリック医薬品」とは新薬の特許期間が過
ぎたあと、新薬を同じ成分で製造した薬のことで
す。ジェネリック医薬品の価格は、新薬の2～7割
ほどのものが多くなっています。ジェネリック医
薬品を選ぶことは、ご自身の負担を減らすだけで
なく、国の医療費を減らすことにつながります。 
 
 
 
 
 

こんなときは必ず14日以内に届け出ましょう 

  こんなとき 届け出に必要な 
もの 

国保に 
加入 

するとき 

ほかの市区町村から転
入してきたとき 

ほかの市区町村
の転出証明書 

職場の健康保険をやめ
たとき 

職場の健康保険
をやめた証明書 

職場の健康保険の被扶
養者でなくなったとき 

被扶養者でない
理由の証明書 

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、
親の保険証 

生活保護を受けなくな
ったとき 

保護廃止決定通
知書 

外国籍の方が加入する
とき 

在留カード、パ
スポート 

国保を 
やめる 
とき 

ほかの市区町村に転出
するとき 保険証 

職場の健康保険に加入
したとき 

国保と職場の健
康保険の両方の
保険証（後者が
未交付の場合は
加入したことを
証明するもの） 

職場の健康保険の被扶
養者になったとき 

国保の被保険者が死亡
したとき 

死亡を証明する
もの、 
死亡者の保険証 

生活保護を受けるよう
になったとき 

保護開始決定通
知書、保険証 

外国籍の方がやめると
き 

在留カード、保
険証 

その他 

市内で住所が変わった
とき 

保険証 世帯主や氏名が変わっ
たとき 
世帯が分かれたり、一
緒になったりしたとき 

修学のため、子どもが
別に住所を定めるとき 

在学証明書、保
険証 

保険証をなくしたり、
汚れて使えなくなった
とき 

使えなくなった
保険証など 

※上記以外に窓口にお越しいただいた方の本人確
認書類、世帯主・届け出対象者のマイナンバーが
わかるものが必要です。詳しくは国保年金課へお
問い合わせください。 
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後期高齢者医療制度 
 問 高齢者医療担当 ☎内線928 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、65歳以
上75歳未満の方で一定の障害があり申請により認
定された方が加入する、高齢者の医療制度です。 
 後期高齢者医療制度は、千葉県後期高齢者医療広
域連合が運営しますが、申請や届け出等の窓口業務
は市役所が行います。 
 
後期高齢者医療保険で受けられる給付と 
手続き 
●療養の給付 
 被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にか
かったとき、被保険者証を提示すれば自己負担割合
（原則1割、現役並み所得者は3割）に応じた費用を
支払うことで、療養の給付を受けることができます。 
●療養費の支給（払い戻しが受けられる場合） 
（1）急病など緊急で保険証が使えなかったとき 
申請に必要なもの 
＊診療報酬明細書 ＊支払った費用の領収書の写
し ＊保険証 
＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座がわかるもの 
（2）医師の指示により、コルセット等の補装具を

作ったとき 
申請に必要なもの 

＊医師の意見書 ＊補装具に要した費用の領収書 
＊保険証 
＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座がわかるもの 
（3）海外に渡航中に治療を受けたとき 
治療が目的で渡航した場合は支給されません。また、
日本の保険の適用範囲内に限ります。 
申請に必要なもの 
＊診療内容明細書 ＊領収明細書 ＊翻訳文 ＊
保険証 ＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座がわかるも
の ＊パスポート（パスポートで渡航履歴を確認で
きない場合は航空券などの渡航した事実を確認で
きる書類が必要です） 
＊海外の医療機関等へ、保険者が療養内容を紹介す
ることについての同意書 
（4）輸血のために用いた生血代がかかったとき 
申請に必要なもの 
＊医師の証明書 ＊領収書 ＊保険証 
＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座がわかるもの 
（5）骨折・ねんざなどで、保険診療を扱っていな

い柔道整復師の施術を受けたとき 
 1割（現役並み所得者は3割）の自己負担で、施術
を受けられることもあります。そのときは支給（払
い戻し）申請の必要はありません。 
申請に必要なもの 
＊施術の内容がわかる書類 ＊領収書 ＊保険証 
＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座がわかるもの 

 
高額療養費の支給 
 1か月（同一月）に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額（下表）を超えた場合、
申請すると高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。該当するかたには通知
を差し上げます。申請書を同封致しますので、通知を受けてから申請してください。 

所得区分 外来（個人単位） 
入院＋外来 
（世帯単
位） 

4回目以降 
（※1） 

現
役
並
み 

所
得
者 

 

Ⅲ市民税課税所得 690万円以上 252,600円+（医療費－842,000円）
×1% 140,100円（※1） 

Ⅱ市民税課税所得 380万円以上 167,400円+（医療費－558,000円）
×1% 93,000円（※1） 

Ⅰ市民税課税所得 145万円以上 80,100円+（医療費－267,000円）×
1% 44,400円（※1） 

一般 
18,000円 

（年間 144,000円上限 
(※3)） 

57,600円 44,400円（※2） 

市
民
税 

非
課
税
帯 

 

区分Ⅱ 

8,000円 

24,600円 - 

区分Ⅰ 15,000円 - 

※1 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。 
※2 過去12か月以内に「外来＋入院（世帯単位）」の高額療養費支給を3回受けたときの4回目以降の限度

額です。 
※3 1年間（毎年8月1日から翌年7月31日）のうち所得区分が「一般」または「市町村民税非課税世帯」

であった月の外来（個人単位）の自己負担額の合計額の上限額です。 
75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2
分の1となります。 
（障がい認定により加入されたかたは2分の1にはなりません。）  
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●入院時の食事代 
 入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。 
 また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。 
★高額療養費の支給対象にはなりません。 
 
■入院時食事代の自己負担額（療養病床以外の病院）  ■療養病床入院時の食事代・居住費の自己負担額 

所得区分 １食の 
食事代 

 所得区分 １食の 
食事代 

１日の 
居住費 

現役並み所得者 一般 460円※  現役並み所得者 一般 460円※1 
320円※２ 

区分Ⅱ 過去 12か月で 90日までの入院 210円  

市民税 
非課税世帯 

区分Ⅱ 210円 
過去 12か月で 90日を超える入院 160円  区分Ⅰ 130円 

区分Ⅰ 100円  
老齢福祉
年金受給
者 

100円   0円 

※特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちのかたは、260円 
※1一部医療機関では 420円 

※2特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちのかたは、0円 
 
高額介護合算療養費の支給 
 1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己
負担額を合計した金額が、定められた限度額を超え
た場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療
養費」として支給されます。 
 支給の対象となる方には、広域連合から支給申請
の案内を送付します。 
＊高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割
合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それ
ぞれの保険者から支払われます。 

＊対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの
1年間です。 

＊対象期間に市（区）町村を超えて転居した方、ほ
かの健康保険から後期高齢者医療制度に加入し
た方、県外の介護保険を利用している方について
は、支給申請の案内が届かない場合がありますの
で、お住まいの市（区）町村の窓口にお問い合わ
せください。 

申請に必要なもの 
＊申請書（広域連合から送付されます）＊印鑑 
＊預貯金通帳など口座がわかるもの ＊保険証 
＊介護保険証 
 
特定疾病療養受療証 
 人口透析など高度な治療が長期間必要となるかた
は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交
付します。 
対象 
・人工腎臓を実施している慢性腎不全 
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因
子障害の一部 

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症
候群（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣の定める
者に係るものに限ります。） 

自己負担額 
 １医療機関（入院・外来別）につき月額 10,000円 
 （月の途中で 75歳の誕生日を迎え被保険者となる
ときは、その月に限り 5,000円） 
申請に必要なもの 
＊保険証 ＊印鑑 

＊特定疾病に関する医師の意見書、ほかの保険で交
付された特定疾病療養受療証など 
 
訪問看護療養費 
 在宅で療養をしている方が、医師の指示により訪
問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世
話や診療の補助を受けた場合、利用料（訪問看護に
要した費用の1割、現役並み所得者は3割）を支払い、
残りを広域連合が負担します。ただし、特別サービ
ス（営業時間外の対応やおむつ代などの費用は自己
負担額となります。 
※市への手続きは不要です。 
 
移送費 
 医師に指示により、緊急やむを得ず入院や転院な
どの移送に費用がかかったとき、申請により広域連
合が審査のうえ認めた場合、移送費が支給されます。 
申請に必要なもの 
＊移送を必要とする医師の意見書 ＊費用の領収
書 ＊保険証 ＊印鑑 ＊預貯金通帳など口座が
わかるもの ＊移送の経路・方法・年月日が確認で
きるもの 
 
葬祭費 
 被保険者が亡くなられたときは、申請により葬祭
を行ったかた（喪主）に葬祭費（50,000円）が支給
されます。 
申請に必要なもの 
＊葬祭を行ったこと、葬祭を行った方（喪主）を確
認できるもの（領収書、会葬礼状など） 
＊葬祭を行った方（喪主）の印鑑  
＊葬祭を行った方（喪主）の預貯金通帳など口座が
わかるもの 
 
はり・きゅう・マッサージの補助 
 市指定のはり・きゅう・あん摩マッサージ等施設
の利用券12枚（1枚につき1,000円）を申請により
交付します。ただし、保険料の未納の方には交付で
きません。 
申請に必要なもの 
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＊被保険者証 ＊印鑑 ＊本人確認書類 
（別世帯の方が窓口での交付を申請する場合は、委
任状が必要となります。） 
 
交通事故にあったとき 
 交通事故など第三者の行為によってケガや病気
をした場合の医療費は、届け出により後期高齢者医
療制度で医療を受けることができます。この場合、
千葉県後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立
て替え、あとで加害者に費用を請求することになり
ます。 
 必ず担当窓口に相談のうえ、「第三者行為による
傷病届」を提出してください。 
 
こんなときは届け出を 

こんなとき 届け出に必要なもの 
一定の障害のある方が65歳
になったとき、または65歳
を過ぎて一定の障害のある
方が後期高齢者医療制度へ
の加入を希望される場合 

障害者手帳等一定の障害の
程度がわかるもの、保険
証、印鑑 

他の市区町村に転出すると
き 保険証・印鑑 

他の都道府県から転入して
きたとき 負担区分等証明書、印鑑 

生活保護を受けるようにな
ったときや、健康保険の資
格を失ったとき 

保険証、保護開始決定通知
書、印鑑 

死亡したとき 保険証、印鑑 

保険証を紛失・破損したと
き 

印鑑 
ご本人を確認できるもの 
（提出者の確認書類を含
む） 

 
保険料について 
 加入者の皆さんが負担していただいている保険
料は、医療費や高額療養費、葬祭費などの支払いに
充てられ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重
な財源となっています。 
 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等
割額」と、前年所得に応じて負担する「所得割額」
の合計で算出されます。（均等割額は千葉県内では
均一の保険料です） 
 年金額が年額18万円以上の人は、原則として年金
天引き（特別徴収）となりますが、介護保険料を納
付書や口座振替で納めている場合や、介護保険料と
後期高齢者医療保険料額の合算額が年金受給額の2
分の1より多くなる場合は納付書払いまたは口座振
替（普通徴収）での納付となります。 
※普通徴収（納付書払い）の方は、申請により預貯
金口座から自動振替で納付することができます
のでご利用ください。 

※年金天引きの方でも、申請により口座振替に変更
することができます。高齢者医療担当へお問い合
わせください。 

●スマートフォン決済で納付できるようになりま
した 
スマートフォン決済とは、お使いのスマートフォ

ンまたはタブレット端末で対象のアプリを利用し、
納付書に印字されたバーコードをスマートフォン
等のカメラで読み取ることで、24時間いつでもどこ
でも簡単に納付ができるサービスです。詳しくは国
保年金課へお問い合わせください。 

 
国民年金 

 問 年金担当 ☎内線911 
国民年金とは 
国民年金は、自営業の方やその家族、厚生年金保険に加入している方やその被扶養配偶者等に加入が義務

付けられている年金制度です。 
●国民年金に加入する方 

必ず加入 
する方  

20歳以上60歳未満 自営業者、農業従事者、自由業者、学生、無職の方等 第1号被保険者 

就職時から65歳未満 厚生年金保険加入者本人 第2号被保険者 
20歳以上60歳未満 第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 

任意加入 
する方  

任意加入被保険者 
＊受給資格期間に満たない方（60歳以上65歳未満） 
＊受給資格期間は満たしているが、年金額を増やしたい方（60歳以上65歳
未満） 
＊海外に在住している日本人（20歳以上65歳未満）  

高齢任意加入の特例 
65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間、受
給権を得るまで加入することができます。（昭和40年4月1日以前に生まれ
た方のみ） 
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老齢基礎年金 
 国民年金保険料を納めた期間（保険料免除期間な
どを含む）が10年以上の方が65歳から受けられる
年金です。 
 加入期間が国民年金（第3号被保険者期間を除く）
のみの方は、国保年金課年金担当窓口で請求の手続
きができます。 
年金額（満額） 781,700円（令和2年度） 
※国民年金と厚生（共済）年金の両方がある方や厚
生（共済）年金のみの方は、日本年金機構又は、
共済組合等でのお手続きとなります。 

※老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望
すれば60歳以後いつでも受給できます。ただし、
65歳前から受給すると減額され、66歳以後から
受給すると増額された年金額になります。（生涯、
この年金額で支給されます） 

 
障害基礎年金 
 国民年金加入中や20歳前に初診日（初めて医師の
診療を受けた日）がある病気やけがによって、障害
等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給さ
れます。 
 初診日において国民年金加入中の場合は、国保年
金課年金担当の窓口で請求の手続きができます。 
年金額（令和2年度） 
＊1級障害…977,125円 
＊2級障害…781,700円 
※厚生（共済）年金加入中や配偶者の扶養に入って
いた場合は、日本年金機構又は、共済組合等での
お手続きとなります。 

 
遺族基礎年金 
国民年金加入中の被保険者や被保険者であった

人で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合
算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その
人によって生計を維持されていた「子のある妻」、
「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達し
た年度末になるまで、あるいは障害等級1級・2級の
障害のある子の場合は20歳になるまで支給されま
す。 
 該当する方は、国保年金課年金担当の窓口で請求
の手続きができます。 
年金額 781,700円（令和2年度） 
※厚生（共済）年金加入期間中に死亡した場合等は、
日本年金機構又は、共済組合等でのお手続きとな
ります。 

 
第1号被保険者独自の給付 
●付加年金 
 400円の付加保険料を納めた方は、200円×納め
た月数の額が老齢基礎年金に加算されます。 
●寡婦年金 
 寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格のある夫が
年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係
にあった妻に60歳以上65歳未満の間支給されます。
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の
額です。 

●死亡一時金 
 保険料を3年以上納めた方がいずれの年金も受け
ずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が
遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 
 
保険料の納付 
 国民年金保険料は、年齢や所得に関係なく全国一
律に20歳以上60歳未満の40年間納めます。 
定額保険料…月額16,540円（令和2年度） 
付加保険料…月額400円（第1号被保険者で希望す
る方） 
●保険料の納付方法 
第1号被保険者 
 金融機関などの窓口やコンビニエンスストア、イ
ンターネットバンキング、クレジットカードなどに
よる方法で、自分で納めます。 
第2号被保険者 
 厚生年金保険料として給料から天引きされるた
め、自分で納める必要はありません。 
第3号被保険者 
 第2号被保険者（配偶者）の制度が負担している
ため、自分で納める必要はありません。 
 
保険料の免除・納付猶予制度 
 前年の所得が一定以下等で保険料を納めるのが
困難な方は、申請し承認されると保険料が免除され
る制度があります。保険料免除・納付猶予を希望す
る場合は、国保年金課年金担当へ申請してください。 
申請に必要なもの 
＊印鑑 ＊年金手帳 ＊雇用保険の離職票等 
 
学生納付特例制度 
 保険料の納付が困難な学生の方は、申請し承認さ
れると卒業してから後払いできる特例制度があり
ます。学生納付特例を希望する場合は、国保年金課
年金担当へ申請してください。 
申請に必要なもの 
＊印鑑 ＊年金手帳 ＊申請年度に在学している
ことがわかる学生証または在学証明書 
 
産前産後期間免除制度 
 国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、
申請をすると出産前後の一定期間の国民年金保険
料が免除される制度があります。産前産後期間免除
を希望する場合は、国保年金課年金担当へ申請して
ください。 
申請に必要なもの 
＊印鑑 ＊年金手帳 ＊母子健康手帳など出産予
定日を明らかにすることができる書類 
 
追納 
 保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の承認を
受けた期間は10年以内なら、さかのぼって保険料を
納めることができます。ただし、3年度目以降は、
当時の保険料に加算額がつき高くなりますのでお
早めに追納することをおすすめします。 
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 追納を希望する場合は、国保年金課年金担当へ申
込書を提出してください。 
 
こんなときは、14日以内に届け出を 

  こんなとき 届け出に 
必要なもの 

国民年金に
入る場合  

会社をやめたとき 印鑑、年金手帳、
退職証明書 

配偶者の扶養からはず
れたとき 

印鑑、年金手帳、
扶養削除日が確認
できる書類又は退
職証明書 

海外から転入したとき 
（第1号被保険者のみ） 印鑑、年金手帳 

国民年金を
やめる場合 

共済組合に加入したとき 印鑑、年金手帳、健康保険証 

亡くなったとき 
年金担当・内線
911へお問い合わ
せください 

会社に就職したり、配偶
者の扶養に入ったとき 

勤務先へお問い
合わせください 
（市での手続き
は不要です） 

海外へ転出したとき 
（第1号被保険者のみ） 印鑑、年金手帳 

その他 年金手帳をなくしたとき 印鑑、保険料領収証書 
※届け出をしなかったため、年金が受けられなくな
る場合がありますのでご注意ください。 

※20歳に到達したときの手続きは必要ありません。
日本年金機構から、国民年金（第1号被保険者）
に加入したことをお知らせしています。（厚生年
金保険に加入している方を除きます） 

※氏名変更、住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びつい
ていない方及びマイナンバーを有していない海
外居住者、短期在留外国人並びに成年後見を受け
ている方が氏名や住所を変更した場合は、国保年
金課年金担当へ変更届を提出してください。 

 
税金の種類 
市民税 

 問 課税課 市民税担当 ☎内線401 
●個人市民税 
その年の1月1日現在、市内に住所がある方に、前

年中の所得に応じて所得割と均等割が課税されま
す。市内に住んでいなくても家屋敷や事業所がある
方には、均等割が課税されます。また、個人市民税
の課税にあわせて、同じように県税である県民税も
課税されます。 
●法人市民税 
市内に事務所や事業所等がある法人に課税され

ます。 
 
 
 

固定資産税・都市計画税  
 問 課税課 土地調査担当 ☎内線339・386 

家屋調査担当 ☎内線336・337 
 固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋、償
却資産をお持ちの方に課税されます。また、市街化
区域内にある土地、家屋の所有者には、都市計画税
があわせて課税されます。 
 
国税・県税  

 問 国税…柏税務署 ☎7146-2321 

 県税…柏県税事務所 ☎7147-1231 
●国税 
 所得税、法人税、相続税、贈与税等があります。 
●県税 
 県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、地方
消費税等があります。 
 
軽自動車税（種別割） 

 問 課税課 税政担当 ☎内線338・457・458 
 毎年4月1日（賦課期日）現在、軽自動車等（原動
機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小
型自動車）を所有（使用）している方に課税されま
す。税額は、次のとおりです。 
▼税額一覧表 

車種区分  
税率（１台あた
りの年税額） 

原動機付 
自転車 

第１種（排気量 50cc
以下又は定格出力

0.6KW以下） 
2,000円 

第２種乙（排気量
90cc以下又は定格出
力 0.8KW以下） 

2,000円 

第２種甲（排気量
125cc以下又は定格
出力 1.0KW以下） 

2,400円 

ミニカー 3,700円 

小型特殊 
自動車 

農耕作業用 2,400円 

その他 5,900円 

二輪の軽自動車（125cc超～250cc
以下）  3,600円 

二輪の小型自動車（250cc超）  6,000円 

※ 軽自動
車（三輪、
四輪） 

三輪 4,600円 
四輪・乗用・自家用 12,900円 
四輪・乗用・営業用 8,200円 
四輪・貨物・自家用 6,000円 
四輪・貨物・営業用 4,500円 

トレーラー 3,600円 
※初度検査年月が平成19年3月以前の年税額です。
初度検査年月が平成19年4月以降の場合は、我孫子
市ホームページ内の「軽自動車税（種別割）税率（年
税額）と減免」を参照ください。 
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 税率等は令和2年11月現在のものであり、税法改
正により変更になる場合があります。 
 軽自動車（三輪、四輪）の税率は、初度検査年月
（新車新規登録年月）や燃費基準等により異なりま
す。 
 なお、登録や廃車の手続きを行う場所は車種によ
り異なります。必要事項等については、それぞれの
手続き場所にお問い合わせください。 
●原動機付自転車（125cc以下）及び小型特殊自動
車…市役所課税課又は各行政サービスセンター 
●二輪車（125cc超）…野田自動車検査登録事務所 
☎050-5540-2023 
●軽自動車（三輪・四輪・トレーラー）…軽自動車
検査協会千葉事務所野田支所 ☎050-3816-3117 
 
納税と証明 
納税カレンダー 

  1期 2期 3期 4期 
市・県民税（普通徴収） 6月 8月 10月 1月 
固定資産税・都市計画税 4月 7月 12月 2月 
軽自動車税 5月 － 
市県民税（特別徴収）は6月から翌年5月までの毎月 
市県民税（年金特別徴収）は4月から2月までの偶数
月 
 
口座振替のご利用を 

 問 収税課 ☎7185-1349 
 市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税（種別割）は、指定した預貯金口座
から自動振り替えで納税することができます。決め
られた納期に振替納付ができますので大変便利で
す。ご利用ください。 
 口座振替を希望する方は、納税通知書、預貯金通
帳、銀行届け出印をお持ちの上、市内の金融機関ま
たは郵便局で、窓口に備え付けの口座振替依頼書に
必要事項を記入し、申し込んでください。市外の金
融機関または郵便局の場合はお問い合わせくださ
い。 
 
コンビニ納付、スマートフォン収納 
 市税はコンビニエンスストア及びスマートフォ
ンアプリで納付できます。 
 納付手数料はかかりません。 
納付できる市税 
・市・県民税（普通徴収） 
・固定資産税・都市計画税 
・軽自動車税（種別割） 
利用できるコンビニエンスストアは、納付書の裏
面をご参照ください。スマートフォンアプリはＰａ
ｙＰａｙ及びＬＩＮＥＰａｙが利用可能です。※詳
しくは市ホームページの「税の納付」をご覧くださ
い。 
［注意事項］ 
 次の納付書は利用できません。金融機関等をご利
用ください。 
・一枚あたり30万円を超える納付書 

・納期限を過ぎた納付書 
・汚れ等でバーコードが読み取れない納付書・バー
コードのない納付書 

 
市税の滞納 

 問 収税課 ☎ 7185-1753 
 市税を納期限までに納税せず滞納となりますと、
督促状や催告書をお送りし早期に納付していただ
くようお願いをしていますが、それでも納税してい
ただけない場合には、納税の公平を確保するために
やむを得ず大切な財産（不動産、給料、預貯金、生
命保険等）を差押え、取立てや公売を行い市税に充
てることになります。また、市税を滞納されますと
本来納付すべき税額のほかに延滞金が加算されま
す。 
 
市税の証明が必要なとき 

 問 課税課 税政担当 ☎内線403・457・458 
 市税に関する証明が必要なときは、本人または本
人と同一世帯の方の確認ができるもの（運転免許証
か保険証等）を持参のうえ申請してください。 
 代理人による申請は、委任の旨を証明する委任状
が必要です。代理人の方も本人確認ができるものが
必要です。 

証明の種類 手数料 

市県民税  
所得証明 

1枚 
300円 

課税（非課税）証明 

固定資産税  
土地・家屋評価証明 

土地・家屋公課証明 

納税証明 

市・県民税 

固定資産税・都市計画税 

法人市民税 

軽自動車税（種別割） 
（車検用は無料） 

※市税の証明は、各行政サービスセンター（29ペー
ジ参照）でも発行しています。 

 
市税の減免 

 問 課税課 税政担当 ☎内線403・457・458 
 生活保護を受けたり、災害、その他の理由で税金
を納めることができなくなった場合、その事情に応
じて税額を免除したり、減額したりする制度があり
ます。 
 
よくある質問 
 問 課税課 税政担当☎内線338・403・457・458 
Ｑ1．固定資産を売ったのに、固定資産税の納税通

知書が届きました。なぜですか？ 
Ａ1．固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）現在、

固定資産をお持ちの方に課税されます。その
ため、1月2日以降に売却した場合でも、本年
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度の固定資産税の納税通知書は、あなたに届
きます。 

 
Ｑ2．我孫子市に転入してきました。原付バイクの

ナンバープレートは、前住所地で交付された
ものをそのまま使っていて良いですか？ 

Ａ2．我孫子市で使用するバイクには、我孫子市の
ナンバープレートを取りつける必要がありま
す。ナンバープレート及び標識交付証明書（共
に前住所地で発行されたもの）、認印、本人確
認書類（運転免許証等）を持参し、市役所課税
課又は各行政サービスセンター（土・夜間は除
く）で手続きをしてください。 

 
Ｑ3．5月に軽自動車を売却しました。軽自動車税

（種別割）の課税は、どうなりますか？ 
Ａ3．軽自動車等にかかる軽自動車税（種別割）は、

毎年4月1日（賦課期日）現在の所有者に課税
されます。そのため、4月2日以降に軽自動車
の売却や廃車をしても、1年度分の税金は全額
納めていただくこととなります（還付の制度
はありません）。 

 
 問 収税課 ☎7185-1349、7185-1753 

Ｑ4．納税について相談したいのですが、平日は市
役所へ行けません。どうしたらよいでしょう
か？ 

Ａ4．納税についての相談は、電話でも結構ですの
でお気軽に収税課へご相談ください。 
また、7月・12月に収税課で休日納税相談を実
施します。詳しくは広報あびこや市ホームペ
ージでお知らせします。 

 
Ｑ5．納期限が過ぎてしまいました。どうすればよ

いでしょうか？ 
Ａ5．期限の過ぎた納付書はコンビニエンスストア

やスマートフォンアプリでの納付ができなく
なりますが、納付書裏面記載の金融機関の窓
口での納付は可能です。（郵便局を除きます。）
金融機関窓口での納付が難しい方はお問い合
わせください。なお、納期限を過ぎると延滞金
が加算される場合があります。 
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保健センター 
 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 

市民の皆さんの健康増進や保健衛生のための施
設です。各種の健康診査や検診、健康相談、健康教
室等を行っています。 

所在地 湖北台1-12-16（ＪＲ湖北駅南口下車徒歩
約2分） 
利用時間 月曜日～金曜日午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3
日）はお休み） 
※健康づくり支援課が行っている各種相談は14ペ
ージをご覧ください。 

 
松戸健康福祉センター（松戸保健所） 

 問 ☎047-361-2121（代） 
 我孫子市・松戸市・流山市の３市を管轄し、保健・
医療・福祉に関わる業務を行っている千葉県の施設
です。 
 地域住民の健康を守るための感染症予防や、食中
毒への対応をはじめ、精神保健に関することや難病
対策等を行っています。 
所在地 松戸市小根本７ 千葉県東葛飾合同庁舎
（JR常磐線・新京成線「松戸」駅東口から徒歩７分） 
 
 
 
 
 
 

 松戸健康福祉センター（松戸保健所）が行ってい
る各種相談は10ページをご覧ください。 
 なお、我孫子市保健センター３階に、松戸保健所
我孫子連絡所を設置し、一部業務の受付等を行って
います。詳しくは松戸健康福祉センターの各担当課
にお問い合わせください。 
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-matsudo/ 
 

特定不妊治療費助成事業 
 不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ること
を目的に、特定不妊治療費の一部を助成します。 
対象 我孫子市民で、「千葉県特定不妊治療費助成
承認決定通知書」の決定日より1年以内に申請した
方 
助成額 特定不妊治療費から、千葉県の助成決定額
を引いた残りの金額のうち、1回につき5万円を限度
として助成。 

 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 
 
保健センターだより 
 毎月、健康に役立つ情報や健（検）診に関するお
知らせ「保健センターだより」を発行しています。
配布場所は、保健センターや本庁舎入口、高齢者支
援課、各行政サービスセンター、アビスタ、各近隣
センターなどです。また、市ホームページにも掲載
しています。 
●Ｅメールで配信 
「保健センターだより」の情報を広く市民にお知

らせするため、登録された携帯電話やパソコンあて
にメールを配信しています。また、流行状況により
感染症情報も配信しています。詳しくは69ページを
ご覧ください。 
 
母と子の健康 

 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 
母子健康手帳 
 母子健康手帳は、出産までの母子や出産したお子
さんの健診結果や成長を記録する手帳です。また、
出産までの心づもりや注意事項等も記載されていま
す。 
受付時期 
医師・助産師の診断を受けてから早い時期に（診断
書の必要なし） 
 



健康 
 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
41 

交付場所 
市役所市民課、各行政サービスセンター、保健セン
ター 
受付時間 
午前8時30分～午後5時。ただし、我孫子行政サー
ビスセンターは受付時間が異なります。 
届け出者 本人または代理の親族等 
持参するもの 
窓口に来る方の本人確認ができる書類（免許証、保
険証等） 
 
妊婦訪問 
 保健師や助産師が訪問して、日常生活の心配ご
とや妊娠・出産についての相談を受けています。 
 
しあわせママパパ学級 
 出産や育児について学んだり、先輩ママパパ・
赤ちゃんとの交流会等を行う全3回の学級です（予
約制）。 
日程 広報あびこ・市ホームページ等をご覧くだ
さい。 
場所 保健センター 
対象 おおむね20週以降の妊婦とその家族  
※内容等については変更になる場合があります。
詳細については市ホームページをご覧くださ
い。 

 
妊婦歯科健康診査 
 妊婦を対象に、市内の契約医療機関で、妊娠中
に1回、歯と歯周組織の検査など、歯科健康診査歯
科健診が受けられます。 
※健診の内容等については変更になる場合があり
ます。費用や契約医療機関など詳細については市
ホームページをご覧ください。 
 
新生児・乳児・産婦訪問 
 赤ちゃんのいるすべての過程に保健師・助産師
が訪問して、産後の生活や育児に関するアドバイ
スを行います。出生後、早めに出生通知書を郵送
してください。 
 
離乳食教室 
 4～6カ月の乳児の保護者を対象に、大人の食事を
利用した離乳食の作り方を学びます。（予約制） 
日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 
※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
後期離乳食教室 
 8～9カ月の乳児の保護者を対象に、成長段階に
応じた離乳食のすすめ方、食習慣づくり、歯のお
手入れ方法等について学びます。（予約制） 
日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 

※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
妊婦・乳児健康診査 
 妊婦14回、乳児2回の健康診査の一部助成を実
施しています。母子健康手帳別冊の受診票を利用
して、市と契約している医療機関で受診してくだ
さい（県外の里帰り等はご相談ください）。 
 
4カ月児相談 
 身体計測や離乳食のはじめ方、歯の話、育児相
談を行います。 
日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 
※相談の内容等については変更になる場合があり
ます。詳細については市ホームページをご覧く
ださい。 

 
1歳6カ月児健康診査 
 身体計測や歯科健康診査、小児科医師の診察、
育児相談、歯みがき指導を行います。必要に応じ
て栄養相談や心理相談員による相談も行います。
日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 
※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
2歳8カ月児歯科健康診査 
 歯科健康診査と歯科相談を行います。希望者に
は栄養相談・育児相談を行います。 
日時 対象児には通知いたします。 
場所 保健センター 
※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
3歳児健康診査 
 身体計測や尿検査、歯科健康診査、小児科医師
の診察、育児相談、歯みがき指導を行います。必
要に応じて、栄養相談や心理相談員による相談、
視力検査等も行います。希望者には歯にフッ化物
を塗布します。 
日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 
※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
5歳児健康診査 
 歯科健康診査、歯科相談、就学に向けてのお
話、必要に応じて育児・心理相談、栄養相談を行
います。希望される保護者の方にも歯科健康診査
を行います。また、保育園・幼稚園に通園してい
ないお子さんには、集団活動場面の観察等も行い
ます。 
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日時 対象児には通知します。 
場所 保健センター 
※健診の内容や日程等については変更になる場合
があります。詳細については市ホームページを
ご覧ください。 

 
産後ケア事業 
 お母さんの精神的・身体的な負担を和らげ、産
後の生活を支援するため、心身のケアや育児のサ
ポート等を行います。 
対象 
市民で、産後に家族等から十分な家事・育児の援
助が受けられず、心身の不調や育児不安等がある
産後2カ月未満のお母さんと赤ちゃん（病院等への
医療管理入院が必要な方は除く） 
内容 
出産後、産後ケア実施施設への宿泊（ショートス
テイ）や通所（デイケア）による休養の機会や不
安解消の支援、ママヘルパー派遣による家事や育
児の支援（ママヘルプサービス） 
 

子ども医療費の助成 
 市内に住む子どもが医療を受ける場合に、「子ど
も医療費助成受給券」と保険証を医療機関の窓口に
提示することで、自己負担額300円（一部無料）で
受診することができます。 
対象 0歳～中学3年生（入院1日・通院1回ごと） 
※県外の医療機関で受診する場合は「子ども医療費
助成受給券」は使用できませんので、後日子ども
支援課で償還払いの手続きをしてください。 

「子ども医療費助成受給券」の発行には、事前の申
請が必要です。詳しくは子ども支援課☎内線852へ
お問い合わせください。 
（注意） 
○学校等管理下でケガをした場合は、日本スポーツ
振興センターの共済給付の保険が対象となりま
すので受給券を使用せずに受診してください。 

○日本スポーツ振興センターの共済給付が対象と
なる医療費は対象外となります。 

 
高校生等医療費の助成 

 市内に住む保護者に扶養されている高校生相当
年齢の方が受けた医療費を助成します。助成を受け
るには、所得制限等の要件があります。詳しくは子
ども支援課☎内線852へお問い合わせください。 
（注意） 
○学校管理下でケガをした場合、日本スポーツ振興
センターの共済給付が対象となる医療費は対象
外となります。 

 
未熟児養育医療 

 身体発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで指定
医療機関が必要と認めた場合、医療費の助成が受け
られます。所得に応じて自己負担があります。 
 詳しくはお問い合わせください。 

 問 子ども支援課 ☎内線 852 
 

予防接種 
 子どもたちを感染症から守るため、各種予防接種
を行っています。標準接種年齢になったら、計画的
に早めに受けましょう。 
 各種予防接種は、予防接種ノートに記載の契約医
療機関で実施しますので、お近くの契約医療機関で
予約し、接種してください。 
 予防接種ノートは、出生または転入の翌月に郵送
しています。予防接種ノートをお持ちでない方や紛
失された方は、健康づくり支援課へご連絡ください。 
 市では任意の予防接種（小児インフルエンザ）費
用の一部助成事業も行っています。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。 
 
成人の健康 

 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 
 我孫子市に住民登録票のある方は、年度内に1回、
市の各種健（検）診を受けられます。 
医療機関で個別に受診する「個別健（検）診」と保
健センター等で受診する「集団健（検）診」の２つ
の受診方法があります。 
詳しくは、保健センターのご案内、広報あびこ、市
ホームページ、保健センターだより等をご覧くださ
い。 
※受診の際は受診券を必ずご持参ください。 
※年齢は年度末（翌年3月31日）時点の年齢です。 
※医療機関で受診の際は、事前に契約医療機関にお
問い合わせください。実施できる医療機関は、受
診券に同封されているお知らせをご覧ください。 

※次の方は自己負担金が減免・免除されます。会計
時に証明できるものを提示してください。 

①高齢受給証もしくは後期高齢者医療被保険者証
の適用を受けている方 

②生活保護世帯等の方 
③世帯全員が市民税非課税の方（受診する10日前ま
でに健康づくり支援課に連絡） 

※健（検）診自己負担金、集団検診の実施期間等に
ついては、変更になることがあります（詳しくは
広報あびこ、市ホームページに掲載）。 

 
特定健診 
日程・場所 
①契約医療機関（個別健診）…6月～翌年1月末 
②保健センター・市民プラザ（集団健診）…7月～
10月頃 
対象 
我孫子市の国民健康保険に加入している40歳以上
74歳までの方 
※社会保険に加入している方は、加入している医
療保険者におたずねください。 
内容 
問診、計測、血圧測定、血液検査、尿検査 
医師の判断により該当した方には、眼底検査を追
加 
①では全員に心電図検査。また、５の倍数の年齢
の方に頸動脈超音波検査。 
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受診方法 
①直接契約医療機関へ 
②ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば電子申
請サービスで申し込み 
自己負担金 ①1,100円 ②600円 
 
長寿（後期高齢者）健診 
日程・場所 6月～翌年1月末、契約医療機関 
対象 千葉県後期高齢者医療被保険者証の適用を
受けている方 
内容 
問診、計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図 
医師の判断により該当した方には、眼底検査を追加 
節目年齢の方に頸動脈超音波検査 
受診方法 直接契約医療機関へ 
自己負担金 無料 
 
乳がん検診 
場所・日程 
①契約医療機関（個別検診）…6月～翌年1月末 
②保健センター（集団検診）…広報あびこ、市ホー
ムページ等をご覧ください。 
 
対象・内容・自己負担金 
●30歳～39歳の女性（集団検診のみ） 
内容 問診、超音波検査 
自己負担金 1,100円 
 
●40～49歳の女性 
内容 問診、マンモグラフィ検査（2方向） 
自己負担金 2,200円（個別検診） 2,000円（集
団検診） 
 
●50歳以上の女性 
内容 問診、マンモグラフィ検査（1方向） 
自己負担金 1,100円（個別検診) 1,000円（集団
検診） 
受診方法 
①直接契約医療機関へ 
②ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば電子申請
サービスで申し込み 
 
子宮頸がん検診 
場所・日程 
①契約医療機関…6月～翌年1月末 
②保健センター…広報あびこ、市ホームページ等を
ご覧ください。 
対象 20歳以上の女性 
内容 問診、視診、子宮頸部細胞診 
受診方法 ①直接契約医療機関へ ②ハガキ、封書、
保健センター窓口、ちば電子申請サービスで申し込
み 
自己負担金 ①1,800円 ②1,500円 
 
胃がん検診 
日程・場所 
①契約医療機関（個別検診）…8月～翌年1月末 

②保健センター（集団検診）…広報あびこ、市ホー
ムページ等をご覧ください。 
対象 
①50歳以上かつ偶数年齢の方 
②40歳以上の方（前年度に①を受診した方は対象外） 
内容 
①問診、胃内視鏡検査 
②問診、胃部レントゲン検査 
自己負担金 
①4,500円 ②1,200円 
受診方法 
①直接契約医療機関へ 
②ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば電子申請
サービスで申し込み 
 
大腸がん検診 
場所・日程 
①契約医療機関…6月～翌年1月末 
②保健センター（集団検診：子宮頸がん検診、乳が
ん検診と同日）…広報あびこ、市ホームページ等を
ご覧ください。 
対象 40歳以上の方 
内容 問診、便潜血反応検査 
受診方法 
①直接契約医療機関へ ②ハガキ、封書、保健セン
ター窓口、ちば電子申請サービスで申し込み 
自己負担金 
①800円（ただし、国民健康保険加入者で特定健診
と同時受診の場合は500円）②400円 
 
結核・肺がん検診 
日程・場所 9～11月、市内各所を検診車で巡回 
対象 職場等で受ける機会のない65歳以上の方 
内容 胸部エックス線検査、かく痰検査（希望者） 
受診方法 ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば
電子申請サービスで申し込み 
自己負担金 無料（かく痰検査は1,100円） 
 
肺がん検診 
日程・場所 9～11月、市内各所を検診車で巡回 
対象 職場等で受ける機会のない40～64歳の方 
内容 胸部エックス線検査、かく痰検査（希望者） 
受診方法 ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば
電子申請サービスで申し込み 
自己負担金 400円（かく痰検査は1,100円） 
 
肝炎ウイルス検診 
日程・場所 
①契約医療機関（個別検診）…6月～翌年1月末 
②保健センター（集団検診：特定健診と同日） 
対象 40歳以上の男女 ※生涯1人1回 
内容 血液検査（Ｃ型及びＢ型肝炎ウイルス検査） 
受診方法 
①直接契約医療機関へ 
②特定健診（集団検診）をお申し込みください 
自己負担金 ①600円 ②200円 
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前立腺がん検診 
日程・場所 
①契約医療機関（個別検診）…6月～翌年1月末 
②保健センター（集団検診：特定健診と同日） 
対象 50歳以上の男性 
内容 血液検査（ＰＳＡ：前立腺特異抗原検査） 
受診方法 
①直接契約医療機関へ 
②特定健診（集団検診）をお申し込みください 
自己負担金 ①1,500円 ②900円 
 
6024（ロクマル・ニイヨン）歯科健康診査 
年度年齢20歳以上の市民を対象に、年度内に1回、

歯と歯周組織の検査・噛むことや飲み込む機能の検
査など、歯科健康診査を市内契約医療機関で受けら
れます。 
※健診の対象者・内容等については変更になる場合
があります。費用や契約医療機関など詳細につい
ては市ホームページをご覧ください。 

 
骨粗しょう症検診 
日程・場所 9月下旬、保健センター 
対象 20歳～70歳のうち5歳刻みの年齢の女性 
内容 問診、腕の骨のエックス線検査 
受診方法 ハガキ、封書、保健センター窓口、ちば
電子申請サービスで申し込み 
自己負担金 500円 
 
我孫子市脳ドック事業 
日程 4月～翌年3月末 
受診方法 直接契約医療機関へ 
対象 40歳以上の5歳刻みの年齢の方 
費用 検査にかかる費用のうち10,000円を市で助

成 
 
高齢者肺炎球菌感染症予防接種 
場所 市内の契約医療機関（詳しくは市ホームペ
ージ参照） 
対象 
自らの意思で接種を希望する①②の方（初めて接
種を受ける方のみ） 
①65歳以上の方 
②60歳～64歳で、心臓、じん臓、呼吸器疾患で日
常生活が極度に制約される方、ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能障害がある方 
費用 2,500円 
 
高齢者インフルエンザ予防接種 
日程 10月～1月末 
場所 市内の契約医療機関（詳しくは市ホームペ

ージに掲載） 
対象 
自らの意思で接種を希望する①②の方 
①65歳以上の方 
②60歳～64歳で、心臓・じん臓・呼吸器疾患で日
常生活が極度に制約される方、ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能障害がある方 

費用 1,500円 
 
健康づくり推進員及び食生活改善推進員 
 健康づくり推進員及び食生活改善推進員は、市民
の皆さんと健康づくり支援課のパイプ役です。健康
づくりの推進や食生活改善啓発活動をはじめ、地域
の健康づくりの担い手として活動しています。 
 
遊具うんどう教室 

 問 高齢者支援課 ☎7185-1112 
 中高年の方を対象に、公園内のうんどう遊具を利
用して運動機能の維持、健康づくりを行っています。 
＊天王台遊具うんどう教室 
毎月第3金曜日午前10時～11時（6～9月は午前9
時30分～10時30分）、天王台西公園（雨天中止） 

＊湖北台遊具うんどう教室 
毎月第3火曜日午前10時～11時（6・７・9月は午
前9時30分～10時30分）、湖北台中央公園（雨天
中止）〈8月・2月中止〉 

＊布佐遊具うんどう教室 
毎月第2水曜日午前10時～11時、布佐南公園（雨
天中止）〈8月・2月中止〉 

 
心の健康 

 問 障害福祉支援課 ☎内線 421、381 
 
心の健康クラブ 
 心の問題を抱えた方のご家族がお互いに語り合
い支え合う場です。 
日時・場所 原則毎月第3月曜日午後2時～4時、保
健センター 
 
アルコール教室 
 お酒をやめて立ち直った方や、苦しみを乗り越え
た家族が、アルコールで悩んでいる方の相談に応じ
ます。 
日時・場所 毎月第1金曜日午後2時30分～4時、保
健センター 
 
難病の方等への支援 
特定疾病療養者援助金 

 問 健康づくり支援課 ☎7185-1126 
 階層区分または所得区分が「低Ⅰ」または「低Ⅱ」
に該当の特定医療費（指定難病）受給者証・千葉県
小児慢性特定疾病医療受給者証・特定疾患医療受給
者証の交付を受け、当該年度の1月1日に本市に在住、
かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方に見
舞金を支給します（年1回）。 
支給額 年額 24,000円 
 
特定疾患等の医療費の公費負担 

 問 松戸健康福祉センター（松戸保健所） 
☎047-361-2121 
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 原因が不明で治療が確立していない特定疾患の
医療費の全部または一部を、公費で負担します。 
※年齢制限や、症状の継続期間等の制約がありま
す。 

 
難病・がん末期の方への生活支援 
●在宅生活の支援 問 障害福祉支援課 内線 350 
 日常生活を営むことに支障のある在宅の方に、ホ
ームヘルプサービスや入浴サービス、配食サービス、
住宅改修費の助成を行います。 
対象 介護保険・障害者総合支援法の対象とならな
い方で難病・がん末期の方 
※サービス利用後の給付は受けられません。事前に
ご相談ください。 

●小児慢性特定疾患児の日常生活用具給付 
問 障害福祉支援課 ☎内線 350 
 小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方に、便
器や電気式たん吸引器等を支給します。 
対象 児童福祉法及び障害者総合支援法による施策

の対象とならない方 
費用 世帯の所得状況により、自己負担があります。 
※購入後の給付は受けられません。事前にご相談く
ださい。 
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障害者の福祉 
手帳 
●身体障害者手帳 

問 障害福祉支援課 ☎内線421、381、350 
身体に障害のある方が、各種のサービスや支援を

受けるために必要な手帳です。障害の程度により、
1級～7級に区分されます 
（7級は、手帳の交付はありません）。 
●療育手帳 

問 障害福祉支援課 ☎内線421、381、350 
知的障害者（児）が、各種のサービスや支援を受

けるために必要な手帳です。障害の程度により、軽
度（Bの2）～最重度（マルＡ）に区分されます。 
●精神障害者保健福祉手帳 

問 障害福祉支援課 ☎内線421、381、350 
精神障害により長期にわたり日常生活への制約

がある方が、各種のサービスや支援を受けるために
必要な手帳です。障害の程度により、1級～3級に区
分されます。 
 
障害者総合支援法 
 障害者総合支援法は、さまざまな福祉サービスを
障害や難病のある人個人のニーズに応じて組み合
わせ、利用できる仕組みを定めています。障害や難
病のある人に対して80項目に及ぶきめ細かな調査
を行い、その人に必要なサービスの度合いである
「障害支援区分」を認定し、障害支援区分に応じた
サービスを利用できるようになっています。 
●利用者負担 

 問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
 自立支援給付の利用者負担は、生活保護世帯、非
課税世帯以外は原則1割となります。また、所得に
応じて月額の負担上限額が設けられています。 
 我孫子市では、地域生活支援事業の利用者負担は、
所得に応じた負担にしています。 
●障害支援区分 

 問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
 介護給付を受けるには、障害支援区分の認定が必
要になります。認定調査員が行う80項目の調査に基
づいて、コンピューターによる一次判定を行います。 
次に、調査員が記入した調査項目に沿った特記事項
や、医師の意見書を参考にして、各専門分野から選
出された認定審査員が二次判定を行います。 
●地域生活支援事業 

問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
 市が行う地域生活支援事業のサービスには、相談
支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給
付、日中一時支援、移動支援（ガイドヘルパー）、
地域活動支援センター等があります。 
●就労支援 

 問 障害者就労支援センター ☎7185-1917 
 障害のある方で、「これから仕事につきたい」、
「すでに仕事をしているが仕事についての相談を
したい」といった希望をお持ちの方を対象に、「就
労に関する相談」を受けています。また、「障害者
就労支援センター」にジョブコーチ（職場適応援助
者）を配置し、就労支援を行っています。ジョブコ

ーチは、就労に関する相談や就職に向けた準備の支
援、就職後の定着支援等を行います。 
●相談支援事業 

 問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
 障害福祉サービスを利用するには、日常生活の支
援を効果的に行うためにサービス等利用計画の作
成が必要となる場合があります。相談支援事業所の
相談支援専門員へ依頼します。 
●障害者相談支援事業所 

 問 障害福祉支援課 ☎内線385 
 障害を持つ方やそのご家族等が、身近な地域で気
軽に相談できるように、市内5カ所に相談窓口があ
ります。秘密厳守ですので、まずはご相談ください。 
 
地区担当相談支援事業所（障害者まちかど相談室） 

担当地区・事業所名 電話番号 支援内容 
我孫子地区 
あびこ相談支援センター 7196-6131 

全ての障害に 
関する相談 
及び計画作成 

天王台地区 
相談支援事業所むつぼし 7183-1511 

湖北地区 
サポートセンターけやき 7187-1944 

新木地区 
相談支援事業所れがぁと 7115-9677 

布佐地区 
アコモード相談支援事業所 7189-0880 

 
その他の相談支援事業所 

事業所名 電話番号 支援内容 

ホワイトジーニアス 7100-4135 
精神障害に関する相談
及びくつろぎの場の提
供 

ウイングネット 7188-7460 精神障害をお持ちの方の計画作成 
わごころ総合相談 
支援センター 7181-0556 全ての障害に関する相談及び計画作成 

 
手当 

 問 障害福祉支援課 ☎内線 384・481 
※支給額は変更される可能性があります。 
●障害児福祉手当 
 身体障害者手帳の1級または2級の一部、療育手帳
の○Ａ、または、診断書により障害が同等と認められ
る在宅の20歳未満の方に支給されます（所得制限が
あります）。 
支給額 月額1万4,880円（支給は年4回） 
●心身障害児福祉手当 
 身体障害者手帳の1級～3級、療育手帳○Ａ～Ｂの
1、精神保健福祉手帳の1級または2級で、いずれも
在宅の18歳未満の方に支給されます。 
（障害児福祉手当を受けている方、生活保護を受け
ている方、施設に入所している方を除きます。また、
所得制限があり、年2回支給月前に現況届の提出が
必要です。） 
支給額 月額8,650円（支給は年2回） 
●特別児童扶養手当 
 身体障害者手帳外部障害の1級～3級及び下肢障
害4級の一部、療育手帳の○Ａ～Ａの2または診断書
により中度の障害があると認められる20歳未満の
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在宅障害児を扶養している方に支給されます（所得
制限があります）。 
支給額 1級…月額5万2,500円 

2級…月額3万4,970円（支給は年3回） 
※障害の程度により支給額が異なります。 
●特別障害者手当 
 身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳
○Ａの1、または診断書により障害が同等と認められ
る日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以
上の方に支給されます。 
（施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院
している方、一定額以上の所得のある方を除きます） 
支給額 月額2万7,350円（支給は年4回） 
●重度障害者福祉手当 
 身体障害者手帳の1級と2級、療育手帳○Ａ～Ａの
2、精神保健福祉手帳の1級で、いずれも在宅の18歳
以上の方に支給されます（障害児福祉手当または特
別障害者手当を受けている方、生活保護を受けてい
る方、施設に入所している方を除きます。また、所
得制限があり、年2回支給月前に現況届の提出が必
要です）。 
支給額 知的障害者…月額8,650円 

知的障害者…月額6,500円 
身体障害者…月額6,500円 
精神障害者…月額6,500円 
介護認定されていない6カ月以上ねたきり
の身体障害者…8,650円（支給は年2回） 

 
年金と医療 
●障害基礎年金 
36ページをご覧ください。 
●特別障害給付金    問 国保年金課 ☎内線326 
 平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前の厚
生年金等加入者の配偶者で、国民年金の任意加入期
間に加入していなかった方が、その期間に初診日が
あり、現在障害基礎年金の1級または2級の障害の状
態にある場合。 
●心身障害者扶養年金 

 問 障害福祉支援課 ☎内線389 
 心身障害者や精神障害者を扶養している方が加
入者として毎月掛け金を支払い、加入者に万が一の
ことがあった場合に残された障害者に年金が支給
されます。 
対象 ①身体障害者手帳1級～3級②療育手帳③精

神障害者保健福祉手帳で①または②と同
程度と認められる方を扶養している県内
在住の65歳未満の方 

年金支給額 1口あたり月額2万円（2口まで加入可） 
●障害者（児）医療費の助成 

問 障害福祉支援課 ☎内線391 
 心身障害者（児）が、治療により医療費を支払っ
たときに、保険診療の自己負担分を助成します（所
得制限があります）。 
助成額 
他の公費負担制度の適用を受ける場合や高額療養
費として補填される金額、健康保険組合から支給さ
れる附加給付金を除いた額 
対象 

身体障害者手帳1級・2級または療育手帳の○Ａ～Ａ
の2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方 
※平成27年8月1日以降に65歳以上で手帳を新規に
取得、もしくは等級・程度変更した方は対象外 

自己負担額 
通院1回、入院1日につき200円（保険調剤は無料） 
ただし、市民税所得割非課税世帯は無料です。 
●自立支援医療の給付 
 障害の消失、軽減を目的とする育成医療と更生医
療及び通院費の負担軽減を目的とする精神通院医
療の3つの給付制度があり、都道府県知事の指定医
療機関による診療に限定されます。医療費の自己負
担はいずれも原則1割となり、同一の加入医療保険
を単位とした世帯の住民税の課税状況によって、月
の負担上限額が設定された受給者証が発行されま
す。 
 対象者や適用される医療の範囲は以下のとおり
となっています。事前にご相談ください。 
1.育成医療 

 問 障害福祉支援課 ☎内線384、391 
対象 疾病を放置すると将来にわたり機能障害を

残す場合、確実に治療効果が期待できると判
断される18歳未満の方。身体障害者手帳の有
無は問わない 

医療の範囲 
視覚、聴覚、平衡、音声言語、そしゃく、心臓、じ
ん臓、免疫、その他の内臓機能障害にかかる手術等 
2.更生医療 

問 障害福祉支援課 ☎内線384、391 
対象 身体障害者手帳を所持する18歳以上の方。県

障害者相談センターの要否判定が必要とな
ります 

医療の範囲 
角膜手術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、肝
臓移植術、じん移植術、人工透析療法、抗免疫療法
等 
3.精神通院医療 

問 障害福祉支援課 ☎内線384、391 
対象 
通院により精神疾患（てんかんを含む）の治療を受
けている方 
 
暮らしの支援 
●日常生活用具の給付 

 問 障害福祉支援課 ☎内線350 
 障害者（児）が日常生活を便利にするための用具・
用品を給付します。種目によって個別障害の等級や
基準額が定められています。また、介護保険との共
通の用具については、介護保険が優先されます。 
 
種類 
介護・訓練支援用具…特殊寝台等。 
自立生活支援用具…入浴補助具・聴覚障害者用屋内
信号装置・火災警報器等。 
在宅療養等支援用具…電気式たん吸引器・ネブライ
ザー・視覚障害者用体温計及び体重計等。 
情報・意思疎通支援用具…ポータブルレコーダー・
拡大読書器・文字読上げ装置・音声時計・聴覚障害
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者用通信装置・情報受信装置・パソコン周辺機器・
人工喉頭等。 
排せつ管理支援用具…ストーマ装具・紙おむつ等。 
居宅生活動作補助用具…住宅改修費。 
費用 世帯の所得状況により自己負担があります。 
※購入後の給付は受けられません。事前にご相談く
ださい。 

●訪問入浴サービス 
 問 障害福祉支援課 ☎内線350 

 移動入浴車による訪問入浴を行っています。 
対象 
介護者が入浴の介助を行うことが困難な重度の心
身障害者（児）や難病患者、がん末期の方で、主治
医が入浴を認めた方 
費用 世帯の所得状況により自己負担があります。 
●補装具費（購入・修理）の支給 

問 障害福祉支援課 ☎内線350 
 障害の種別と程度に応じて補装具の購入または
修理にかかる費用を支給します。 
種類 
視覚障害…義眼・眼鏡・盲人安全つえ。 
聴覚障害…補聴器。 
肢体不自由…歩行器・歩行補助つえ・義肢・装具・
座位保持装置・車いす・電動車いす・重度障害者用
意思伝達装置。 
費用 原則1割の自己負担。ただし、所得状況によ
り負担上限額があります 
※種目によっては、県障害者相談センターの判定が
必要となります。事前にご相談ください。 

●理髪サービス 問 障害福祉支援課 内線350 
 外出が困難な心身障害者やねたきり高齢者等の
家庭に、理容師を派遣します（年間4回）。 
対象 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○Ａ～Ａ
の2、精神障害者保健福祉手帳1級、ねたきり高齢者
等福祉手当を受けている方で、いずれも外出が困難
で家族の介護だけでは理髪が行えない方 
費用 所得に応じて自己負担（1回1,000円）があり
ます 
●配食サービス 問 障害福祉支援課 内線350 
 食事の支度ができない障害者に夕食を配達しま
す。 
対象 自分で食事の支度ができず、容易に外出でき
ない障害者やがん末期患者のみの世帯、同居する介
護者の就労等によりおおむね12時間以上一人の状
態にある世帯の方で、いずれも65歳未満の方 
費用 1食400円 
●ごみ出し支援ふれあい収集 

17ページをご覧ください。 
 
 
●障害者等住宅改造費の助成 

問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
障害者やがん末期患者が安全に生活するための

住宅改造費用の一部を助成します（所得制限があり
ます）。 
助成額 基準額の2分の1（障害の程度に応じ、上限

が50万円までと20万円まで） 

※改造後の助成はできません。事前にご相談くださ
い。 

●はがきの無料配布 
問 日本郵便（我孫子郵便局） ☎7182-0001 
身体障害者手帳1級・2級の方と療育手帳○Ａ～A

の2の方を対象に、一人につき通常郵便はがき20枚
を無料で配布します。 
受付期間 4月1日～5月末日 
●ＳＯＳネットワーク 

56ページをご覧ください。 
●緊急通報システム 

 問 障害福祉支援課 ☎内線350 
ボタン一つで消防署やあらかじめ登録した親族

に通報する専用電話機を貸与します。 
対象 65歳未満の障害者のみの世帯または介護者

が就労等で12時間以上ひとりの状態にある
世帯 

費用 月額500円（生計中心者が市民税非課税また
は均等割のみの非課税世帯の方は無料） 

●「あい・あびこ」の在宅支援 
問 あい・あびこ事務局 ☎7185-5889 

 住民が住民を支えあう、住民参加型・有料・在宅
援助の会です。市内在住の高齢者や障害者、ひとり
親世帯及び病気やケガ等で家事が困難な方、産後間
もないお母さんの日常生活を支えるための援助を
行っています。 
援助内容 食事づくり、掃除、洗濯、買い物、話し

相手、代筆・代読等 
利用時間 月曜日～金曜日午前9時～午後5時 

（祝日、年末年始はお休み） 
費用 入会金1,000円、平日午前9時～午後5時の間

…1時間1,000円、その後30分500円、 
上記以外や土・日曜日等特別な場合…1時間
1,100円、その後30分550円 

●失語のある人向け意思疎通支援者派遣事業 
問 障害者福祉センター ☎7185-1124 

 失語のある方のお話し相手や外出先での意思伝
達を支援するため、意思疎通支援者を派遣します。 
●手話通訳者・要約筆記者の派遣・配置 
問 障害福祉支援課 ☎内線385 FAX7183-1158 
◆手話通訳者・要約筆記者の派遣 
 聴覚障害者の意思の疎通を円滑にするため、手話
通訳者や要約筆記者を派遣します。 
◆市役所での手話通訳者の配置 
 市役所庁舎内に、手話通訳者を配置しています。 
配置日 月曜日～金曜日午前9時～午後4時（開庁日） 
●訪問リハビリ 

問 障害者福祉センター ☎7185-1124 
 市の専門職員が訪問して、機能訓練や介護方法の
指導、住宅改修についての相談を行っています（介
護保険のリハビリテーションを受けていない方）。 
対象 在宅の身体障害者とその家族 
●外出訓練 

 問 障害者福祉センター ☎7185-1124 
 市の専門職員がエスカレーターの利用、電車・バ
ス等の公共交通機関の利用訓練等を行います。 
対象 屋外の移動が自立している障害者 
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●成年後見制度 
問 千葉家庭裁判所松戸支部 ☎047-313-0153 

我孫子市高齢者支援課 ☎内線429、382 
我孫子市障害福祉支援課 ☎内線385、480 

 認知症や知的障害・精神障害等により、判断能力
が十分ではない人の預貯金の管理等（財産管理）や
日常生活でのさまざまな契約等（身上監護）を支援
していく制度です。 
※あびこ後見支援センターについては57ページを
ご覧ください。 

●一時介護委託料の助成 
問 障害福祉支援課 ☎内線481 

各障害者手帳を所持する障害者（児）を家庭で介
護している方が、疾病等で介護ができなくなり、一
時的に有料で介護人に介護を委託した場合に、費用
の一部を助成します。 
助成額 
1日4時間以内…日額2,500円以内、1日4時間を超
えるとき…日額5,000円以内（年間5万円まで）〈支
給は年3回〉 
※介護証明手数料は、1件につき100円まで助成。 
●日中一時支援 

問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
障害者（児）に日中の活動の場を提供し、障害者
（児）の家族の一時的な休息や就労支援等を目的と
するサービスです。必要に応じて自宅や学校、通所
している施設等からサービス提供事業所まで、サー
ビス提供事業所から自宅等までの送迎を行います。 
対象 日中、一時的に見守り等の支援や活動の場が

必要な市内在住の障害者（児） 
 
外出支援 
●音声誘導装置送信機の貸し出し 

問 障害福祉支援課 ☎内線350 
 市内の公共施設や駅、バス・タクシー乗り場等に
設置されている音声誘導装置を利用するための小
型発信機を、視覚障害者に無料で貸し出します。 
●障害者自動車運転免許取得費の助成 

問 障害福祉支援課 ☎内線350 
支給額 取得経費の3分の2（10万円まで） 
対象 身体障害者手帳1級～4級、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳の所持者 
※運転免許の取得前にご相談ください。 
 
●移送サービス事業 
問 社会福祉協議会移送サービス ☎7185-5303 
 公共の交通機関を利用することが困難な高齢者、
障害者の方（利用前に会員登録が必要）に、ボラン
ティアが運転する福祉車両を派遣します。ご家族等
に運転できる方がいる場合は、福祉車両の貸し出し
をしています。 
費用 1日350円と燃料代（1kmあたり50円） 
 
●身体障害者用自動車改造費の助成 

問 障害福祉支援課 ☎内線350 
 下肢・上肢または体幹に障害のある1級・2級の方
で、自動車を所有し運転する方が、ハンドルやアク

セル等の一部を改造するときに、費用の一部を助成
します（所得制限があります）。 
※事前にご相談ください。 
支給額 1件につき10万円まで 
●ガイドヘルパーの派遣 

問 障害福祉支援課 ☎内線350 
 屋外での移動に困難がある障害者（児）について、
外出のための支援を行うことにより、地域での自立
生活と社会参加を促します。 
●福祉タクシー利用券の交付 

問 障害福祉支援課 ☎内線350、381 
 外出の困難な障害者に、タクシーの乗車料金の一
部を助成する「福祉タクシー利用券」を交付します。 
対象 身体障害者手帳1級・2級の方、療育手帳○Ａ

～Ａの2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の
方 

交付枚数 1カ月あたり4枚（人工透析治療を受けて
いる方は1カ月あたり8枚） 

●高齢者・障害者の送迎バス利用 
85ページをご覧ください。 

●タクシー料金の割引 
問 千葉県タクシー協会 ☎043-307-7002 

 身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、料
金が10％割引となります。各県の業者団体の実施の
ため、運転手に必ずご確認ください（手帳の写真で
本人確認がされます）。 
※鉄道・バス・航空運賃、有料道路料金等が割引さ
れる制度もあります。 

●市営自転車駐車場使用料の免除 
問 交通課 ☎内線533、330 

 生活保護受給証明書、身体障害者手帳、療育手帳
または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が市
営の自転車駐車場を利用する場合、申請により定期
使用料を免除します。 
●視覚障害者の外出サポート 
問ボランティア市民活動相談窓口 ☎7185-5233 
全国視覚障害者外出支援連絡会への加盟により、

全国外出サポートボランティアと連絡調整して、外
出支援を行います。 
●車いすの貸し出し 

問 社会福祉課 ☎内線308、652 
社会福祉協議会 ☎7184-1539 

歩行が困難な方へ一時的（3カ月以内）に無料で
貸し出します。 
※社会福祉協議会での貸し出しは、1カ月以内。 
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税金・公共料金 
●税金の控除・減免
問 所得税・相続税・贈与税…柏税務署☎7146-2321 

市県民税…課税課 ☎334、383 
軽自動車税…課税課 ☎338、457 

自動車税（環境性能割・種別税）・軽自動車税 
（環境性能割）…柏県税事務所 ☎7147-1231 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳をお持ちの方は、所得税、相続税、贈与税、市県
民税、自動車税（環境性能割・種別税）、軽自動車税、
軽自動車税（環境性能割）の控除や減免を受けるこ
とができる場合があります。 
●ＮＨＫ受信料の減免

問 障害福祉支援課 ☎内線 350 
障害者世帯は、ＮＨＫ放送の受信料が減免されます。 
対象・内容 
1.全額免除
身体障害者または精神障害者保健福祉手帳を所持す
る方、あるいは知的障害者がいる世帯で世帯構成員
全員が住民税非課税の場合
2.半額免除
視覚障害者、聴覚障害者、身体障害者手帳 1・2級の
方、精神障害者保健福祉手帳 1 級の方、重度の知的
障害者のいずれかで、障害者本人が世帯主（住民票
上）であり、かつ契約者の場合

施設利用者への助成 
●支援施設等への通所費用の助成

問 障害福祉支援課 ☎内線481
障害者の通所施設、地域活動支援センター等に通

所する費用を助成します（支給は年4回）。 
支給額 
路線バス・鉄道…主たる通所方法により要する運賃
の1カ月定期代を22日で割った金額と往復運賃の
どちらか低い方で、最も経済的と認められる方法に
より算定した額。 
自家用車…距離に応じた助成額。2㎞未満50円、2㎞
以降2㎞ごとに50円加算。 
原付等（自動二輪含む）…自家用車を利用した場合
の助成金額の1/4。 
●障害者グループホーム等の入居家賃の助成

問 障害福祉支援課 ☎内線391 
障害者グループホーム、障害者生活ホーム等の入居
家賃の一部を助成します。 
助成額 
家賃の2分の1に相当する額（上限月額2万5,000円） 
ただし、特定障害者特別給付費の支給対象の場合は、
家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の2
分の1に相当する額 
※市町村民税非課税の方が対象です。

障害者の施設 
障害者福祉センター 

問 ☎7185-1124
 18歳以上の障害者の自立と社会参加を促進する
ための訓練、絵画や陶芸等の創作的活動、スポーツ
レクリエーション等を行う通所施設です。
所在地 新木1637
開所時間 毎週月曜日～金曜日午前10時～午後3

時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は
お休み） 

あらき園 
問 ☎7185-2459

 18歳以上の常時介護が必要な障害者を対象に、生
活支援や創作的活動等の提供を行う通所施設です。 
所在地 新木1637 
開園時間 月曜日～金曜日午前9時～午後4時（土曜

日、日曜日、祝日、年末年始はお休み） 

みどり園 
問 ☎7187-0511

 18歳以上の障害者を対象に、自立のための生活指
導と作業指導を行う入所施設です。 
所在地 中峠2310 

通所施設 
18歳以上の障害者を対象に、生活支援等を行う施

設です。 
名称 所在地 電話 

みずき 古戸 804 7187-5171 

むつぼし 柴崎 845-1 7184-6258 
けやき 
社会センター 都部新田 37-2 7187-1944 

i工房 南新木 1-19-7 7139-1153 

i工房 c.s.d 布佐平和台 1-1-
112 7197-2283 

ウイング 中峠 1270-1 7187-4505 

希望の橋 都 12-5 渡辺マ
ンション 1階 7186-7612 

おおばん 新々田 30-4 7189-5794 

はるか 
湖北台 1-12-18 7188-7594 
中里 324-20 
HSKビル 7137-7793 

すまいる 下ヶ戸 1826-1 7182-9922 

アビシェｂ
久寺家 2-1-20
フェニックス
203号室

080- 
4866-0401 

みんなの広場
「風」 久寺家 1-10-11 7186-0728 

ライフ 湖北台 1-13-8 
2階 7196-7782 



障害者の福祉 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
51 

名称 所在地 電話 
リライフ 本町 2-3-21 2階 7192-8418 
ハッピー
アベニュー

柴崎台 4-7-14-
204 7157-3412 

ハッピー
ストリート 我孫子 4-16-23 7189-7496 

エール我孫子 天王台 3-22-10
天王台岩佐ビル 7190-5731 

テイクハート
我孫子

本町 2-2-10 三
共関東ビル 3階 7196-7035 

グループホーム 
問 障害福祉支援課 ☎内線 350、381 

障害者の自立を支援するための住居です。 
名称 所在地 電話 

むつぼし生活寮 柴崎 825-3 7184-7272 
ケアホームパレット 南新木 1-12-1 7187-1865 
ケアホームアザレア 布佐 1598-2,3 7181-6661 
ケアホームアヴァンセ 布佐 1152-2,3 7189-4171 

ケアホームアメリア 布佐平和台 4-
1-2 7157-0131 

わがや 柴崎 981-2-
103 7185-4885 

空 中峠台 34-5 7188-5321 
地球 都部新田 13-1 7168-0942 
ベルウイング 湖北台 3-15-1 7188-7460 

Ohana 東我孫子 2-8-
20 7197-6321 

みどりの家 中峠 2291 7188-4655 
ファルベ 南新木 1-29-28 7197-5141 
クレール 南新木 1-29-27 7186-7210 

わさんぼん 緑 1-2-20-
202･402 

070- 
4106-9543 

希望の大地天王台 柴崎台 1-2-10 7199-9113 
ソーシャルインクルー
ホーム我孫子南新木 南新木 2-20-8 7193-8956 

グループホーム 
ライムの木

中峠 1778-6サ
ンウィング 202
号室 

7115-8769 

わおんグループホーム 
ほっこりホーム 寿 2-21-16 080- 

3317-3778 

障害者生活ホーム 
問 障害福祉支援課 ☎内線 350、381 

知的障害者の自立を支援するための住居です。 
名称 所在地 電話 

生活ホーム北斗 布佐 2749-9 090- 
7015-5316 生活ホーム第 2北斗 布佐 2735-1-

103・104 

地域活動支援センター 
問 障害福祉支援課 ☎内線 350、381 

 障害者に就労の機会を提供し、作業訓練や生活指
導等を通じて自立を支援する施設です。 

名称 所在地 電話 
地域活動支援センター・ 
イエローハート 湖北台 8-6-21 7187-6183 

地域活動支援センター・ 
にじ 中峠台 26-3 7181-5771 

特定非営利活動法人・ 
ステップ

柴崎台 4-10-
34-103 7183-8877 

カフェ lieto(リエット)
問 社会福祉協議会 ☎7184-1539 

高次脳機能障害の方の集いのカフェ 
日時・場所 毎月第1月曜日13時から15時30分（祝
日の場合は翌週） 福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
（けやきプラザ1階） 



高齢者の福祉 
 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
52 

高齢者の福祉 
高齢者相談窓口 
●高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター） 
 高齢者の方が、住みなれた地域で安心して、その
人らしい生活を継続していくことができるように、
介護・福祉・健康・医療等さまざまな相談に応じ、総
合的に支援します。無料でご利用いただけます。 
○介護保険で、事業対象者、要支援1・2と認定され
た方を対象に総合事業サービス、予防給付サービ
スのケアプラン作成のお手伝いをします。 

○お金の管理や契約に関する不安があるとき、頼れ
る家族がいない場合等で、成年後見制度の利用が
必要な場合に手続きの支援や団体の紹介等のお手
伝いをします。 

○悪質な詐欺商法等を防止するため、消費生活セン
ター等の必要な機関と連携して皆さんの権利を守
ります。 

○高齢者虐待に関し、中心となって市民の皆さんや
福祉関係者、警察、医療機関と連携し、虐待の早期
発見・把握に努め高齢者の皆さんとその家族を守
ります。 

○高齢者やその家族の介護に関する相談以外にも
「健康や福祉、医療や生活」に関する悩みや相談
にも対応します。 

 
◆我孫子北地区高齢者なんでも相談室 
所在地 我孫子4-5-28 山長第6ビル1F 

☎7179-7360 FAX7179-7362 
担当地区 布施、布施下、弁天下、久寺家、根戸、

つくし野、台田、我孫子、並木 
＊根戸、我孫子は鉄道路線の北側 

 
◆我孫子南地区高齢者なんでも相談室 
所在地 緑1丁目4番5号モリエビル1F 

☎7199-8311 FAX7199-8322 
担当地区 根戸、根戸新田、呼塚新田、船戸、我孫

子、我孫子新田、白山、本町、緑、寿、
栄、若松 
＊根戸、我孫子は鉄道路線の南側 

（地図は右上） 
 
 
 
 

 
◆天王台地区高齢者なんでも相談室 
所在地 柴崎台4-5-13クオリティヒル大塚1F 

☎7182-4100 FAX7128-5716 
担当地区 泉、天王台、東我孫子、柴崎、柴崎台、

北新田、日の出、青山台、青山、南青山、
高野山、高野山新田、下ヶ戸、岡発戸、
岡発戸新田、都部、都部新田、都部村新
田 

 
◆湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室 
所在地 湖北台1-12-19 

☎7187-6777 FAX7187-6778 
担当地区 湖北台、中峠台、中峠、中峠村下、中里、

中里新田、古戸、日秀、日秀新田、上沼
田 
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◆布佐・新木地区高齢者なんでも相談室 
所在地 布佐平和台4-1-1 

☎7189-0294 FAX7189-0290 
担当地区 新木、新木野、新木村下、中沼田、南新

木、布佐酉町、布佐、布佐平和台、江蔵
地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、
相島、大作新田、布佐下新田、浅間前新
田、浅間前、下沼田 

 
◆我孫子市高齢者なんでも相談室 
所在地 市役所西別館3F 高齢者支援課内 

☎7185-1112 FAX7186-3322 
担当地区 市内全域 
 
きらめきデイサービス 

 問 高齢者支援課 ☎内線411、412 
 高齢者同士の交流の場として、囲碁や食事会、健康体操、手芸、花見、バス旅行等、さまざまな取り組み
を行っています。 

名称 実施場所 開催日時 参加費 

並木小ふれあいサロン  我孫子北近隣センター並木本館 
（並木 5-4-6） 

毎月第4金曜日（7、12月
は第2金曜日）  
 10時～11時30分 

1回100円 

湖北台ふれあいサロン 
湖北台市民センター 
湖北台近隣センター 
（湖北台 8－2－1） 

第4水曜日(12月は第1水
曜日)  
 10時～11時30分 

1回100円 
（12月は200円） 

湖北地区ふれあいサロン 湖北地区公民館 
（中里 81-3） 

第3金曜日   
 10時～12時00分 1回100円 

手賀沼ふれあいサロン 生涯学習センター「アビスタ」 
（若松 26-4） 

第1・3木曜日   
 10時～11時30分 1回100円 

天王台ふれあいサロン  近隣センターこもれび 
（東我孫子 1-41-33）  

第1水曜日   
 10時～11時30分 1回100円 

新木ふれあいサロン 新木近隣センター 
（新木 1500） 

第2水曜日   
 10時～11時30分 1回100円 

さつきの会 近隣センターふさの風 
（布佐 2972-1） 

第2火曜日  
 9時30分～11時30分 1回100円 

つくし野みなみサロン 
我孫子北近隣センター 
つくし野館 
（つくし野 3-22-1） 

①第2・4水曜日  
 10時～11時30分 
②第4月曜日  
 10時～11時30分 

1回100円 

台田ふじの会 柏聖アンデレ教会 
（台田 3-3-8） 

第3水曜日 
 10時～11時30分 1回100円 

一粒の麦 木田宅 
（都部 83-1）  

①第1・3火曜日  
 10時～14時30分 
②第2・4金曜日 
 10時～14時30分 

1回700円（送迎
は別途500円） 

白山ミニサロン 白山パレフィックグリーンタウ
ン集会室 

第1・3金曜日    
  10～11時 無料 
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名称 実施場所 開催日時 参加費 

ひなぎくの会 泉集会所 
（泉 38-41） 

①第1・3火曜日  
 9時30分～11時30分 
②第2金曜日 
 13時30分～15時30分 

①無料 
 
②1回100円 

布佐平和台シニアサロン 
“かえで” 布佐南近隣センター 第4水曜日 

 9時30分～１2時00分 1回100円 

ふれあいサロンＡＣＯＢＡ 本町 1-2-3 青木ビル１F                 第3木曜日  
 10時～14時           1回500円 

よりみちサロン「風」 

①久寺家近隣センター  
（久寺家 686-5）          
②みんなの広場「風」 
（久寺家 1-10-11） 

①毎週火曜日（第２火曜
は午前も実施） 
 12時30分～14時 
②毎週水・金曜日 
 10時～16時 

無料 

つどいの家湖北台 
 
石井宅（湖北台 3-15-14） 
      

毎週木曜日 
 13時～15時 
第3月曜日 
 10時～15時 

無料 

結いの会 つどいの家なみき 並木 8-16-8 毎週火・水・木曜日  
10時～16時 無料 

湖北台団地ふれあい交流会 湖北台団地中央集会所 
（湖北台 7-58-103） 

毎月第3金曜日(8月は休
み) 
10時～11時30分 

1回100円 

ふらりえ新木野 ふらりえ新木野 
（新木野 3-5-3） 

①毎週火・木・土曜日 
 13時～17時 

無料(コーヒー代は
徴収) 

 
オレンジカフェ 

 問 高齢者支援課 ☎内線396、429 
 認知症の方・ご家族、地域の方、誰もが気兼ねなく過ごせるつどいの場です。 

名称 実施場所 開催日時 

縁が和茶屋 cocokara 福祉ショップ＆軽喫茶 
ぽぽら（けやきプラザ1階） 

第3月曜日10:30 
～15:00（祝日の場合は翌週月曜日） 

てんのうだいおれんじカフェ セントケア我孫子 
デイサービス（天王台4-5-1） 

原則第4水曜日 
17:00～20:00 

オレンジカフェわごころ わごころケアセンター 
（柴崎台2-8-10坂入ビル1階） 毎月 第2日曜日 

HokuHokuカフェ 
湖北・湖北台地区の 
施設・デイサービス・小規模多機
能施設など、輪番で施設を利用 

2か月に1回（第2日曜日）13：30～15：30 
＊要予約 
※基本は上記だが変更もあるため要問い合わせ 

ロイヤルカフェ 我孫子ロイヤルケアセンター 
（中峠2614） 

2か月に1回（第3日曜日）13：30～15：30 
※基本は上記だが変更もあるため要問い合わせ 

オレンジカフェめいとカフェふさ グランドめいと我孫子布佐 
（布佐2195-2） 毎月 第3水曜日 

お休み処 
 問 湖北台地区社協☎7188-1410 

 高齢者の皆さん等が、買い物のついでに気軽に立
ち寄り、お茶を飲んだり会話を楽しんだりできる施
設です。お立ち寄りいただいた高齢者の方に、お買
い物を自宅近くまでお届けするポーターサービスも
あります。 
 
所在地 湖北台1-13-4（湖北駅南口） 
利用時間 午前10時～午後4時（利用料無料） 

休館日 年末年始、お盆の時期、土曜日・日曜日（令
和元年10月～） 

※ボランティアスタッフを随時募集しています。（1
カ月のうち半日でも可） 

 
老人クラブ 

 問 高齢者支援課 ☎内線412 
 高齢者が健やかに豊かな生活を送るために、地域
ごとに社会奉仕やレクリエーション活動、健康増進
のための活動を行っている会員組織の団体です。 
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活動内容 高齢者文化祭、地域清掃等のボランティ
ア活動、ゲートボール、各種レクリエー
ション活動ほか 

 
シルバー人材センター 

 問 ☎7188-2200 FAX7188-2225 
 高齢者にふさわしい仕事を、企業・家庭・公共団
体等から引き受け会員に提供する県知事許可の公益
法人です。また、会員の技能や技術を高めるため、
各種の講習も実施しています。 
※センターの仕事中の傷害は、シルバー賠償責任保
険の補償が受けられます。 

所在地 中峠2607 老人福祉センターつつじ荘隣 
主な仕事 
技能系（大工仕事、ペンキ塗り、植木手入れ等） 
軽作業系（公園清掃、草刈り、植木の水やり等） 
管理系（駐車場・駐輪場の管理等） 
事務系（受け付け、一般事務、宛名書き等） 
入会資格 市内在住で60歳以上の働く意欲のある

方 
会費 年会費2,400円 
センターへの仕事の依頼方法 
収益を目的にしていないので割安です。仕事の内容・
金額等、お気軽にご相談ください。お仕事に最適な
会員をご紹介します。 
※見積は無料です。 
 
長寿大学 

 問 教育委員会生涯学習課 ☎7182-0511 
 長寿大学は、年間学習計画に沿って、さまざまな
行事や学習をする4年制の学級です。 
日程 年24回、月に2～3回程度 
場所 湖北地区公民館 
対象 市内在住の65歳以上の方で、4年間継続して

出席できる方（定職を持たない方） 
 
敬老祝金 

 問 高齢者支援課 ☎内線412 
 長寿をお祝いして敬老祝金を贈呈します。 
対象 毎年9月1日現在で引き続き5カ月以上市内に

居住している次の年齢の方 
贈呈額 満88歳…1万円 

満100歳…3万円 
（対象者には7月中旬に必要書類を郵送します） 
 
高齢者の施設 
根戸福祉センター 
 1階がデイサービスセンター、2階が福祉センター
と学童保育室になっています。 
所在地 つくし野4-17-1 
＊福祉センター 
問 我孫子北地区社会福祉協議会 ☎7165-3434 
ボランティア活動等地域福祉活動の拠点施設です。 
利用時間 ふれあい交流室（大）及び（小） 

月～金曜日 午前9時～正午 

日曜日 午前9時～午後5時 
休館日 年末年始、定期清掃日 
利用対象 地域で福祉活動を行うグループ等 
利用料 無料（予約制） 
受付 月～金曜日の午前9時～午後4時 
 
西部福祉センター 

 問 西部福祉センター ☎7185-5818 
 老人福祉センターと地域福祉センターの複合施設
です。 
所在地 根戸917-1 
※巡回バスを運行しています。 
＊老人福祉センター 
 大集会室と小集会室や浴室等があります。大集会室
はカラオケ、小集会室は囲碁や将棋等が利用できます。 
＊地域福祉センター 
 ボランティア室と教養娯楽室があります。社会福祉
関係のボランティア活動の場として利用できます。 
利用時間 午前10時～午後4時 

（浴室の利用は午後3時まで。ただし、日
曜日は午後1時まで。） 

休館日 月曜日、祝日（敬老の日を除く）、毎月第1・
3・5週目の火曜日、年末年始 

利用料 老人福祉センター…60歳以上の方は無料、
60歳未満で100円、福祉関係のボランティ
ア団体は無料 

 
老人福祉センターつつじ荘 

 問 老人福祉センターつつじ荘 ☎7188-0123 
 静かな環境の中で、高齢者の皆さんにゆっくりと
くつろいでいただくための施設です。 
所在地 中峠2607 
利用時間 午前10時～午後4時（浴室の利用は午後

3時まで。ただし、日曜日は午後1時まで。） 
休館日 月曜日、祝日（敬老の日を除く） 
毎月第1・3・5週目の火曜日、年末年始 
利用対象 市内在住の60歳以上の方 
施設内容 舞台付大広間（150畳）、小集会室（30

畳）、娯楽室（20畳）、浴室、ロビー、
図書室ほか 

利用料 市外及び取手市在住の60歳以上の方は無
料、60歳未満の方は100円。市外（取手市
在住以外）の60歳以上の方は300円 

※巡回バスを運行しています。 
※問 障害福祉支援課 内線389 
西部福祉センターと老人福祉センターつつじ荘で

は視覚障害者マッサージ師によるマッサージを行っ
ています。詳しくはお問い合わせください。 

 
介護保険以外の在宅サービス 
ショートステイ 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 特別養護老人ホーム・養護老人ホームに宿泊して、
食事・入浴・リハビリ等を行います。 
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対象 短期入所による生活支援が必要な高齢者や、
介護者の疾病等により一時的に在宅生活が困
難な状態になった高齢者（介護保険の認定を
受けた方を除く） 

費用 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要す
る費用の10パーセント  

デイサービス 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 デイサービスセンターで入浴や食事、趣味活動、
リハビリ等を行います。 
対象 通所による生活支援を必要とする高齢者（介

護保険の認定を受けた方を除く） 
費用 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要す

る費用の10パーセント  
保健師の訪問 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 保健師等が高齢者の家庭を訪問し、健康について
の相談や、サービスの紹介等を行います。  
ホームヘルプサービス 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 ホームヘルパーが調理や洗濯、掃除、買物等の日
常生活をお手伝いします。 
対象 日常生活への支援を必要とする高齢者で特別

な理由で介護保険サービスを受けられない方 
利用料 1回の利用につき311円 
 
配食サービス 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 健康や栄養に配慮した夕食をご自宅にお届けしま
す。 
対象 心身機能の低下等に伴い夕食の支度が困難な

方で、高齢者のみの世帯や介護者が就労等で
12時間以上不在となる世帯に属する高齢者
の方 

費用 1食400円 
 
ごみ出し支援ふれあい収集 
 17ページをご覧ください。 
 
お元気コール 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 安否確認等のため、電話で定期的に連絡をとりま
す。 
対象 高齢者のみの世帯や介護者が就労等で12時

間以上不在となる世帯に属する高齢者の方
（利用は無料） 

 
高齢者福祉電話 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 65歳以上の高齢者のみの世帯で、所得が少なく電
話のない方に、緊急時の連絡や相談・助言のために
電話を貸し出します。 
 

緊急通報システム 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
体調不良時などに、ボタン一つで、市が委託する

事業者の受信センターや健康相談センターにつなが
る緊急通報機器を設置します。 
対象 高齢者のみの世帯または介護者が就労等で

12時間以上不在となる世帯で、緊急搬送の心
配のある高齢者の方 

費用 月額500円（市民税課税状況により無料） 
 
軽度の生活援助 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 家まわりの手入れ等の日常生活上のお手伝いをし
ます。 
対象 心身機能の低下等により、お手伝いが必要な

高齢者だけの世帯 
※除草作業は年2回まで利用可。所得制限あり。詳し
くはお問い合わせください。 

費用 次に示した額と原材料費、処分費等の実費相
当額。作業時間45分未満の場合、作業員1人
につき186円。作業時間45分を越える場合、
作業員1人につき229円とし、20分を越える
ごとに68円を加算した額 

 
寝具の乾燥と消毒 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 寝具を預かり、乾燥消毒してお届けします。 
対象 高齢者のみの世帯や高齢者の介護者が就労等

で12時間以上不在となる世帯で、心身機能の
低下によりふとんを干すことが困難な高齢者
の方 

費用 1回200円 
（生計中心者の当該年度の市民税が非課税ま
たは均等割のみ課税もしくは合計所得金額が
125万円以下の方は無料） 

 
ＳＯＳネットワーク 

 問 高齢者支援課 ☎7185-1112 
 認知症の高齢者や心身障害者（児）の行方がわか
らなくなったとき等に、警察署から協力団体にファ
クスで連絡し、早期保護をめざします。 
※行方がわからなくなった方の発見依頼は、警察署
（☎7182-0110）へ連絡を。 
 
徘かい探知機の貸し出し 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
対象 認知症の症状のある高齢者の方または、若年

性認知症の症状のある在宅の方 
費用 月額500円 

（生計中心者の当該年度の市民税が非課税ま
たは均等割のみ課税もしくは合計所得金額が
125万円以下の方は無料） 
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高齢者等見守りシール交付 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
対象 認知症によるひとり歩き行動（徘徊行動）に

より警察に通報・保護されたことがあり、要
介護又は要支援の認定を受け、在宅で生活さ
れている高齢者の方（若年性認知症の方も含
む） 

費用 無料 
 
あんしんカード配布事業 

 問 社会福祉協議会☎7184-1539 
救急時に本人等が病状を説明できない場合、医療

情報等を記入したカードを入れた筒型の容器を冷蔵
庫等に保管しておくことで、救急隊が保管された情
報を基に医療機関と連携し迅速な救命措置に役立て
ます。 
費用 65歳以上独居高齢者、65歳以上のみの世帯、

障害手帳をお持ちの世帯は無料 
上記以外の世帯１セット100円 

 
認知症の方の家族のつどい「あびこ」 

 問 高齢者支援課 ☎7185-1112 
 認知症の症状のある方のご家族を対象に、家族の
交流や情報交換を行います。 
日時 原則偶数月第2水曜日 午後1時30分～3時30

分 
場所 千葉県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ） 
 
高齢者インフルエンザ予防接種 
 44ページをご覧ください。 
 
日常生活用具の給付 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等に、
日常生活を便利にするための用具を給付します。 
種類 給付…電磁調理器・火災報知機・自動消火器 
対象 次の条件を全て満たす方 
＊おおむね65歳以上のひとり暮らし、または高齢者
のみの世帯 

＊身体等の状態により、防火等への配慮が必要な方 
＊生活保護法による被保護世帯の方または生計中心
者の前年分の所得税と当該年度の市民税が非課税
の方 

※用具の価格が基準単価を超える場合は、超えた部
分の費用は自己負担となります。 

 
住宅改造の相談と助成 
 問 52・53ページの各高齢者なんでも相談室へ 
 家の中の段差の解消や手すり等を設置するときに
工事費の助成を行います（事前申請が必要です）。 
対象 65歳以上で日常生活を営むために住宅改造
が必要な方で、生計中心者の当該年度の市民税が非
課税または均等割のみ課税もしくは合計所得金額が
125万円以下の方 
 

▼助成額 
区分 助成額の上限 

要介護 3・4・5の方 50万円 
要支援、要介護 1・2の方 20万円 
上記以外の65歳以上の方 2万5,000円 

 
高齢者移送サービス 

 問 高齢者支援課 ☎内線412 
 介護保険による認定が要介護3～5の方が、タクシ
ーで病院や福祉サービス施設へ通院・通所する場合、
初乗り料金を助成する「高齢者移送サービス利用券」
を1月あたり4枚交付します。 
 
高齢者・障害者の送迎バス利用 
 85ページをご覧ください。 
 
ねたきり高齢者等への福祉手当 

 問 高齢者支援課 ☎ 7185-1112 
 在宅で生活されるおおむね6カ月以上ねたきりま
たは重度認知症の65歳以上の方に手当を支給しま
す。ただし本人または配偶者の市民税課税状況によ
り支給制限があります 
（重度障害者福祉手当との併給はできません）。 
支給額 月額6,500円（支給は年2回） 
 
あびこ後見支援センター 

 問 社会福祉協議会 ☎ 7184-1539 
 認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力
が不十分な方が、地域で安心して生活できるようサ
ポートします。 
内容 ①成年後見制度に関する相談 

②成年後見制度に関する弁護士相談（要予約） 
※日時 毎月第4金曜日午後1時30分～4時

30分 
③法人後見の受任 
④日常生活自立支援事業 
※自分の判断で福祉サービスの利用や利用料
の支払が困難な方が自立した生活を送れる
よう支援します。 

⑤その他の事業 
※成年後見制度については、49ページにも掲載して
います。 

 
介護保険 
対象者とサービス利用の手順 
●被保険者と保険料 
65歳以上の方（第1号被保険者）と、40歳～64歳の
医療保険に加入している方（第2号被保険者）が加入
します。 
第1号被保険者の保険料は、所得に応じて決定され
ます。徴収方法は、年金支給額が年額18万円以上の
方は年金から天引き（特別徴収）、それ以外の方は
納入通知書による徴収（普通徴収）となります。 
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第2号被保険者の保険料は加入している医療保険に
よって異なり、健康保険料に上乗せして徴収されま
す。 
●介護保険サービスを利用するには 

問 高齢者支援課 ☎内線431、643 
 介護保険サービスを利用するには、要介護（支援）
認定の申請が必要です。 
 第1号被保険者は、原因を問いませんが、第2号被
保険者は、加齢による疾病（16種類の特定疾病）が
原因で、介護や支援が必要になった場合に申請でき
ます。申請は電話で受付できます。 
 コンピューターによる一次判定をもとに、介護認
定審査会での二次判定により、7段階の介護度（要支
援1・2、要介護1～5）が決まります。 
●介護サービス計画の作成 

問 高齢者支援課 ☎内線313、430、460 
居宅介護支援 
介護（予防）サービスを利用する前に、自分に合っ
た介護（予防）サービスを利用するため、居宅介護
支援事業者（地域包括支援センター）の介護支援専
門員（ケアマネジャー）に介護（予防）サービス計
画（ケアプラン）の作成を依頼します。 
小規模多機能型居宅介護 
事業所内で計画を作成し通所を中心に訪問介護や泊
まりのサービスを1カ所で組み合わせて利用できる
小規模な拠点です。 
 
サービスの種類と利用料 

 問 高齢者支援課 ☎内線313、430、460 
 介護保険のサービスは、居宅サービス、施設サー
ビス、地域密着型サービスがあります。 
 居宅サービスは、訪問介護や通所介護、福祉用具
の購入等、在宅介護を中心にしたサービスで、希望
するサービスを組み合わせて利用することができま
す。 
 施設サービスは、「要介護（要介護1～5）」と認
定された方が利用できるサービスで、福祉・保健・
医療の3つのタイプの施設があります（「事業対象者、
要支援1・2」と認定された方は利用できません）。 
 地域密着型サービスは、住み慣れた地域や我が家
で暮らし続ける人を支援するためのサービスです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼表1 居宅サービス（要介護1～5：介護給付、要
支援1・2：予防給付、事業対象者、要支援
1・2：総合事業〔利用できるサービスは訪問
介護と通所介護です〕） 
名称 内容 

訪問介護（ホームヘルプ） ホームヘルパーによる身体介護や生活支援 
訪問看護 看護師等による看護指導 
訪問入浴 巡回入浴車による入浴介護 

訪問リハビリテーション 理学療法士等によるリハビリ
指導 

居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師等に
よる療養指導 

通所介護（デイサービス） 
（介護給付、定員 19名以
上） 

通所介護施設での入浴・食
事・機能訓練 

通所リハビリテーション 介護老人保健施設等での機能
訓練 

短期入所生活介護 
（ショートステイ） 

介護老人福祉施設等での短期
入所による介護・日常生活の
世話・機能訓練 

短期入所療養介護 
（ショートステイ） 

介護老人保健施設等での短期
入所による介護・機能訓練・
医療・日常生活の世話 

特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入所して
いる方への介護 

福祉用具の貸与・購入 指定された福祉用具の貸与購
入費の支給 

住宅改修費の支給 手すりや段差解消等の工事費
の支給 

サービス計画の作成 ケアプランの作成 
 
▼表2 施設サービス 

名称 内容 

介護老人福祉施設 介護・機能訓練・療養上の世話を行
う施設 

介護老人保健施設 看護・リハビリ等の医療ケア・介護
施設 

介護療養型医療施設 長期にわたる療養や介護を行う医療
施設 

 
▼表3 地域密着型サービス 

名称 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症対応型通所介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型通所介護（定員 18名以下） 

定期巡回随時対応型訪問介護看護 
（利用料等は次ページ）
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●利用料                         問高齢者支援課 ☎内線 313、430、460 
介護サービスを利用したときは利用者の自己負担は、原則としてかかった費用の1割～3割です。要介護度

別やサービス別に、利用できる限度額が設けられています（居宅サービスは表4参照）。限度額を超えるサー
ビスを利用する場合は、超えた分は全額が自己負担となります。施設サービス利用者は表5の制度があります。 
▼表4 居宅サービスの支給限度額 
要介護度 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 
支給限度額
（月額） 50,320円 105,310円 167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円 

※福祉用具の購入（1年度あたり）…10万円 ※住宅改修費（原則1つの住居につき）…20万円 
▼表5 施設サービスの負担限度額（1日あたり） 

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費 
ユニット型 
個室 

ユニット型 
準個室 従来型個室 多床室 

第 1段階 
・市民税非課税世帯で老齢福祉年金の
受給者 
・生活保護受給者等 

820円 490円 490円 
（320円） 0円 300円 

第 2段階 市民税非課税世帯で年金収入額＋ 
合計所得金額が 80万円以下の方 820円 490円 490円 

（420円） 370円 390円 

第 3段階 市民税非課税世帯で、利用者負担段階 
第 2段階以外の方 1,310円 1,310円 1,310円 

（820円） 370円 650円 

上記以外の方の基準費用額  1,970円 1,640円 1,640円 
（1,150円） 

370円 
（840円以上） 

1,380円 
以上 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室は（  ）内の金額になります。 
※デイサービス・通所リハビリテーションの食費は自己負担です。 
※年金収入額は、課税年金収入と非課税年金収入の合計額です。 
※預貯金等が単身1,000万円超、夫婦2,000万円超の場合、対象外となります。 
 
利用料の減免・助成 

 問 高齢者支援課 ☎内線313、430、460 
●社会福祉法人サービス利用料の減免 
社会福祉法人の介護サービスを利用している方で、

特に生計が困難な場合には利用料が減免されます。 
●居宅介護サービス利用料の助成 
所得の少ない方で居宅サービスの利用限度額を超

えてサービスを利用する必要がある場合には、30％
超過分まで超過部分の2分の1を助成します。 
●高額医療・高額介護合算制度 
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者が

いる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額
が合算できます。それぞれの限度額を適用後、年間
の自己負担額を合算して、限度額（年額）を超えた
ときは、その超えた分が支給されます。 
●高額介護サービス費の支給 
同一の月に、同一世帯で介護サービスの自己負担

分（1割）の合計額が限度額を超えた場合に支給され
ます。 

対象 利用者負担 
上限月額 

市民税課税世帯の方 世帯44,400円 
市民税非課税世帯の加入者 世帯24,600円 

  
・課税年金収入額及び合計所得金
額の合計が80万円以下の方 
・老齢福祉年金受給者個人 

個人15,000円 

・生活保護の受給者 
・利用者負担を15,000円にしたこと
で生活保護の受給者とならない場合 

世帯15,000円 
個人15,000円 

 

※施設での介護保険給付以外のサービスと福祉用具
購入費、住宅改修費の利用者負担額は支給対象外
です。 

●所得税等の控除 
◆障害者控除 
障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上

で要支援または要介護の認定を受けていれば、確定
申告で税の控除を受けられる場合があります。 
 
◆医療費控除 
介護保険サービス時の自己負担は、確定申告で医

療費控除の対象となる場合があります。 
 

苦情や意見等は 
 問 高齢者支援課 ☎ 7185-1112 

●苦情・相談窓口 
 国の制度のほかに、市独自の対応を行っています。 
第1段階…地区担当職員が対応します。 
第2段階…地区担当職員での解決が難しい場合は、

介護保険担当職員が対応します。 
第3段階…第三者機関の介護保険調整委員会が公

正・中立な審査を行います。 
●介護相談員 
 介護サービス利用者の疑問や不満・不安等を解消
し介護サービスの質を高めるため、介護相談員を派
遣します。 
 相談員は、サービス提供の現場を訪問し、利用者
の意見や相談に応じます。 
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暮らしの福祉 
生活に困ったら 

 問 社会福祉協議会 ☎7184-1539 
 世帯の総収入が一定限度額以下の世帯や高齢者・
障害者の世帯で、他からの融資を受けることが困難
な世帯（原則、連帯保証人が必要です）への資金の
貸し付けをします。 
種類 住宅資金、教育支援資金、療養資金、総合支

援資金、不動産担保型生活資金ほか 
●善意銀行の小口貸し付け 

問 社会福祉協議会 ☎7184-1539 
 緊急かつ一時的に生活の維持が困難な場合、面接
や調査を行った上で、10万円を限度に貸し付けをし
ます。 
●生活保護   問 社会福祉課 ☎内線642、394 
 生活に困っている世帯に対し、その程度に応じて
必要な保護を行い、最低限の生活を保障するととも
に、自立を助けることを目的とする制度です。 
 生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類の扶助
があります。 
 
戦傷病者等への支援 
●戦傷病者・戦没者遺族への援護 

問 社会福祉課 ☎内線 377 
旧軍人や戦傷病者、戦没者の遺族の方々に、法律

の定める援護についての手続きを行っています。 
●原爆被爆者への見舞金 

 問 社会福祉課 ☎内線 649 
市内に在住する被爆者に見舞金を支給します。 

支給額 年額1万円 
 
民生委員・児童委員 

 問 社会福祉課 ☎内線 649 
 地区ごとに配置された民生委員・児童委員が、生
活に困っている方や高齢者、児童、障害者等の問題
で悩んでいる方々の相談・援助を行い、地域福祉の
増進に努めています。 
活動内容 市や社会福祉協議会の福祉事業への協

力活動、高齢者や障害者、ひとり親家庭
等の相談活動 

 
社会福祉協議会 

 問 ☎7184-1539 
 民間組織の自主性と高い公共性を併せ持ってい
る団体で、地域福祉の向上のためのさまざまな事業
を行っています。 
所在地 我孫子1861 
活動内容 地区社会福祉協議会の設

置、ボランティア・市民活
動の育成、共同募金運動、
結婚相談事業、介護保険
事業、介護予防事業、あび
こ後見支援センター事業、移送サービス
事業、福祉ショップ及び軽喫茶ぽぽらの
運営、福祉機器等の貸し出し等 

 
※社会福祉協議会が行っている結婚相談は13ペー
ジをご覧ください。 

●ボランティア市民活動相談窓口て・と・り・あ 
 問 ☎7185-5233 

主にボランティアや市民活動、自
治会や学校活動等、また、企業の社
会貢献活動の支援を目的とした施
設です。 
●あい・あびこ（住民参加型ホームヘルプサービ
ス） 

                       問 ☎7185-5889 
※詳しくは48ページをご覧ください。 
●移送サービス          問 ☎7185-5303 
※詳しくは49ページをご覧ください。 
●あんしんカード配布事業 
※詳しくは57ページをご覧ください。 
●あびこ後見支援センター 
※詳しくは57ページをご覧ください。 
●地区社会福祉協議会 
地区社会福祉協議会は、「地域福祉活動の「実践」

と「支援」の両面を持ち合わせた住民組織」で、知
育福祉の推進における中心的な住民組織です。市内
6地区に事務所があり、それぞれの地区の住民が活
動の担い手となり、様々な地区の福祉課題を見つけ、
地域福祉ネットワークで連携・協力して、地区の実
情に合った福祉活動（課題解決に向けた取り組み）
を実施しています。 
▼地区社会福祉協議会 

名称 所在地 電話 

我孫子北地区 
つくし野3-22-2-204 
我孫子ビレジ・ショッ
ピングセンター2階 

7165-3434 

我孫子南地区 緑1-4-5 森江ビル1階 7185-5117 

天王台地区 
東我孫子1-41-33 
近隣センターこもれび
内 

7183-9009 

湖北地区 中里335-1 
スーパーマスダ湖北店3階 7187-2551 

湖北台地区 湖北台3-1-1 
湖北台市民センター内 7188-1410 

布佐地区 
布佐2972-1 
近隣センターふさの風
内 

7189-2119 

※我孫子市社会福祉協議会では、ほかにも、在宅福
祉サービス関連や、生活福祉資金貸付制度等さま
ざまな事業を行っています。詳しくはお問い合わ
せください。 
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育児と仕事の両立支援 
保育園・認定こども園（幼保連携型）・小規模
保育事業所 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 仕事や病気等の理由で、保護者が就学前のお子さ
んの面倒をみることができない場合に、保護者に代
わってお子さんを保育します。 
保育時間 
月曜日～金曜日…午前8時30分～午後4時30分、 
土曜日…午前8時30分～午後12時 
延長保育時間 
月曜日～金曜日…午前7時～8時30分と午後4時30
分～7時 
土曜日…午前7時～8時30分と午後12時～午後6時
（私立保育園5時＜聖華みどり保育園・東あびこ聖
華保育園・天王台ななほ保育園・根戸保育園午後6
時 あびこ菜の花保育園・ミルキーホーム天王台
園・あびこ若松保育園午後7時＞） 
夜間延長保育時間 
聖華みどり保育園・ぽけっとランドあびこ保育園・
天王台さくら保育園・我孫子さくらっ子保育園…月
曜日～金曜日午後7時～8時 
あびこ菜の花保育園…月曜日～土曜日午後7時～8
時 
※日曜日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
はお休み。 
▼市立保育園 
名称 所在地 電話番号 定員 保育年齢 

寿 寿1-13-11 7182-9552 170人 57日目
～  湖北台 湖北台3-1-16 7188-2405 110人 

つくし野 つくし野4-
17-2 7184-8822 110人 6カ月～ 

 
▼私立保育園 

名称 所在地 電話番号 定員 保育 
年齢 

慈紘 湖北台3-13-
13 7188-0874 60人 

57日目
～ 

つばめ 中峠3047-1 7187-5005 30人 
ぽけっとラ
ンドあびこ 

我孫子1-19-
13 7184-5700 120人 

聖華みどり 緑1-6-2 7182-1059 120人 
ミルキーホー
ム天王台園 

柴崎台1-1-
47 7181-0011 70人 

川村学園女
子大学附属 下ヶ戸997-2 7183-5995 90人 

6カ月
～ 

禮和 布佐1857-10 7189-0879 60人 
天王台さく
ら 柴崎台4-9-7 7197-7093 80人 

あびこ菜の
花 台田2-2-8 7186-7087 100人 

アンジェリカ 我孫子2-8-1 7181-8500 90人 

東あびこ 
聖華 

東我孫子1-9-
31 7183-3165 120人 

天王台なな
ほ 柴崎 133-2 7186-7740 70人 

根戸 根戸967-2 7182-5572 80人 6カ月
～ 

天王台双葉 柴崎182-16 7185-0555 120人 
8カ月
～  双葉 新木野1-2-

28 7188-0665 90人 

めばえの森 白山2-7-5 7184-1313 90人 

湖北 中峠1423 7188-1059 60人 9カ月
～ 

 
▼幼保連携型認定こども園 

名称 所在地 電話番号 定員 保育 
年齢 

布佐宝 布佐2318 7189-2744 95人 6カ月
～ 

恵愛こども
園 

湖北台8-
17-9 7188-7771 125人 57日目

～ 

柏鳳 中峠台30-9 7188-3338 97人 7カ月
～ 

 
▼小規模保育事業所 

名称 所在地 電話番号 定員 保育年齢 
ぴくしーら
んど 

天王台1-
12-21 7126-0013 19人 

6カ月～ あびこ若松 若松170-1-
1A 7136-1845 19人 

我孫子さく
らっこ 寿1-3-27 7170-0208 19人 

 
幼稚園・認定こども園（幼稚園型） 

 問 保育課 ☎7185-1490 
義務教育及びその後の教育の基礎を培うものと

して幼児を教育し、幼児の健やかな成長のために適
当な環境を与えてその心身の発達を助長すること
を目的とする施設です。 
▼私立幼稚園 

名称 所在地 電話番号 
めばえ 白山 2-7-5 7184-1313 
若草 中里 515 7188-2026 
二階堂 久寺家 479-1 7185-1371 
エーデル 泉 24-32 7184-4804 
布佐台 布佐 1849 7189-0231 

 
▼幼稚園型認定こども園 

名称 所在地 電話番号 
ひかり 緑 2-3-1 7185-0415 
湖北台 湖北台 8-10-2 7188-1001 
つくしの つくし野 6-23-10 7184-3200 
わだ 布佐 1275 7189-1608 
湖北白ばら 中峠村下 1-2 7188-2211 

 
幼児教育・保育の無償化 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する3
歳～5歳までの全ての子どもの利用が無償です。 
※無償化の対象範囲や上限額は、年齢や保育の必要
性の認定によって異なります。 
※0歳～2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対
象になります。（無償化の範囲は次ページ）
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▼無償化の範囲 
名称 無償化の金額（範囲） 無償化の対象となる

費用  無償化の対象外費用 

幼稚園 月額 25,700円まで 入園料 
保育料 

通園送迎費 
食材料費 
施設費等 

（*）国立大学付属幼稚園 月額 8,700円まで 入園料 
保育料 

通園送迎費 
食材料費 
施設費等 

（*）国立特別支援学校幼稚部 月額 400円まで 入園料 
保育料 

通園送迎費 
食材料費 
施設費等 

幼稚園（*を含む）における 
【保育認定園児】の預かり保育料 

・利用日数×450円を限度に 
月額最大 11,300円まで 

・住民税非課税世帯の満 3歳児
は月額最大 16,300円まで 

預かり保育料 おやつ代 

保育園・認定こども園・小規模保
育事業所 市が定める基本保育料 保育料 

入園準備金 
食材料費 
施設費等 

認可外保育施設 
（ベビーシッターを含む） 
（※無償化対象は【保育認定園
児】のみ） 

・3歳から 5歳児は月額
37,000円まで 
・住民税非課税世帯の 0歳か
ら 2歳児は月額 42,000円ま
で 

保育料 
入園料 
食材料費 
施設費等 

学童保育 
 問 子ども支援課 ☎内線449 

 仕事等の理由で、下校後の家庭保育ができない場
合に児童を預かる施設で、各学校敷地内にあります。 
※三小のみ学校敷地外。 
対象 市内の小学校に在学する原則1年生～6年生 
開室日時 
月曜日～金曜日…午後1時～7時（四小、根戸小、三
小、二小、新木小は7時30分まで） 
土曜日…午前8時～午後7時 
学校休業日…原則、午前7時45分～午後7時 
※四小、根戸小、三小、二小、新木小は午前7時30
分～午後7時30分 
休室日 日曜日、祝日、年末年始 
保育料 月額8,000円（8月のみ12,000円） 
※減額制度及びきょうだい割引制度あり。 

名称 電話番号 
一小学童保育室 7184-1710 
四小学童保育室 第一 7185-4800 
四小学童保育室 第二 7185-4809 
根戸小学童保育室 第一 7181-3627 
根戸小学童保育室 第二 7185-1327 
根戸小学童保育室 第三 7185-1295 
並木小学童保育室 7183-2491 
三小学童保育室 7184-9831 
高野山小学童保育室 第一 7184-5779 
高野山小学童保育室 第二 7184-5812 
二小学童保育室 7182-8030 
湖北台東小学童保育室 7188-0195 
湖北台西小学童保育室 7188-1672 
湖北小学童保育室 7187-2474 
新木小学童保育室 7188-7544 
  

 

名称 電話番号 

布佐小学童保育室 7189-3364 
布佐南小学童保育室 7189-5450 

 
ファミリーサポートセンター 

 問 ファミリーサポートセンター ☎7186-4161 
 安心して仕事と子育てを両立できるように、子育
ての手助けをして欲しい方とお手伝いをしたい方
が、会員となって運営する住民参加型の互助援助組
織です。 
所在地 本町3-2-1 アビイクオーレ2階（イトーヨ

ーカドー我孫子南口店） 
開設時間 
午前10時～午後6時※電話受付は午前9時～午後6
時 
休館日 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月

3日） 
対象 
利用会員…生後6カ月から18歳までのお子さん
のいる方 
提供会員…子育てのお手伝いができる方 

内容 保育、送迎（保育施設、習い事等）、休日保
育、病児・病後児保育、その他仕事と育児の
両立のために必要な援助 

入会金 利用会員…500円（別途年会費1,200円） 
提供会員…500円 

利用料 
月曜日～金曜日の午前6時～午後10時…子ども1人
1時間700円 
土・日曜、祝日、年末年始…1時間900円 
病児・病後児保育、送迎…平日（午前7時～午後8時）
1,000円 
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※送迎の交通費や提供会員が用意する食事代等は
実費 

※兄弟割引あり（2人目は半額） 
※活動中の事故等に備えて、傷害保険（保険料はセ
ンターが負担）等に加入しています。 

 
病児・病後児保育 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 集団保育や家庭保育が困難な急性期を過ぎたが
病気回復期に至らないまたは病気回復期のお子さ
んを一時的にお預かりします。 
対象 次の①～③いずれにも該当する児童 
①市内在住の児童、または市外在住で市内の保育施
設・幼稚園・小学校などに通う児童、市内に在勤・
在学中の保護者の児童 

②生後57日から小学校6年生まで（たんぽぽルーム
は生後6カ月から） 

③保護者の仕事の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬
祭等により家庭での保育が困難な児童 

申込方法 直接実施施設へ 
実施施設 
◆病後児保育施設こどもデイルームみらい 
（布佐834-176（平和台病院併設）☎7189-1785） 
◆病児・病後児保育施設たんぽぽルーム 
（我孫子1855-1（名戸ヶ谷あびこ病院7階）
☎7157-2265） 

利用時間 月曜日～土曜日：午前7時～午後7時 
休日 日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3

日）、こどもデイルームみらいのみ7月1日 
保育料 各施設または保育課にお問い合わせくだ

さい。 
 
休日保育 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 保護者が就労等により休日において児童を家庭
で保育できない場合にファミリーサポートセンタ
ーの提供会員の家庭において保育を実施します。 
対象 次のいずれにも該当するもの 
1.我孫子市に住民登録がある生後6カ月から小学生
までのこどもの保護者等である。 

2.我孫子市ファミリーサポートセンター事業の利
用会員である。 

3.休日に児童を保育することができる者がいない
保護者等である。 

4.対象となる児童が、次のいずれかの施設に在籍又
は、事業を利用していること。 
・保育園 
・認定こども園（保育の必要性の認定を受けた者
に限る） 

・幼稚園（保育の必要性の認定を受けた者に限る） 
・認可外保育施設等（保育の必要性の要件を満た
している者に限る） 

・小規模保育事業所 
・事業所内保育事業 
・家庭的保育事業 
・居宅訪問型保育事業 
・学童保育室 

 
申込方法 
ファミリーサポートセンターの利用会員として入
会登録をしてください。 
事前に、ファミリーサポートセンターに利用の承認
を受け利用希望日の2カ月前の属する月の1日から
3開庁日前までに保育課・子育て支援センター（ア
ビイクオーレ2階（イトーヨーカドー我孫子南口店
内））にお申し込みください。 
※小学生の申し込みは保育課にお越しください。
（子育て支援センターでは、小学生の受付はでき
ません。） 

※お引き受けできる提供会員がいない場合、やむを
得ずお断りすることがあります。 

実施施設 ファミリーサポートセンター（7186-
4161）の提供会員宅 

利用時間 午前7時～午後5時 
保育料 3歳未満児：2,500円（日額） 

3歳以上児：1,500円（日額） 
小学生：2,000円（日額） 
（第2子目は半額、生活保護世帯は無料） 

 
在宅の子育て支援 
一時預かり 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 保護者の就労や傷病・出産・看護・私的な理由（育
児リフレッシュなど）のため一時的にお子さんの保
育を行います。 
対象 市内に居住し、住民登録のある児童で、保育

園・幼稚園・認定こども園等に在園していな
い満6カ月以上就学前の児童 

※対象月齢は園により異なりますので直接お
問い合わせください。 

申込方法 直接実施園へ 
実施園 
つくし野保育園、柏鳳保育園、川村学園女子大学附
属保育園、恵愛こども園、アンジェリカ保育園、ぽ
けっとランドあびこ保育園、禮和保育園、天王台な
なほ保育園 
▼保育料 
年齢 
区分 

一日 
預かり 

半日 
預かり 

延長 
預かり 

昼食代・ 
おやつ代・ 
その他  

8:30～
16:30 

8:30～
12:30 

12:30～
16:30 

7:00～
8:30 

16:30～
19:00 

3歳 
未満児 2,700円 1,350円 250円

/30分 実施園にお
問い合わせ
ください 3歳 

以上児 1,200円 600円 150円
/30分 

 
保育園の園庭開放 

 問 保育課 ☎7185-1490 
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 在宅で子育てしている保護者とお子さんに、公立
保育園の園庭を開放します。育児相談も受けていま
す。 
実施園・曜日 
・寿保育園…毎週水・金曜日 
・湖北台保育園、つくし野保育園…毎週月・水曜日 
・根戸保育園…毎週火曜日 
・聖華みどり保育園…毎週水曜日 
・東あびこ聖華保育園…毎週木曜日 
・川村学園女子大学附属保育園…（原則）毎月第

1、2、3週木曜日（雨天時室内で実施） 
・柏鳳保育園…毎月1回から2回 
・布佐宝保育園…随時 
・恵愛こども園…毎週月曜から金曜日午前9時30分
～11時30分（雨天中止、8月と年末年始は休み） 

 
子ども短期入所（ショートステイ）事業 

 問 子ども相談課 ☎7185-1821 
保護者が病気や事故、育児疲れ等で一時的に子

どもの養育が困難になったとき、子どもを施設に
預けることができるサービスです。 
・利用できる児童 満1歳から18歳未満の児童 
・利用できる期間 1回あたり連続して6泊7日以内 
・利用者負担 子どもの年齢、日数、市民税課税状

況に応じてかかります。 
・利用できる施設 児童養護施設「晴香園」（松戸
市） 

 
親と子の楽しい「遊び」「学び」の広場 
 子育て中の皆さんを応援する場です。 
 保育園・幼稚園に入園前のお子さんと保護者が、
親子で参加して遊んだり、情報交換や交流をしなが
ら仲間づくりができます。 
●ぐるんぱクラブ 問 布佐宝保育園 

 ☎7189-2744 
場所 布佐宝保育園 
対象 乳幼児（生後1カ月～2歳前後）と保護者 
日時 月1回（主に水曜日）、詳しくはお問い合わ

せください。午前10時～11時30分 
●とおんきごう 
問 我孫子南地区社会福祉協議会 ☎7185-5117 

（月～金曜日の午前9時～午後4時） 
場所 我孫子南近隣センター 9階ホール 
対象 1歳～未就園児と保護者 
日時 毎月第4木曜日、午前10時30分～11時30分 
●すくすくほっとひろば 

問 布佐地区社会福祉協議会 ☎7189-2119 
（月～金曜日の午前9時～午後4時、第2・
第4水曜は休み） 

場所 近隣センターふさの風 
対象 幼稚園・保育園入園前のお子さんと保護者 
日時 原則として第4木曜日、午前10時～11時15

分 
●ほっとサロン 

問 湖北台地区社会福祉協議会 
（湖北台市民センター内） ☎7188-1410 

（月～金曜日の午前9時～午後4時） 

場所 湖北台近隣センター 
対象 幼稚園・保育園入園前のお子さんと保護者 
日時 毎月第4金曜日、午前10時～11時30分 
 
●おやっこひろば・新木おやっこルーム 

問 湖北地区社会福祉協議会 
（スーパーマスダ湖北店3階） ☎7187-2551 
（月～金曜日の午前9時30分～午後4時30分） 

場所 ①スーパーマスダ湖北店3階 ②新木近隣セ
ンター 

対象 幼稚園・保育園入園前の乳幼児と保護者 
日時 原則として①毎月第3木曜日、午前10時～

11時30分 ②毎月第2木曜日、午前10時～
11時30分 

●のびっ子クラブ  問 天王台地区社会福祉協議会 
（近隣センターこもれび内） ☎7183-9009 
（月～金曜日の午前9時～午後4時、第2・第4
火曜は休み） 

場所 近隣センターこもれび 
対象 幼稚園・保育園入園前の乳幼児と保護者 
日時 毎月1回、第3月曜日、祝日の場合第2月曜

日 午前10時～11時30分 
●子育てサロン『わ』 

問 我孫子北地区社会福祉協議会 
   （我孫子ビレジ・ショッピングセンター2階） 

☎7165-3434 
（月～金曜日の午前9時～午後4時） 

場所 我孫子北近隣センター並木本館 
対象 0歳～未就園児とその保護者 
日時 毎月第3火曜日午前10時～11時30分 
 
※市内では、ほかにも子育ての「仲間づくり」の場
やサークルがあります。詳しくは子育て支援センタ
ー（☎7185-1915）か、あびこ子どもネットワーク
（あびっ子ネット）☎7165-4081へ。 
 
子育て支援施設 
 乳幼児を子育て中の親子が、自由に楽しく遊びな
がら交流を持ち、子育てについて学び合える事業を
はじめ、相談、情報提供、講習会等を実施していま
す。 
 地域の方々とも連携を取り、子育て支援の輪を広
げます。 
 
にこにこ広場 

 問 ☎7185-8882 
所在地 本町3-2-28（アビイクオーレ2階） 
利用時間 午前10時～午後4時 
休館日 日曜日・祝日・12月29日～1月4日 
※駐車場は、イトーヨーカドー我孫子南口店をご利
用ください。当施設のみの利用は有料になります。 

 
すくすく広場 

 問 ☎7185-1936 
所在地 天王台1-24-4 川村第13ビル5階 
利用時間 午前10時～午後4時 
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休館日 日曜日・祝日・12月29日～1月4日 
※駐車場はありません。 
 
わくわく広場 

 問 ☎7185-2196 
所在地 湖北台3-1-15（湖北台保育園隣） 
利用時間 午前10時～午後4時 
休館日 水・土・日曜日・祝日・12月29日～1月4

日 
※駐車場はありません。 
 
すこやか広場 

 問 ☎7185-2247 
所在地 布佐平和台5-1-1（布佐南小学校内） 
利用時間 午前10時～午後4時 
休館日 水・土・日曜日・祝日・12月29日～1月4

日 
 
出前保育 
るんるんパーク 

 問 保育課 ☎ 7185-1915 
 子育て支援施設のスタッフが地域の公園に出向
き、親子遊びを実施しています。 
 
外出支援 

 問 保育課 ☎7185-1490 
あかちゃんステーション 
 乳幼児をもつ保護者の外出を支援するため、気軽
に授乳やおむつ替えができる場を設置しています。 
対象 乳幼児（0歳児～概ね3歳児まで）連れの保護

者で、授乳またはおむつ替えを目的とした方 
利用時間 施設ごとに異なります。 
※各施設・店舗に掲示している「あかちゃんステー
ション」のポスターに掲載されています。 

設置施設・店舗の最新情報は、市ホームページをご
覧ください。 
 
手当 

 問 子ども支援課 ☎内線347 
児童手当 
 中学校修了前までの児童（0歳～15歳到達後、最初
の3月31日までの間にある児童）を養育している方
に支給されます。 
支給対象児童及び支給額 

0～3歳未満 1人月額15,000円 
3歳～小学校修了前 1万円（第3子以降は15,000
円） 
中学生 1万円 

 ただし、所得制限限度額以上の場合には特例給付
として1人につき5,000円の支給額となります。 
※児童の数え方は、高校3年生までの年長者から第1
子・第2子の順です。 

 
ひとり親家庭への支援 

 問 子ども支援課 ☎内線850 
児童扶養手当 
 児童を監護している母親、児童を監護し、かつこ
れと生計を同じくする父親、父母にかわって児童を
養育する方に支給されます（所得制限により減額ま
たは支給されない場合があります）。 
※児童とは「18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある方」または「20歳未満で政令で定
める障害がある方」をいいます。 

支給額 1人…月額10,180円～43,160円 
2人…月額5,100円～10,190円 
3人目以降…児童1人につき月額3,060円～
6,110円 

※支給額は改正されることがあります。 
 
医療費の助成 
 ひとり親家庭を対象に、保護者や児童の保険診療
や調剤の自己負担分を助成します（所得制限があり
ます）。 
 
ひとり親家庭の支援助成 

 問 子ども支援課 ☎内線850 
 小学生までの児童を養育しているひとり親・養育
者の方が、子育てや家事の援助を受けるため、次の
事業を利用して支払った利用料等の一部を助成し
ます。 
 助成を受けるには事前に登録が必要です。また所
得制限及び助成の限度額（1カ月あたり2万円）があ
ります。 
＊ファミリーサポートの利用会員として支払った
報酬 

＊「あい・あびこ」による家事支援の利用料 
＊一時預かり保育の保護者負担額 
＊病児・病後児保育利用費用 
 
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 

 問 子ども支援課 ☎内線849 
 ひとり親家庭、寡婦の方の経済的自立を応援する
ため貸付けを行っています。 
種類 修学・就学支度・修業・事業開始・事業継続・

技能習得・就職支度・医療介護・生活・住宅・
転宅・結婚資金 

※貸付限度額や利率、償還期間等は、貸付けの種類
によって異なります。 

※相談の受付は市、審査・決定は県で行われます。 
 
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 

 問 子ども支援課 ☎内線849 
 雇用の安定に向けて職業技能を身につけるため、
対象講座を受講・修了した場合に講座受講費用の一
部を給付金として支給します。対象者、対象講座に
ついて制限があり、受講前の申請が必要です。 
 



子育て支援 
 

市外局番は 04です。我孫子市役所代表 ☎7185-1111 
66 

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 
 問 子ども支援課 ☎内線849 

 看護師、介護福祉士等の資格を取得するため、1
年以上養成機関で修学する場合に、生活費の一部と
して給付金を支給します。対象者、対象資格につい
て制限があり、申請前に事前相談が必要です。 
 
保育料の軽減 

 問 保育課 ☎7185-1490 
 ひとり親家庭の児童が保育園に入園する場合、保
育料が軽減されます（所得制限があります）。 
 
市営自転車駐車場使用料の軽減 

 問 交通課 ☎7185-1369 
 ひとり親家庭の方が市営の屋内自転車駐車場（3
階以外）を利用する場合、申請により定期使用料を
減額します（児童扶養手当証書の写しが必要です）。 
 
子育て相談窓口 
子どもに関する総合相談窓口 

 問 子ども相談課 ☎7185-1821 
 0～18歳までのお子さんの関するあらゆる相談
を受けています。お気軽にご相談ください。 
 
子ども虐待防止対策室 

 問 子ども相談課 子ども虐待防止対策室 
☎7185-1821 

 虐待の早期発見は、子どもだけでなく、その保護
者を救うことにもつながります。未来ある子どもた
ちが健やかに成長できるよう、地域で虐待を防ぎま
しょう。 
●子育てをしている方 
子どもへの虐待は、子育ての不安から始まることが
あります。 
必要以上に子どもをしかったり、叩いたりしていま
せんか？ 
一人で悩まないで、相談してください。 
●地域の方々 
心配に感じる子どもや親を見つけた方はご連絡く
ださい。あなたの一言が子どもと親を救うきっかけ
になります。 
 
こども発達センター 

 問 こども発達センター ☎7188-0472 
 成長や発達に心配のあるお子さん、「ちょっと育
てにくいな」と感じるお子さんについての相談・支
援を行います。 
 また、児童発達支援事業所「ひまわり」を開設し、
療育を行っています。 
所在地 新木1637 
開園時間 毎週月曜日～金曜日午前9時～午後5時

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお
休み） 

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」 
 問  ☎１８９ 

・虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に
通告・相談ができる全国共通の電話番号です（通
話は無料）。 

・お近くの児童相談所につながります。 
・通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相
談をした人、その内容に関する秘密は 守られま
す。 

 
柏児童相談所 

 問 柏児童相談所 ☎7131-7175 
 18歳未満の児童に関するあらゆる問題について、
児童や保護者などからの相談に応じ、児童の最善の
利益を図るために、児童や保護者に最も適した援助
や指導を行います。 

相談名 日時（受付時間） 

来所相談 月曜日～金曜日 
9：00～17：00 

電話相談 ☎7134-4152 
所在地 柏市根戸 445-12 
（北柏駅北口から徒歩 15分、富勢中学校隣） 
 
相談支援事業所（児童） 
 児童通所支援を利用される方へのサービス等利
用計画の作成や各種サービスの相談及び情報提供、
その他児童に関する相談窓口です。 
面談を通して児童や保護者と一緒に必要なサービ
スの調整やサービス等利用計画を作成します。また、
利用開始後一定期間ごとにサービス等利用計画の
見直し（モニタリング）を行います。 

事業所名 所在地 電話 
あびこ相談支援
センター 

寿2-27-41 7196-6131 

我孫子市子ども
相談支援事業所 

市役所西別館1
階 

7185-1111 
（内線369） 

地域相談支援事
業所むつぼし 

柴崎861-1 7183-1511 

サポートセンタ
ーけやき 

都部新田37-2 7187-1944 

我孫子市相談支
援事業所 
「なの花」 

新木1637 
(こども発達セ
ンター内) 

7188-0472 

相談支援事業所
れがぁと 

南新木2-3-1 7115-9677 

アコモード相談
支援事業所 

布佐平和台4-
1-1 7189-0880 

わごころ総合相
談支援センター 

柴崎台2-8-10
坂入ビル2F 7181-0556 

※相談窓口は13ページもご覧ください。 
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児童通所支援 
 問 子ども相談課 ☎内線369 

対象者 
療育手帳等の有無を問わず、発達の心配や障害があ
る児童が対象です。児童相談所、こども発達センタ
ー、医師等により療育の必要性が認められた児童も
対象となります。 
費用 
利用に要する費用の1割を利用者負担していただき
ます。（利用者負担には所得に応じた上限額があり
ます。） 
利用方法 
児童通所支援を利用するには、日常生活の支援を効
果的に行うためにサービス等利用計画の作成が必
要となります。その後、サービス提供事業者と利用
契約を結び、支援を受けます。 
サービスの種類 

名称 内容 

児童発達支援 

発達に支援が必要な未就学の
子どもに、施設において日常
生活における基本的な動作の
指導、集団生活への適応訓練
を行うもの 

放課後等 
デイサービス 

発達に支援が必要な就学して
いる子どもに、授業の終了後
または学校の休業日に、施設
において生活能力の向上のた
めに必要な訓練、社会との交
流の促進等を行うもの 

保育所等訪問支援 

発達支援を行う施設の職員
が、保育所、幼稚園、学校等
に訪問して、集団生活への適
応のための専門的な支援等を
行うもの 
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市民活動支援 
 問 市民活動支援課 ☎7185-1467 

 市は、市民・企業・行政の協働のまちづくりを進
めています。 
市民が行う社会に貢献する活動「市民公益活動」を
積極的に支援しています。 
 
あびこ市民活動ステーション 

 問 あびこ市民活動ステーション ☎7165-4370 
 あびこ市民活動ステーションは、市民公益活動や
市民事業を支援するための施設です。 
所在地 本町3-1-2けやきプラザ10階 

 
開館時間 午前9時～午後9時 

（夜間の利用がない時は、午後5時に閉館） 
休館日 第2・4月曜日（祝日の場合は開館）、12月

28日～1月4日 
施設内容 
市民活動団体の情報の閲覧、会議スペース・印刷

機の提供、備品ロッカー・メールボックスの貸出し、
市民活動・ボランティアに関する相談ほか 
＊利用する方の活動内容によって、利用できる施
設・料金が異なります。初めて利用を希望する場
合は、活動内容を確認しますので来館してくださ
い。 

 
市民活動の支援 

 問 市民活動支援課 ☎7185-1467 
①市民のチカラまつり 
市民活動団体等が市民活動に関する学習、交流、

情報発信の場を設け、市民活動への参加者や支援者
を増やし、市民活動を活発にするために行うイベン
トです。 
②子どもNPO・ボランティア体験情報の提供 
小中学生・高校生・大学生が体験できるボランテ

ィア情報をまとめて「Abiボラ」を作成し、市内の学
校や公共施設で掲示・配布しています。体験者には、
体験証明書を発行しています。 
③公募補助金 
公募補助金は、市民活動団体の活動を対象とした

補助金です。交付を希望する前年度の8月1日までに
応募してください。市民で構成される「補助金等検
討委員会」による審査があります。 

 
 
 

 
 
④その他 
市では、NPOや市民活動に関する相談を受け付け

ます。市内に事務所を置くNPO法人は、法人市民税
均等割が減免されます（課税課で手続きが必要で
す）。 
 
市民公益活動補償制度 

 問 市民活動支援課 ☎7185-1467 
 「市民公益活動補償制度」は、市民活動団体が公
益的な活動を行っている場合に起きた事故による
傷害や賠償責任を補償します。 
対象となる活動 
市内に活動拠点がある市民5人以上の団体による

次のような公益的な活動 
①地域社会活動 ②ボランティア活動 
③まちづくり活動 ④その他公益的な活動と認めら
れる活動 
事前の登録は必要ありません。入院・通院中でも、
速やかに市民活動支援課へご連絡ください。事故受
付後、市から申請書類を送付します。 
注意 
 補償の対象となるかは、公益的な活動中の事故か
どうかで判断します。団体名で一律に判断はしませ
ん。活動内容によっては対象にならない場合があり
ます。 
 例えば、ボランティア活動を行う団体の活動でも、
忘年会、懇親会等「自分たちの楽しみの活動」は補
償の対象になりません。 
 保険料は市が負担するため、市民活動団体の費用
負担はありません。 
 
男女共同参画 

 問 秘書広報課 男女共同参画室 ☎7185-1752 
市ではだれもが性別にとらわれず個人として尊

重され、家庭や学校、職場、地域で、それぞれの個
性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成を
めざしています。平成13年6月に「男女共同参画都
市」を宣言し千葉県で唯一の宣言都市となりました。     
平成18年3月に制定した「我孫子市男女共同参画

条例」に基づき、現在は「我孫子市第3次男女共同
参画プラン」を推進中です。毎年、情報誌の発行や
講演会の開催を通じて、またホームページやSNSな
どを活用して、情報発信に努めています。 
 
ＤＶ・性被害・性差別などの相談 

 問 社会福祉課内 配偶者暴力相談支援センター 
☎7185-1113 

DV（ドメスティック・バイオレンス）の相談を受
け付けています。ストーカー、デートDV、性被害、
LGBT等の性差別も、まずはご相談ください。秘密
は守ります。性別問わず誰でも相談できます。千葉
県男女共同参画センターには男女別に専用の総合
相談窓口があります（15ページ参照）。 
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このほか、以下のような24時間対応の相談電話も
あります。 
●ＤＶ相談ナビダイヤル  ☎#8008／性犯罪・性
暴力被害者のためのワンストップ支援センター
☎#8891 全国共通の覚えやすい短縮ダイヤルで
す。発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送され
ます。 
●千葉県女性サポートセンター 
☎043-206-8002（緊急時24時間365日対応） 
●NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと
「ほっとこーる」             ☎043-251-8500 
（月～金9:00～21:00、土 9:00～17:00。祝日、
年末年始を除く。被害直後の緊急支援は24時間365
日対応） 
 
国際交流 

 問 我孫子市国際交流協会（AIRA） 
問我孫子市国際交流協会（AIRA）事務局 

☎7183-1231、FAX7183-2005 
HP http://e-aira.jp/ 

Eメール info@e-aira.jp 
我孫子市国際交流協会（AIRA） 
 AIRA（アイラ）は外国生まれの市民の方々が、安
心して暮らせるための生活情報の提供や、我孫子を
ふるさととして親しんでいただくために、文化活動
を通して、さまざまな場所でお手伝いし、草の根活
動から我孫子の国際化につなげることを目指して
いる団体です。 
身近な生活を通して国際親善を進めるための、さ

まざまな活動を行っています。 
主な事業活動 
＊国際交流まつり 
＊国際交流スピーチ大会 
＊外国人のための日本語教室 
＊外国語講座（英語、中国語、フランス語、スペイ
ン語、韓国語） 

＊日本語指導者の学校派遣 
＊ホームステイ・ビジットの受け入れ 
＊外国人相談窓口の運営 
＊広報あびこ（1日号の一部）英語版の発行 
事務局所在地 あびこ市民プラザ内（80ページ参照） 
※毎月発行のAIRAカレンダーにより、イベントや
国際交流の情報提供をしています。 

 
広報・広聴 
市政情報をお知らせする（広報） 

 問 秘書広報課 広報室 ☎7185-1269 
●広報あびこ 
 市の事業や行事等について、毎月 1 日と 16 日に
発行し、新聞折り込みでお届けしています。 
・ 宅配…新聞を購読していない方には、宅配でお
届けしています（要申込）。 

・ 声の広報…視覚障害者の方には、CDに吹き込ん
でお届けしています（要申込）。 

●ホームページ 
市政情報や各種手続き等をお知らせしています。 
http://www.city.abiko.chiba.jp/ 

●メール配信サービス（各課から配信） 
配信される情報は「防災無線情報」「防災・防犯情

報」「事業者向け情報」「起業応援情報」「農業者向
け情報」｢火災情報｣「選挙情報（速報）」「保健セン
ターだより」「子育て応援情報」「不審者情報」です。 
◎新規登録・変更…abiko-reg@kmel.jpへ空メール
を送信してください。折り返し登録案内メールが送
られてきます。 
◎削除…abiko-del@kmel.jpへ空メールを送信して
ください。折り返し削除案内メールが送られてきま
す。 
※削除では全ての情報が削除されます。特定の情報
だけを削除したい場合は、新規登録・変更の処理
を行ってください。 

●我孫子市役所 Facebook 
四季の情報からイベント告知、報告等楽しい情報
が満載です。 

●我孫子市公式ツイッター @Abiko_city 
イベント情報等、市からのお知らせのほか、災害
時には災害情報等をつぶやきます。 

 
皆さんの意見をお聴きする（広聴） 

 問 秘書広報課 ☎7185-1714 
●市政への手紙・メール 
皆さんの意見や要望を市政に反映させるため、公共
施設等に「市政への手紙」を備えています。また、
封書やファクス（FAX7185-0127）でも受け付けて
います。 
「市政へのメール」は、市ホームページから送る

ことができます。 
寄せられた意見や要望は、市長が内容を確認して

から、必要に応じて担当課と協議し、文書やメール
により回答します。 
●要望書・陳情書 
自治会や町会、各種団体から、市政に関する要望

書や陳情書を受け付けています。 
●市政ふれあい懇談会 
皆さんの意見を直接お聴きし市政に反映させる

ため、テーマを決めて毎年2回、5カ所の近隣センタ
ーでふれあい懇談会を開催しています。 
●あびこeモニター 
市内在住または在勤・在学で18歳以上の方にモニ

ター（任期2年）になっていただき、
年5回、市からのアンケートにお答
えいただいたものを市政に反映し
ていきます。 
いただいたご意見や回答につい

ては、市ホームページに掲載して
います。 

▲登録用QRコード 
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情報公開制度 
 問 文書管理課行政情報資料室 ☎内線 237 

 市民の皆さんの知る権利を保障し、情報を共有し
て市政への市民参加を図り協働のまちづくりを進
めるため、市が持っている情報を提供する制度です。 
●行政情報資料室（本庁舎1階市民ホール隣） 
市が作成した計画書や各種刊行物、意見を募集中の
パブリックコメントやその結果、市が開催する会議
の会議録等をご覧いただけます。 
●情報提供により提供される以外の情報を知りた
い場合 
 情報公開請求書を提出してください。ご覧になり
たい行政資料や文書がありましたら、行政情報資料
室にご相談ください。 
 書類の閲覧等は無料ですが、コピーは有料です。 
 
議会 

 問 議会事務局 ☎7185-1655 

 議会は、市民の皆さんから直接選挙で選ばれた議
員で構成されている合議制の議事機関で、定例会（お
おむね 3・6・9・12月の年 4回開催）と、緊急に開
く臨時会があります。会議は、議員全員による本会
議と、部門に分かれた委員会があり、市の条例や予
算等を議決し、市民の皆さんから提出された請願や
陳情を審議します。議員の任期は 4年です。 
 本会議の傍聴は定員50人（受付は議事堂2階）、
委員会の傍聴は定員10人（受付は議事堂1階ロビー）
です。 
●議会情報 
＊議会だよりを年4回発行しています。 
＊市ホームページから本会議・委員会の生中継や録
画中継、会議録の検索と閲覧ができます。パソコ
ンのほか、スマートフォンやタブレットでも可能
です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選挙 
 問 選挙管理委員会事務局 ☎内線 345 

 投票できるのは、日本国籍を有する方で、転入の
届け出後、同一の市区町村に引き続き3カ月以上住
み、選挙人名簿に登録されている方です。 
●期日前投票 
選挙の当日、仕事やレジャー等で投票できない場

合、市役所等で期日前投票ができます。 
長期出張等の場合は、最寄りの市区町村選挙管理委
員会でも投票できます。（事前に手続きが必要です。） 
●郵便投票 
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方は、
「郵便投票証明書」の交付を申請し、自宅で投票で
きます。（障害の程度により該当しない場合もあり
ます。） 
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学校 
小学校（13校） 
 

名称 所在地 電話番号 
我孫子第一 寿 1-22-10 7184-0415 
我孫子第二 下ヶ戸 610 7184-1722 
我孫子第三 柴崎台 3-3-1 7184-1171 
我孫子第四 白山 3-2-1 7182-6151 
湖北 中里 95 7188-1002 
布佐 布佐 1217 7189-2545 
湖北台西 湖北台 8-17-1 7188-1123 
高野山 高野山 198 7183-3238 
根戸 つくし野 4-17-1 7184-3988 
湖北台東 湖北台 4-3-1 7187-2951 
新木 新木 1460 7187-1051 
並木 つくし野 7-30-1 7184-3151 
布佐南 布佐平和台 5-1-1 7189-2132 

 
中学校（6校） 
 

名称 所在地 電話番号 
我孫子 高野山 537 7182-5191 
湖北 古戸 300 7188-2042 
布佐 布佐 1301 7189-2426 
湖北台 湖北台 6-9-1 7188-2120 
久寺家 つくし野 171 7184-3987 
白山 白山 3-7-3 7184-1893 

 
高等学校（4校） 
 

名称 所在地 電話番号 
県立我孫子 若松 18-4 7182-5181 
県立我孫子東 新々田 172 7189-4051 
私立我孫子二階堂 久寺家 479-1 7182-0101 
私立中央学院 都部 765 7188-1101 

 
大学（2校） 
 

名称 所在地 電話番号 
私立中央学院 久寺家 451 7183-6501 
私立川村学園女子 下ヶ戸 1133 7183-0111 

 
その他の学校（3校） 
 

名称 所在地 電話番号 
県立我孫子特別支援
学校 

新木字大山
下 1685 7187-0831 

県立湖北特別支援学
校 日秀 70 7188-0596 

県立我孫子高等技術
専門校 

久寺家
684-1 7184-6411 

 
 
 

小・中学校の転校手続き 
 市役所や行政サービスセンターで住民票の異動
手続きの際に、窓口にて「転校届」を発行します。
発行された転校届を在籍している学校へ提出し、代
わりに受け取った「転校書類」を新しく入学する学
校へ提出してください。 
 
教育費の補助 
●就学援助（小・中学生） 

問 教育委員会学校教育課 ☎7185-1268 
 経済的な理由で義務教育費に困っている保護者の
方に、学用品費・校外活動費・給食費等を援助します。
希望される方は、お子さんが通っている学校へご相
談ください。 
 
修学資金の貸し付け 

 問 子ども支援課 ☎内線 347 
 経済的理由により修学が困難な方に、無利子で修
学費用をお貸しします。 
貸付額 高等学校・高等専門学校…月額1万円以内 
大学…月額2万円以内 
貸付期間 貸し付けの決定月から修業期間終了月
まで 
 
教育についての相談 

 問 教育研究所 ☎7187-4640、7187-4660 
 教育研究所では、お子さんの教育相談（不登校、
学習の心配等）・発達相談（発達やコミュニケーシ
ョンの心配）・就学に関する相談を受け付けていま
す。 
◎来所相談（要予約）も行っています 
 また、市内の小・中学校では、スクールカウンセ
ラーや心の教室相談員による相談を実施している
ほか、在宅訪問指導員がご自宅に伺う相談もありま
す。 
 
いじめ・悩み相談ホットライン 

 問 教育研究所 ☎7188-7867
な や む な

 
 教育研究所内にいじめ問題を始めとするさまざ
まな悩みの相談を受けるホットライン（電話）を開
設しています。お子さんが直接電話することができ
なければ、保護者の方からの相談でも結構です。 
◎電話して来所相談をすることもできます 
 相談内容の秘密は厳守しますが、相談された方の
希望があれば、学校や専門機関とも連携しながら解
決に向けて努力をします。 
 
手賀の丘フレンドシップツアー 

 問 子ども支援課 ☎内線 832 
 手賀の丘フレンドシップツアーは、他校や異学年
の児童が県立手賀の丘少年自然の家で寝泊まりを
し、共同生活を送ります。期間中は、軽スポーツや
野外炊飯等を行い、自立心をはぐくみ、協力するこ
との大切さを学びます。 
宿泊場所・日程 
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県立手賀の丘少年自然の家（柏市）、1泊2日 
※学校と手賀の丘少年自然の家間は、公用車・バス
等で送迎します。 

 
生涯学習 
生涯学習の講座 
●公民館学級 
問 教育委員会生涯学習課(アビスタ内） 

 ☎7182-0511 
 公民館では、市民の生涯学習の場として学級や講
座を開催しています。 
＊学級…長寿大学、家庭教育学級、熟年備学、のび

のび親子学級ほか 
＊講座…アビコでなんでも学び隊 
●出前講座 
問 教育委員会生涯学習課（アビスタ内） 

 ☎7182-0511 
出前講座は、市民の皆さんがメニューからテーマ

を選び、講師が皆さんのところへ出向いてお話しす
るもので、市の職員、市民、大学の教員等が講師とな
る講座等があります。 
＊市役所メニュー ＊市民講師メニュー 
＊キャンパスメニュー 
●市民文化講座 
問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1601 
市内の文化団体で構成する市民文化講座連合会が、

講座を開催しています（有料）。 
分野 短歌、謡曲、手工芸、俳句、囲碁、日本舞踊、

着付け、詩吟、書道、茶道、絵画、生花、アル
ゼンチンタンゴほか 

 
地域交流教室 

 問 教育委員会生涯学習課 ☎7182-0511 
地域での生涯学習活動を支援するため、学校施設

の一部を「地域交流教室」として開放しています。 
利用は、1年間を通じて決まった曜日・時間に利用
する年間利用と、短期利用があります。平成28年7
月1日から4時間ごと100円の使用料がかかります。 
設置場所 
＊我孫子第一小（1教室） ＊高野山小（1教室） 
＊湖北台西小（1教室） ＊湖北台東小（1教室） 
＊布佐小（1教室） 
 
視聴覚教材・機材の貸出 

 問 教育委員会生涯学習課 ☎7182-0511 
子ども会やPTA、学校行事等で利用いただけるよ

う、プロジェクターやスクリーン、DVD等を貸し出
しています。 
 
生涯学習センター「アビスタ」 

 問 生涯学習センター「アビスタ」 
☎7185-0515 

 生涯学習センターは、公民館と図書館の複合施設
で、2階（一部3階）建て延べ床面積は約4,400㎡。
建物や駐車場（120台）は、手賀沼公園の自然や住

宅地等の周辺環境に配慮し、屋上は緑化され散策す
ることもできます。1階は図書館と学習施設で、2階
はすべて学習施設です。 
※「アビスタ」名前の由来：アビコと学習のスタデ
ィを掛けて「アビスタ」プラス「ビスタ＝展望」 

所在地 若松26-4 
駐車料金 入庫から1時間までは無料。以後1時間ご
とに100円です。 
●アビスタ保育サービス 
お子さん連れの方が、気軽に図書館や公民館を利

用できるよう、保育サービスを行っています。 
日時 毎週水曜日 午前9時～正午 
対象 アビスタで開催の講座等への参加者や図書

館利用者で、2歳以上就学前のお子さんをお
連れの方 

定員 先着10人程度（当日託児室前で受け付け） 
費用 無料 
 

 
我孫子地区公民館 

 問 我孫子地区公民館 ☎7182-0515 
所在地 生涯学習センター内 
開館時間 午前9時～午後9時 
休館日 毎月最終月曜日（祝日の場合は、前週の月
曜日）、年末年始 
▼施設内容 

施設名 収容人数・設備 

ホール 150人、テーブル（20）、イス(150）、 
ピアノ 

工芸工作室 36人、工作台、イス（36）、イーゼル 
窯室 5人、陶芸窯 
調理室 36人、調理台（3）、調理器具一式 
第 1学習室 54人、テーブル（18）、イス（54） 
第 2学習室 48人、テーブル（16）、イス（48） 
第 3学習室 24人、テーブル（8）、イス（24） 
第 4学習室 24人、テーブル（8）、イス（24） 

第 5学習室 24人、テーブル（8）、イス（24）、 
ピアノ 

ミニホール 72人、テーブル（15）、イス（72）、
ピアノ 

第 1和室 20人 座卓テーブル（12）、座布団
（50）、茶道具一式 第 2和室 30人 

託児室 30人程度 
授乳室 － 
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湖北地区公民館（コホミン） 
 問 湖北地区公民館 ☎7188-4433 

開館時間 午前9時～午後9時 
休館日 毎月最終月曜日（祝日の場合は前週の月曜

日）、年末年始 
▼施設内容 

施設名 収容人数・設備 

ホール 250人、固定イス、ピアノ、音響・照
明設備 

工芸工作室 30人、工作台、イス（30）、陶芸
窯、七宝釜 

調理室 30人、調理台、イス（30）、調理器
具一式 

第 1学習室 100人、テーブル（20）、イス
（100）、ピアノ 

第 2学習室 45人、テーブル（13）、イス
（50）、ホワイトボード 

第 3学習室 65人、テーブル（21）、イス
（65）、ホワイトボード、ピアノ 

第 1和室 25人 座卓テーブル（10）、茶道
具一式 第 2和室 20人 

 

 
図書館アビスタ本館 

 問 図書館アビスタ本館 ☎7184-1110 
 市の図書館は、アビスタ本館、湖北台分館、布佐
分館で構成されています。 また、移動図書館が市
内15カ所を巡回しています。 
所在地 生涯学習センター内 
所蔵冊数 本…約25万6,000冊、CD・カセットテー
プ…約8,600点 
貸出数 本・雑誌は10冊以内、CD・カセットテー
プは5点以内 
貸出期間 14日以内 
利用者登録 市内に在住・在勤・在学の方。住所を
確認できる書類（免許証・保険証等）をお持ちくだ
さい。 
リクエスト 探している資料（本・雑誌・CD・カセ
ットテープ）がないときには、リクエストをするこ
とができます。図書館にない本でも、他市や県の図
書館から取り寄せたり、購入を検討したりする等、
できるだけご要望にお応えします。予約数は本・雑
誌10冊まで、CD・カセットテープは5点までです。 
館内検索コンピューター予約システム 図書館内
にある検索コンピューターから市内の図書館所蔵
資料の検索・予約、貸出照会、予約照会ができます。

このサービスを利用するには、パスワードが必要に
なります。まず、図書館でパスワード登録の申請を
してください。 
インターネット予約サービス 図書館のホームペ
ージから市内の図書館所蔵資料の検索・予約、貸出
照会、予約照会ができます。このサービスを利用す
るには、パスワードが必要になります。まず、図書
館でパスワード登録の申請をしてください。 
近隣センター（天王台北・新木）での図書館サービ
ス 
図書館で予約した資料の受取・返却ができます。 
対面朗読サービス 市内に在住・在勤・在学する方
で、視覚障害者や高齢者等、一般の活字出版物の利
用が困難な方への朗読サービスです。1回2時間以内
でご利用いただけます。 
録音資料の郵送貸出 市内に在住・在勤・在学する
方で、視覚障害1級～6級までの方等を対象に録音図
書、点字図書10点以内を2週間まで、郵送により貸
し出します。 
宅配サービス 市内に在住する方で、身体に障害の
ある方、長期在宅療養の方等来館が困難な方を対象
に、本・雑誌10冊以内、CD・カセットテープ5点以
内をご自宅に宅配します（貸出期間は1カ月以内）。 
開館時間 午前9時30分～午後8時 
休館日 月曜日（「祝日法」に規定する休日にあた
るときは、その直後の休日にあたらない日）、年末
年始、特別整理期間 
 
図書館湖北台分館 

 問 図書館湖北台分館 ☎7187-3055 
所蔵冊数 本…約5万7,000冊 
開館時間 午前9時30分～午後5時 
休館日 月曜日（「祝日法」に規定する休日にあた
るときは、その直後の休日にあたらない日）、年末
年始、特別整理期間 
 
図書館布佐分館 

 問 図書館布佐分館 ☎7189-1311 
所蔵冊数 本…約8万3,000冊、CD・カセットテー
プ…約6,800点 
開館時間 午前9時30分～午後5時 
休館日 月曜日（「祝日法」に規定する休日にあた
るときは、その直後の休日にあたらない日）、年末
年始、特別整理期間 
 
移動図書館「そよかぜ号」 

 問 移動図書館 ☎7187-0909 
 移動図書館「そよかぜ号」は、市内15カ所のステ
ーションを巡回して、貸し出しを行っています（祝
日、荒天時は巡回休止）。 
積載冊数 約3,000冊 

（日程は次ページ） 
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▼移動図書館そよかぜ号日程 

施設名 
ステー
ショ 
ン名 

場所 時間 

水
曜
日 

月
２
回 

我孫子
北 

あびこショッピン
グプラザ 3階平面
駐車場 

10:00～10:30 

南新木 森の公園 13:00～13:30 

新木野 気象台記念公園駐
車場 13:50～14:30 

青山台 柴崎台北公園 15:00～16:00 

並木 わんぱく丸広場入
口 13:40～14:10 

台田 台田池尻公園 14:40～15:10 
天王台
西 浅野谷 3号公園 15:40～16:10 

木
曜
日 

月
２
回 

白山 白山中学校裏門入
口 13:00～13:40 

天王台
東 天王台東公園 15:30～16:00 

月
４
回 

我孫子
西 

シティア・「森の
中のオープンカフ
ェ」隣 

14:00～15:00 

金
曜
日 

月
２
回 

根戸 根戸近隣センター 13:00～13:35 

久寺家 久寺家あけぼの公
園 14:00～14:35 

中峠 中峠亀田谷公園 13:00～13:30 
南青山 東屋敷公園 13:50～14:30 

月
４
回 

つくし
野 

つくし野 4号公園
東側入口 15:00～16:00 

 
我孫子市鳥の博物館 

 問 鳥の博物館 ☎7185-2212 
“人と鳥との共存をめざして”をテーマに、日本で

唯一の鳥専門の博物館です。「手賀沼の自然と鳥た
ち」、「鳥の起源と進化」、「世界の鳥」、「飛翔」
等のコーナーがあり、年間を通して企画展や鳥に関
する講演会等を企画しています。 
所在地 高野山234-3 
開館時間 午前9時30分～午後4時30分 
休館日 毎週月曜日（月曜日が休日の場合は直後の
平日）、年末年始（12月29日～1月4日） 
入館料 一般300円、高校生・大学生200円 
※団体20人以上割引 
※70歳以上の方、中学生以下の方、障害者の方（障
害者の方1人につき介護・引率の方1人）は入館料が
無料となります。 

（地図は右上） 
 
 
 
 
 

我孫子市杉村楚人冠記念館(市指定文化財） 
 問 杉村楚人冠記念館 ☎7187-1131 

 杉村楚人冠は明治から昭和の日本を代表する国
際的ジャーナリストの一人です。楚人冠は明治45
（1912）年、我孫子に別荘を設け、大正13（1924）
年に現在の記念館である母屋を建て一家で移住し、
亡くなるまでこの地で暮らしました。館内は、楚人
冠が生活していた当時のようすを復元しており、年
数回行う企画展では、楚人冠が遺した資料を展示し
ています。また、邸園内には楚人冠が愛した椿が約
20種類、100本位あり秋から春にかけて彩ります。
大正、昭和の歴史に出会う記念館に、ぜひお越しく
ださい。 
所在地 緑2-5-5 
開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は午後4時

まで） 
休館日 毎週月曜日（月曜日が休日の場合は直後の

平日）、年末年始 
入館料 一般 300円、高校生・大学生 200円 

※団体20人以上2割引 
※駐車場はありません。 

URL: 
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_
bunkazai/sugimurasojinkan/index.html 
 
我孫子市白樺文学館 

 問 白樺文学館 ☎7185-2192 
 我孫子における白樺派と民藝運動についての資
料を集めた文学館です。雑誌『白樺』全160冊、民
藝運動の雑誌『工藝』全120冊、柳宗悦、志賀直哉、
武者小路実篤ら白樺派の文人たちの生原稿や書簡・
書画、バーナード・リーチや濱田庄司等民藝作家の
陶芸作品等を収蔵・展示しているほか、企画展や講
演会等を定期的に開催しています。 
所在地 緑2-11-8 
開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入館は午

後4時まで） 
休館日 毎週月曜日（月曜日が休日の場合は直後の

平日）、年末年始 
入館料 一般 300円、高校生・大学生 200円 

※団体20人以上2割引 
URL： 
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_
bunkazai/shirakaba/index.html 
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3館共通券 
 問 鳥の博物館 ☎7185-2212 

白樺文学館 ☎7185-2192 
杉村楚人冠記念館 ☎7187-1131 

 鳥の博物館、白樺文学館、杉村楚人冠記念館に入
館いただけます（購入から1か月間有効）。 
料金 一般 500円、高校生・大学生 400円(一人各

館1回利用。個人のみ) 
販売場所 鳥の博物館、白樺文学館、杉村楚人冠記

念館、アビシルベ 
URL:http://www.city.abiko.chiba.jp/event/ka
nko/kankojoho/3kan_kyotsuken.html 
 
2館共通年間パスポート 

 問 白樺文学館 ☎7185-2192 
杉村楚人冠記念館 ☎7187-1131 

 白樺文学館と杉村楚人冠記念館の2館で使用でき
る年間パスポートです。 
購入から1年間、何度でも入館することができます。 
 また、購入された方限定で、年4回、お得な情報
や学芸員のコラムなどを掲載した会報をお届けし
ます。ぜひご利用ください。 
料金 2,000円(購入日から1年間有効。※休館日の

場合は、休館日前日) 
販売場所 白樺文学館、杉村楚人冠記念館 
URL:http://www.city.abiko.chiba.jp/event/ka
nko/kankojoho/nikannenpass.html 
 
旧村川別荘（市指定文化財） 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1583 
 旧村川別荘は、村川堅固（東京帝国大学教授）が
大正6（1917）年に設けた別荘で、我孫子宿本陣の
離れを移築したと伝えられる母屋と、堅固が朝鮮半
島へ旅行した際の印象をもとに設計した新館の2つ
の建物があります。別荘では、市民によるボランテ
ィアガイドが活動しています。ぜひ、お越しくださ
い。 
所在地 寿2-27-9 
開館時間 午前9時～午後4時（年末年始除く） 
休館日 毎週月曜日（月曜日が休日の場合は直後の
平日）、年末年始 
※市役所経由の阪東バスで「我孫子高校」バス停下
車徒歩5分（駐車場なし）。 
 
志賀直哉邸跡書斎（市指定文化財） 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1583 
 志賀直哉は、雑誌『白樺』の同人で、柳宗悦の勧
めで大正4（1915）年に我孫子に移り住み、大正12
（1923）年まで暮らしました。その間、武者小路実
篤らと親交を深めながら「城の崎にて」「和解」「暗
夜行路」等の代表作を創作しました。 
 現在、緑雁明緑地の一部に志賀直哉邸跡が整備さ
れ、数寄屋風書斎（大正10〈1921〉年に完成）が
復元されているほか、作品等について解説している
説明板があります。 
所在地 緑2-7（緑雁明緑地内） 

公開日時 毎週土曜日・日曜日・祝日の午前10時～
午後2時（雨天時、年末年始は除く） 

 
旧井上家住宅（市指定文化財） 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1583 
 井上家は、江戸時代中期から昭和に至るまで手賀
沼干拓で主導的な役割を果たしました。 
 平成24年に「旧井上家住宅」として、母屋、二番
土蔵、新土蔵、旧漉場（こしば）、表門、裏門等が
市の指定文化財となりました。 
 現在、建物の中には入れませんが、江戸時代の面
影を残す外観や門、中庭等をご覧いただけます。 
公開時間 午前9時～午後4時（入場は午後3時30分

まで） 
休館日 毎週月曜日（祝日の場合は次の平日）、年

末年始 
所在地 相島新田1番地（入場無料） 

※布佐駅南口から徒歩約20分、駐車場あり。 

 
スポーツ・レクリエーション 
市民体育館 

 問 市民体育館 ☎7187-1155 
開館時間 午前9時～午後9時 
休館日 毎月最終月曜日（祝日にあたる場合は前週

の月曜日）、年末年始（12月29日～1月2
日） 

所在地 古戸696 
▼施設内容 

施設内容 設備等 

メインアリーナ バレーコート3面、またはバスケ
ットコート2面、バドミントン8面 

サブアリーナ 
バドミントンコート2面、卓球台4
台・バスケットコート1面・バレ
ーコート1面 

武道場 素足で利用できる木製床 

トレーニング室 トレーニングマシン、カーディオ
マシン等のトレーニング設備 

会議室 健康体操教室等、定期教室開催 
幼児室 施設利用者が同伴したお子さん用 
※利用の予約は、使用日の3カ月前から（サブアリ
ーナ、トレーニング室を除く）。 

※電話等による受付はできません。 
※幼児室以外は有料。 
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学校体育施設の開放 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
 放課後や学校休業日に、小・中学校の体育館、小
学校の校庭、中学校の武道場を開放しています。 
※年末年始（12月28日～1月4日）は、開放しませ
ん。利用は、1年間を通じて決まった曜日・時間
に利用する年間使用と、短期使用があります。 

●小学校体育館 
平日…午後5時～9時 土・日・祝日…午前9時～午
後9時 
●小学校校庭 
平日…開放していません 
土・日・祝日…午前9時～午後5時 
●中学校体育館・武道場 
 中学校施設は、学校により開放時間が異なります
ので、教育委員会文化・スポーツ課にお問い合わせ
ください。 
※武道場は、我孫子中学校、白山中学校、湖北台中
学校、湖北中学校、久寺家中学校 

●使用料（体育館のみ） 
1時間100円（詳しくはお問い合わせください） 

 
小学校プールの開放 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
●小学校プール 
＊一般開放校 我孫子第一小、我孫子第三小、我孫
子第四小、根戸小、並木小、高野山小、湖北台西小、
湖北台東小、湖北小、新木 
小、布佐南小 
＊開放期間 夏休み中…開放日・時間については、
文化・スポーツ課へお問い合わせください。 
＊団体開放校 我孫子第二小、布佐小 
※工事等により開放しない場合があります。 
※学校によっては、日時を変更する場合があります。 
 
野球場 

 問 市民体育館 ☎7187-1155 
●市民体育館野球場 
施設概要 両翼90ｍ野球場1面（ナイター設備付き） 
利用時間 午前9時～午後9時（時間単位貸し出し） 
閉鎖日 市民体育館休館日、冬季閉鎖日（12月～2
月） 
●利根川ゆうゆう公園野球場 
施設概要 両翼90ｍ野球場4面（一般用2面、少年用
2面） 

利用時間 夏期（4月～9月）…午前9時～午後7時、
冬期（10月～3月）…午前9時～午後5時（時間単位
貸し出し） 
閉鎖日 市民体育館休館日 
●湖北台中央公園野球場 
施設概要 両翼90ｍ野球場1面 
利用時間 夏期（4月～9月）…午前9時～午後6時、
冬期（10月～3月）…午前9時～午後5時（時間単位
貸し出し） 
閉鎖日 市民体育館休館日 
申込方法 利用予約は3カ月前から、ただし、ゆう
ゆう公園野球場（少年用2面）は、体育館で抽選と
なります。 
※いずれも有料 

 
テニスコート 

 問 市民体育館 ☎7187-1155 
●市民体育館テニスコート 
コート数 砂入り人工芝コート5面（ナイター設備
付き） 
利用時間 午前9時～午後9時（時間単位貸し出し） 
閉鎖日 市民体育館休館日 
※所在地は75ページの市民体育館参照。 
●手賀沼公園テニスコート（ソフトテニス専用） 
コート数 クレーコート3面 
利用時間 夏期（4月～9月）…午前9時～午後6時、
冬期（10月～3月）…午前9時～午後5時（時間単位
貸し出し） 
※毎週土曜日、毎月第2日曜日午前9時～正午は、ジ
ュニア講習会で全面を使用します。 
閉鎖日 市民体育館休館日 
●湖北台中央公園テニスコート 
コート数 クレーコート4面 
利用時間 夏期（4月～9月）…午前9時～午後6時、
冬期（10月～3月）…午前9時～午後5時（時間単位
貸し出し） 
閉鎖日 市民体育館休館日 
申込方法 利用予約は3カ月前から受付 
※いずれも有料 
 
サッカー場 

 問 市民体育館 ☎7187-1155 
●利根川ゆうゆう公園サッカー場 
施設概要 サッカー場4面（一般用2面、少年用2面） 
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利用時間 夏期（4月～9月）…午前9時～午後7時、
冬期（10月～3月）…午前9時～午後5時（時間単位
貸し出し） 
閉鎖日 毎月の最終月曜日、年末年始（12月29日～
1月3日）、冬季閉鎖日（12月～2月） 
申込方法 利用予約は3カ月前から、ただし、少年
用2面は市民体育館で抽選を行います。 
※いずれも有料 
 
五本松運動広場 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
所在地 岡発戸1433-2 
施設内容 
スポーツ広場、みどりの広場、駐車場（70台）、ト
イレ 
貸し出し対象 
＊スポーツ広場（有料）…一般開放（土・日・祝日
と、学校の春・夏・冬休みは、おもに小学生以下の
団体を対象）※要予約 
＊みどりの広場（無料）…一般開放（10人以上で使
用する場合要予約） 
予約申し込み 
使用日の3カ月前の初日に市民体育館で申請書を提
出。希望者が複数の場合は抽選。 
利用時間 
午前9時～午後5時（5月～8月：午前9時～午後6時） 
閉鎖日 年末年始（12月29日～1月4日） 

 
取手市との相互利用スポーツ施設 
 取手市との公共施設の相互利用協定により、我孫
子市民も取手市民と同額の料金で、利用できます。 
 利用する際は、市民利用カードの提示が必要です。 
●取手グリーンスポーツセンター 
問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
取手グリーンスポーツセンター ☎0297-78-9090 

市民利用カードの発行場所 
市役所市民課、各行政サービスセンター、我孫子市
民体育館、教育委員会文化・スポーツ課 
休館日 
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日、但し遊
水プール開放日は使用できるものとする。） 
年末年始（12月29日～1月3日）、施設の点検日（不
定期） 
利用時間 午前9時～午後9時 

※プール・トレーニング室は午後10時ま
で（詳しくはお問い合わせください）主
な施設内容 

＊室内プール（温水）〈50ｍ8コース〉 
＊遊水プール（夏期のみ） 
＊体育館 ＊武道場 
＊弓道室 ＊トレーニング室 ＊健康相談室 
●その他のスポーツ施設 
問 藤代スポーツセンター ☎0297-82-7200（予
約受付☎0297-82-6699） 
＊藤代スポーツセンター 
問 取手市水とみどりの課 ☎0297-74-2141（代
表） 
＊取手緑地運動公園有料施設 ＊向原公園テニス
コート ＊とがしら公園野球場・テニスコート 
＊花輪スポーツ公園テニスコート 
＊桜ケ丘テニスコート ＊光風台テニスコート 
 
ミナトスポーツクラブ天王台 

 問 ミナトスポーツクラブ天王台 ☎7185-3710 
 市内の民間施設に協力依頼し、市内在住・在勤・在
学の方は、メンバーでなくても開放時間にプールが利
用できます。1回2時間まで（有料） 
※利用する際は、市民利用カードの提示が必要です。 
営業時間（最終入館時間は営業終了時間の１時間前で
す） 
月曜日から金曜日…午前9時30分～午後10時 
※平日18時～19時30分は利用不可 
土曜日…午前9時30分～午後9時30分 
日曜日…午前9時～午後6時 
祝 日…午前10時～午後6時 
※毎月、月末29～31日は休館日となります。 
※年末年始・お盆休館日の場合があります。 

対象 満16歳以上で市内在住・在勤・在学の方 
※開放日時は、変更になる場合があります。 
 
スポーツ教室・市民大会 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
スポーツ協会 ☎7187-7110 

●スポーツ教室 
 市民の体力向上とレクリエーションのため、スポ
ーツ教室を開催しています。 
●市民大会 
 体育協会と教育委員会が協力し、1年を通じて市
民大会を開催しています。 
●チャレンジスポーツフェスタ 
 年に一度、市民体育館でニュースポーツ体験や、
体力測定等を行います。 
 
新春マラソン大会 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
大会実行委員会・スポーツ協会 ☎7187-7110 

 市民のだれもが参加できる大会として、毎年1月
に開催しています。 
 湖北台中学校をスタート・ゴールに1.5kmのファ
ミリーレースやロードレースが行われます。 
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手賀沼エコマラソン大会 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
実行委員会事務局 ☎7167-8345 

 “よみがえる手賀沼さわやかに走ろう”をテーマ
に、我孫子市、柏市が環境団体や文化団体、スポー
ツ団体、医師会等と協力して開催しています。 
 毎年10月最終日曜日、柏ふるさと公園をスター
ト・ゴールとして、手賀沼湖畔のハーフマラソンコ
ースで行われます。 
 
ふれあいキャンプ場 

 問 教育委員会文化・スポーツ課 ☎7185-1604 
所在地 岡発戸1395 
施設内容 テントサイト、炊事棟、野外炉、ファイ
ヤーサークル、水洗トイレ、駐車場40台分 
利用できる日（年末年始（12月29日～1月4日）は
休場） 
＊デイキャンプ…毎日（午前10時～午後5時） 
＊宿泊キャンプ… 4月1日～10月31日まで毎日 

（午前10時～翌日の午前10時） 
（午後2時～翌日の午前10時） 

使用料 利用区分・時間に応じた使用料がかかりま
す。詳しくはお問い合わせください。 
申込方法 市内在住、在勤、在学の方は、使用希望
日の2カ月前～3日前までに、それ以外の方は、1カ
月前～3日前までに教育委員会文化・スポーツ課で
申請。 
 申請後、使用日までに使用料をお支払いください。 
 
市民農園 

 問 農政課 ☎7185-1481 
 市民のみなさまが土や緑とふれあえる場所として、
日秀新田市民農園を運営しています。随時利用者を
募集しておりますので、農政課までお問い合わせく
ださい。 
一般区画（30㎡）…120区画 
※残菜置場、トイレ、駐車場あり 
利用できる方…市内在住の方 
利用期間…2年間 
 
ふれあい体験農園 

 問 農政課 ☎7185-1481 
ふれあい体験農園一覧表 
我孫子地区 

農園名 開設場所 
伝習農場「むそう塾」 北新田 
根戸新田ふれあい体験農園 根戸新田 
日暮ふれあい体験農園 根戸新田 
我孫子新田ふれあい体験農園 我孫子新田 
後藤ふれあい体験農園 久寺家 

 
 
 

天王台地区 
農園名 開設場所 

五本松ふれあい体験農園 岡発戸 
岡田ふれあい体験農園 高野山 
第 2岡田ふれあい体験農園 高野山新田 

 
湖北地区 

農園名 開設場所 
飯塚ふれあい体験農園 中峠 
中峠アグリクラブ 中峠 

 
新木・布佐地区 

農園名 開設場所 
南新木ふれあい体験農園 新木 
秋田ふれあい体験農園 布佐 
鈴木ふれあい体験農園 江蔵地 
谷ツ山ふれあい体験農園 江蔵地 

 
あびこ農産物直売所 あびこん 
レストラン 旬菜厨房 米舞亭 
直売所では、市内の農家が作った安全・安心・新鮮
な農産物と加工品を販売しています。また、レスト
ランでは、新鮮な地元食材を活かしたメニューを提
供しています。 
所在地 高野山新田193（手賀沼親水広場水の館１
階） 
定休日 年末年始（12月31日～1月4日）※臨時休
業の場合あり 
 問 あびこ農産物直売所 あびこん ☎7168-0821 
営業時間 午前9時00分～午後6時00分 ※営業時
間変更の場合あり 
 問 レストラン 旬菜厨房 米舞亭 ☎7168-0504 
営業時間 午前11時00分～午後5時00分 ※営業
時間変更の場合あり 
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手賀沼親水広場 水の館 
 問 水の館 ☎7184-0555 

 水に親しむ機会を通して手賀沼の水環境保全の
大切さを皆さんに感じていただくことを目的とし
た施設です。 
 屋内には展望室、プラネタリウム、研修室、市民
活動コーナー、手賀沼に関する展示コーナー等があ
るほか、農産物直売所やレストランも設置されてい
ます。 
 屋外には、多目的広場、ミニ手賀沼、じゃぶじゃ
ぶ池(夏季のみ利用可)等があります。 
所在地 高野山新田193 
開館時間 午前9時～午後5時 
閉館日 毎月第4水曜日（第4水曜日が祝日にあたる
場合は第3水曜日）、年末年始(12月29日～1月4日) 
駐車場 191台 
利用料 (水の館の入館は無料) 
○研修室…2時間400円 
○市民活動コーナー…無料 
○プラネタリウム…高校生以上100円、中学生以下
無料、障害手帳をお持ちの方無料。（土・日・祝に
１日６回定時上映。平日は団体予約のみ受付。） 
 
我孫子インフォメーションセンター 
「アビシルベ」 
 我孫子の情報発信基地として、市内の観光情報・
イベント情報等をお届けしています。季節やイベン
トに合わせた企画展示や市内で活動する文化団体
等の作品展示も行っています。我孫子市ふるさと産
品や市のマスコットキャラクター「手賀沼のうなき
ちさん」グッズも豊富に取り揃えているので、お気
軽にお立ち寄りください！ 

住所 本町2-1-10（JR我孫子駅南口より徒歩1分） 
開館時間 午前9時～午後6時 
休館日 年末年始(12月29日から翌1月3日) 
ホームページ https://www.abikoinfo.jp/ 
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行政サービスセンター（市内7カ所） 

施設名 所在地 電話番号 開所時間 月 火 水 木 金 土 日 

我孫子行政サービスセンター 
（日中） 

本町 3-1-2 7185-1581 
9:00～17:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

我孫子行政サービスセンター 
（夜間） 

9:00～20:00
※ ○ - ○ - ○ - - 

つくし野行政サービスセンター つくし野 3-22-
2 7185-1674 

8:30～17:00 

○ - ○ - ○ - - 

天王台行政サービスセンター 柴崎台 1-10-15 7185-1589 ○ ○ ○ ○ ○ - - 
湖北台行政サービスセンター 湖北台 3-1-1 7185-4982 ○ ○ ○ ○ ○ - - 
湖北行政サービスセンター 古戸 171-2 7185-4983 - ○ - ○ - - - 
新木行政サービスセンター 南新木 1-1-1 7185-2224 ○ ○ ○ ○ ○ - - 
布佐行政サービスセンター 布佐 2730-1 7185-4984 ○ - ○ - ○ - - 
上記表中の〇は開庁日、-は閉庁日を示しています。祝日及び年末年始は閉庁します。 
※午後5時～午後8時までと、土曜日は一部取り扱いできない業務がありますので、事前に問い合わせくだ
さい。なお、戸籍の届け出や市税の証明についてはお預かりとなります。 

 
生涯学習施設・文化施設・博物館 

施設名 所在地 電話番号 開所時間 休所日 
生涯学習センター「アビス
タ」 若松 26-4  7182-0515 9:00～21:00 毎月最終月（月が祝日

の場合、翌平日）、年
末年始  

我孫子地区公民館 

湖北地区公民館 中里 81-3 7188-4433 

9:00～21:00 
市民図書館アビスタ本館 若松 26-4 7184-1110 

月（月が祝日の場合、
翌平日）、 
年末年始 

市民図書館湖北台分館 湖北台 9-3-6 7187-3055 9:30～17:00 
市民図書館布佐分館 新々田 109-1 7189-1311 9:30～17:00 
鳥の博物館 高野山 234-3 7185-2212 9:30～16:30 
白樺文学館 緑 2-11-8 7185-2192 9:30～16:30 

杉村楚人冠記念館 緑 2-5-5 7187-1131 
9:00～16:30 

（入館は 16:00
まで） 

旧村川別荘 寿-27-9 7185-1583 
（文化・スポーツ課） 

9:00～16:00 
（入場は 15:30

まで） 

旧井上家住宅 相島新田 1 7185-1583 
（文化・スポーツ課） 

9:00～16:00 
（入場は 15:30
まで） 

市民体育館 古戸 696 7187-1155 9:00～21:00 
毎月最終月（月が祝日
の場合、翌平日）、年
末年始 

手賀沼親水広場 水の館 高野山新田
193 7184-0555 9:00～17:00 

毎月第 4水（第 4水
が祝日にあたる場合は
第 3水）、年末年始 

あびこ市民プラザ 我孫子 4-11-1 7183-2111 9:00～21:00 無休 
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けやきプラザ 
施設名 所在地 電話番号 開所時間 休所日 

我孫子行政サービスセンター 

本町 3-1-2 

7185-1581 
9:00～20:00（月・
水・金）、9:00～
17:00（火・木・土） 

日、祝日、年末年
始 

あびこ市民活動ステーション 7165-4370 

9:00～21:00 
（夜間の利用がないと
きは、17:00に閉
館） 

第 2・4月（祝日
の場合は開館）、
年末年始 

我孫子南近隣センター 7181-1011 

9:00～21:00 
（夜間の利用がないと
きは、17:00に閉
館） 

第 2・4水、年末
年始 

千葉県福祉ふれあいプラザ 7165-2881 9:00～19:00 

月曜休館（祝日は
翌営業日）、年末
年始 

ふれあいホール 7165-2883 9:00～21:30（受付
は 19:00まで） 

介護予防トレーニングセンター 7165-2885 9:00～21:30（受付
は 20:00まで） 

介護実習センター、相談室 7165-2886 9:00～21:00（受付
は 18:00まで） 

東葛飾障害者相談センター 7165-2422 直接お問い合わせください 
 
近隣センター 

施設名 所在地 電話番号 開館時間 休館日 施設・設備 

根戸近隣センター 根戸 573-5 7183-5363 

9：00～21：00 
（夜間の利用が
ないときは 17：
00に閉館） 

毎月 
第 1,3水、 
年末年始 

多目的ホール、会議室
大・小、和室大・小、板
の間、料理実習室 

久寺家近隣センター 久寺家 686-5 7179-1166 多目的ホール、会議室、
和室、調理室 

我孫子北近隣 
センター・並木本館 並木 5-4-6 7157-4517 多目的ホール、調理室、

会議室 1・2・3 

我孫子北近隣 
センター・つくし野館 

つくし野 3-22-1 
（我孫子ビレジ
ショッピングセ
ンター2階） 

7157-4085 会議室 1・2・3 

我孫子南近隣 
センター 

本町 3-1-2（け
やきプラザ 8
階・9階） 

7181-1011 
毎月 
第 2,4水、
年末年始 

9階ホール、第 1・第 2
会議室、録音室（防音
室）、和室、調理実習室 

天王台北近隣 
センター 柴崎台 2-15-8 7182-9988 

毎月 
第 1,3水、
年末年始 

多目的ホール、会議室
大・小、和室大・小、実
習室 

近隣センター 
こもれび 

東我孫子 1-41-
33 7165-2011 

毎月 
第 2,4火、
年末年始 

多目的ホール、会議室
1・2（防音室）・3（工
作室）、和室、調理室 

湖北台近隣センター 湖北台 8-2-1 7187-1122 

毎月 
第 1,3水、
年末年始 

多目的ホール、会議室
大・1・2、防音室、和室
1・2、調理室、工作室 

新木近隣センター 新木 1500 7188-2010 
多目的ホール、会議室
A・B、けやき・つつじ
（和室）、調理室、マル
チルーム 

布佐南近隣センター 布佐平和台 4-1-
30 7189-3740 

集会室、会議室、かえで
（フローリング）、ふ
じ・けやき・つつじ（和
室）、料理実習室、テニ
スコート 

近隣センター 
ふさの風 布佐 2972-1 7181-6211 

毎月 
第 2,4水、
年末年始 

多目的ホール、会議室
1、会議室 2（防音
室）、会議室 3、調理
室、和室 1・2 
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市民センター 

施設名 所在地 電話番号 開館時間 休館日 施設・設備 

湖北台市民センター 湖北台 3-1-1 7188-9927 
9：00～21：00（夜
間の利用がないとき
は 17：00に閉館） 

毎月第 1,3水、
年末年始 

会議室 1・2・
3・4 

 
消費生活センター 
消費生活センターでは、消費者への消費生活相談や消費生活講座、情報提供を行っています。 

施設名 所在地 電話番号 相談日時        相談
方法 

我孫子市 
消費生活センター 

本町 3-2-1（アビイ
クオーレ 2階・イト
ーヨーカードー我孫
子南口店） 

7185-0999 
（消費生活相
談専用電話） 

毎週月～金、第 2,4土 
(祝日及び年末年始を
除きます) 
10:00～17:30 

電話及び来所による相談
を受け付けていますので
ご利用ください。相談費
用は無料です。 

 
我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」 

施設名 所在地 電話番号 開所時間 休所日 
我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」 本町2-1-10 7100-0014 9：00～18：00 年末年始(12月29日

～翌1月3日) 
 
ちば施設予約サービス 
 ちば施設予約サービスは、インターネットやタブ
レット端末から施設の抽選申し込みや施設の空き状
況の確認、予約ができるシステムです。 
 このちば施設予約サービスを利用するには、事前
に使用者登録手続きが必要です。 
なお、施設の空き状況は、使用者登録をしなくても
確認できます。 
 
タブレット端末の設置場所 
あびこ市民プラザ、市民体育館、各公民館、各近隣・
市民センター 
 
予約できる施設 
あびこ市民プラザ ☎7183-2111 
・ホール、会議室、和室 

 
我孫子地区公民館（アビスタ） ☎7182-0515 

・ホール、学習室、和室、調理室、工芸工作室 
湖北地区公民館 ☎7188-4433 
・ホール、学習室、和室、調理室、工芸工作室 

 
近隣センター(11館）・市民センター(1館）電話番
号は、81ページ参照 
・ホール、会議室、和室、調理室等 

 
市民体育館 ☎7187-1155 
・メインアリーナ、武道場、会議室、体育館テニス
コート、湖北台・手賀沼庭球場、体育館・河川敷
（一般用）野球場、サッカー場、湖北台野球場 

※あびこ市民プラザホール及び湖北地区公民館ホ
ールは、6カ月前、それ以外の施設は3カ月前から
予約ができます。 

※使用者登録方法や、予約期間等、詳しくは各施設
へお問い合わせください。 

 
公園・自然に親しむ施設 

施設名 概要 問い合わせ先 

手賀沼公園と 
手賀沼遊歩道 

目の前に手賀沼が広がり、約4.6haの園内には多目的広場、コンビネ
ーション遊具、ミニSL・レンタサイクル（有料、営業日：春休みから
11月までの土・日曜・祝日ほか 問シルバー人材センター〈平日 
☎7188-2204、営業日 ☎090-4520-3603〉詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。）等があります。 

公園緑地課 
☎7185-1542 

五本松公園 
手賀沼を望む高台にあり、約4.8haの緑豊かな園内には、木々の間を
めぐる散策路と広場、アスレチック遊具、あずま屋等があります。 
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施設名 概要 問い合わせ先 

湖北台中央公園 
約 5.2haの園内には広場、野球場、テニスコート等があります。
産業まつり等のイベントやスポーツ大会の会場としても利用され
ています。 

公園緑地課 
☎7185-1542 

中峠亀田谷公園 
（防災公園） 

面積は約 1.2ha。中峠台と中峠西部地区を避難区域とする避難場
所として指定されています。平常時は、憩いやレクリエーション
の場として利用することができ、災害時にはパーゴラシェルター
が本部テントに、ベンチがかまどに転用できます。 

高野山桃山公園 
面積は約 1.6ha。園内は、人々が集い緑と眺望を楽しむ高台エリ
ア、緑を保存再生した斜面林エリア、湧水で再生したビオトープ
エリアの、三つのエリアで構成されています。 

ホタル・アカガエルの里 
（谷津ミュージアム） 

湿地と斜面林の観察デッキや里山の道を整備し、自然観察をしや
すくしています。ヘイケボタルやニホンアカガエルをはじめ、多
くの動植物を観察することができます。 

手賀沼課 
☎7185-1484  

利根川ゆうゆう公園 
ファミリーレクリエーションゾーン、スポーツゾーン、自然観察
ゾーン、自然緑地ゾーンの 4つのゾーンからなる雄大な自然環境
とふれあいを楽しむことができる公園です。 

公園緑地課 
☎7185-1542 

気象台記念公園 平地部分は広大な芝地となっています。平地と斜面地間には、ヒ
バやアカマツ等の樹木が、東側にはサクラの木も点在します。 

宮ノ森公園 
竹内神社につらなる丘陵と、成田線沿いの湿地を生かした緑の豊か
な公園です。園内には、3,000本以上のツツジ類やサクラ、コナ
ラ、クヌギ等さまざまな木が植えられ、四季を美しく彩ります。 

古利根公園 
自然観察の森 

古利根沼南側の大地の樹林約 2.9haで、自然と親しむことができ
るよう、樹木をできるだけ多く残しています。また、芝原（中
峠）城趾の空堀跡もあります。 
この公園は、市民の森＆古利根みどりのボランティアの皆さんに
維持管理を行っていただいています。 

根戸船戸緑地 

緑地内の大部分は特別緑地保全地区の指定がなされ、主にコナ
ラ、クヌギ、シラカシ等の広葉樹で構成された樹林が保たれてい
ます。木々の向こうには田畑と手賀沼が広がり、南斜面には水が
湧き出ていたりと、我孫子の原風景ともいえる情景が満喫できる
ところです。 
鳥や植物についての解説板と樹木の名札が随所に設置されている
ため、より深く、楽しく自然に親しむ事ができます。 
緑地は、船戸の森の会のボランティアの皆さんに維持管理を行っ
ていただいています。 

我孫子市 
手賀沼親水広場 

水に親しむ機会を通して、手賀沼の水環境保全の大切さを皆さん
に感じていただくことを主目的とした施設で、多目的広場、ミニ
手賀沼、じゃぶじゃぶ池(夏季のみ利用可)等があります。 
また、広場内にある水の館には、展望室、プラネタリウム、手賀
沼に関する展示コーナー等があるほか、農産物直売所やレストラ
ンも設置されています（駐車場有）。 

我孫子市手賀沼親水広場 
☎7184-0555 

市民の森・ 
岡発戸市民の森 

広さ約 2.3ha。自然をそのままに生かし、散策や自然観察等、体
験、学習の場として楽しめます。シラカシ、ヒノキ、ハリギリ等
の樹木やヤマユリ、イカリソウ等約 200種の植物、また、野鳥や
昆虫も生息し、四季折々の自然にふれることができます。 
この森は、市民の森＆古利根みどりのボランティアの皆さんに維
持管理を行っていただいています。 

公園緑地課 
☎7185-1542 市民の森・ 

中里市民の森 

広さ約 3.4ha。森林では約 290種の植物、動物 2種、鳥類 24
種、昆虫 74種が確認されています。カブトムシの養殖施設等もあ
り、ご家族で自然を学び体験できます。 
この森は、市民の森＆古利根みどりのボランティアの皆さんに維
持管理を行っていただいています。 

市民の森・ 
布佐市民の森 

広さ約 2.7ha。中心に約 1haの調整池があり、カルガモやヒドリ
ガモ等 33種の鳥が確認されています。調整池を囲むように鳥観
（とりみ）、ムクの木、竹、花の 4つの広場を配置し、約 700m
の散策路で結んでいます。 

ふれあいキャンプ場 
緑豊かな五本松公園に隣接した手賀沼を望む高台にあり、テント
サイト・多目的広場・炊事棟・ファイヤーサークル・水洗トイレ
などが完備されています。 

文化・スポーツ課課 
☎7185-1604 
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他の官公庁等 
市内の警察署・交番 

施設名 所在地 電話番号  施設名 所在地 電話番号 
我孫子警察署 柴崎 904-1 7182-0110  湖北台交番 湖北台 3-1-7 7188-0167 
つくし野交番 つくし野 3-22-3 7184-5401  布佐駅前交番 布佐平和台 1-1-1 7189-1605 
我孫子駅前交番 本町 2-1-1 7185-1694  新木駅前交番 南新木 1-1-3 7188-1589 
天王台交番 柴崎台 1-9-19 7183-3284  東我孫子駐在所 東我孫子 2-17-10 7184-7985 

 
松戸公共職業安定所（ハローワーク松戸） 

施設名 所在地 電話番号 利用時間 休所日 

松戸公共職業安定所 
（ハローワーク松戸） 

松戸市松戸 1307-1 
松戸ビル 3階 

047-367-
8609 

◆職業紹介、相談、求人情報の提供 
◆雇用保険の適用、給付関係業務、
各種助成金、求人申し込み等 
月～金 8:30～17:15 

土、日、 
祝日、 
年末年始 

 
松戸年金事務所 

施設名 所在地 電話番号 

松戸年金事務所 松戸市新松戸 1-335-
2 

047-345-
5517 

    

   
  

 

税務署・県税事務所・法務局 
施設名 所在地 電話番号 

柏税務署 柏市あけぼの 2-1-30 7146-2321 
柏県税事務所 柏市あけぼの 2-1-5 7147-1231 
千葉地方法務局 
柏支局 柏市柏 6-10-25 7167-3309 

 

流山運転免許センター 
所在地 電話番号 業務日 

流山市前ヶ崎 217 7147-
2000 

月～金（祝日を除く）、日…講習区分が優良の方、高齢者講習受講済の方のみ受付 
※受付時間は、申請する種類により異なりますので、流山運転免許センターへお問い
合わせください。 
※技能試験を伴う運転免許試験は、従来どおり千葉市にある運転免許センターへ。 

 
市内の郵便局 

施設名 所在地 電話番号  施設名 所在地 電話番号 
我孫子郵便局（郵便） 天王台 6-8-15 7182-4251  我孫子駅前郵便局 我孫子 1-9-18 7183-5505 
我孫子郵便局（貯金・保険） 天王台 6-8-15 7182-0001  東我孫子駅前郵便局 東我孫子 1-1-4 7182-4252 
我孫子緑郵便局 緑 1-5-2 7182-4254  我孫子湖北台郵便局 湖北台 3-1-4 7188-1977 

我孫子つくし野郵便局 つくし野 3-22-
2 7184-9331  湖北郵便局 中峠 1304 7188-1971 

我孫子泉郵便局 泉 12-14 7182-6000  我孫子新木郵便局 新木野 2-1-8 7188-1200 

我孫子柴崎台郵便局 柴崎台 2-11-14 7184-5600  我孫子平和台郵便局 布佐平和台 4-1-
39 7189-1599 

    布佐郵便局 布佐 2474 7189-3293 
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あびバス・印西ふれあいバス 
 問 交通課 ☎7185-1369 

 現在、我孫子市内では、5路線のあびバスとふれ
あいバス・布佐ルートの計6路線の市民バスが運行
しており、地域の生活の足となっています。 
 お出掛けの際は、ぜひご利用ください。 
 各バスの路線図・時刻表は、市役所・各行政サー
ビスセンターに用意してあります。 
市内コミュニティバス一覧（令和2年11月時点） 

名称 主な経路 運行業者 

あびバス 
根戸ルート 

我孫子駅～根戸
地区～台田地区
～我孫子駅 

（株）ニュー東豊 

あびバス 
布施ルート 

我孫子駅～久寺
家地区～布施地
区 

阪東自動車（株） 

あびバス 
船戸・台田ル
ート 

我孫子駅～台田
地区～北柏駅～
船戸地区～我孫
子駅 

阪東自動車（株） 

あびバス 
栄・並木・泉
ルート 

我孫子駅～栄～
泉～天王台駅～
並木～我孫子駅 

阪東自動車（株） 

あびバス 
新木ルート 

湖北駅～新木台
～新木駅～新木
野地区～新木駅
～新木台～湖北
駅 

阪東自動車（株） 

ふれあいバス 
布佐ルート 

千葉ＮＴ中央駅
～布佐駅～木下
駅～印西市役所 

ちばレインボー 
バス（株） 

 
タクシ－ 

 問 交通課 ☎7185-1369 
 我孫子市内では、以下のタクシー会社が運行して
います。送迎等でぜひご利用ください。 
 
▼我孫子市内タクシー会社一覧 

タクシー会社名 電話番号 

京成タクシー東葛（株） 7184-0101 

今井タクシー（有） 7182-1341 

豊島交通（株） 7183-5001 
ニュー東豊（株） 
ニューアリビラ（有） 7183-3322 

※その他に個人タクシー等も運行しています。 

事業所の送迎バスで高齢者等の外
出を応援 

 問 交通課 ☎7185-1369 
 高齢者や障害者の皆さんの買い物や通院、駅や公
共施設への足として、市内の病院や自動車教習所、
大学、市の福祉施設（西部福祉センター、老人福祉
センターつつじ荘）の送迎バスを無料で利用するこ
とができます。 
利用できる方 市内在住の65歳以上の方または障
害者の方で、一人で乗降できるか、介助者の同伴で
乗降できる方（介助者も利用可） 
利用日時 月曜日～金曜日、午前9時～午後5時（各
送迎バスの運休日を除く） 
※西部福祉センター、老人福祉センターつつじ荘の
送迎バスは土・日曜日も利用できます。 

利用できる送迎バス 東葛辻仲病院、中央学院大学、
我孫子東邦病院、高野山胃腸科内科、我孫子自動車
教習所、我孫子聖仁会病院、平和台病院、西部福祉
センター、老人福祉センターつつじ荘、名戸ヶ谷あ
びこ病院 
※事業所の利用者で満席が予想される場合等、状況
によっては乗車できない場合があります。 

送迎バスの利用方法 送迎バスを利用するには、市
が発行する「利用パスカード」（下写真）が必要
です。 

「利用パスカード」の申請方法 
交通課、市内各行政サービスセンター（我孫子、つ
くし野、天王台、湖北台、湖北、新木、布佐）、高
齢者支援課及び障害福祉支援課で「送迎バス利用申
請書兼同意書」に必要事項を記入し交付を受けてく
ださい。（申請と同時に受け取れます） 

▲利用パスカード 
 
 
 
 
 
  

住　所

送迎バス利用パスカード

利用者名

我孫子市 有効期限/令和5年2月28日

　緊急連絡先氏名 　緊急連絡先（TEL）

※自署なきものは無効です。

※マスク着用等の感染症対策にご協力お願いしま

我孫子市

No.1192

― ―
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自転車駐車場（駐輪場） 

  自転車駐車場名 置き場所 
定期使用料
（年額） 
自転車 

定期使用料 
原付バイク 
（125cc以

下） 

一時使用料 
（1回・12時

間） 

管理人 
勤務時間 電話 

1 我孫子駅北口 
自転車駐車場 

地下1階ラック上段・ 
地下2階 9,000円   

自転車 100円 6：30～9：30、
16：00～20：00 7183-4191 

地下1階ラック
下段 12,000円   

2 
我孫子駅北口 
原動機付自転車 
駐車場 

平面   12,000円 原付 200円 6：30～9：30 7184-4710 

3 サイクルパーク
我孫子南 

地下ラック上段・ 
2階ラック上段 9,000円   

自転車 100円 6：30～9：30、
16：00～20：00 7186-2525 地下ラック下段・ 

2階ラック下段 12,000円   

3階 6,000円   

4 本町 3丁目自転
車駐車場 

1階 15,000円 30,000円 

自転車 100円 6：30～9：30、
16：00～20：00 7181-8050 2階 12,000円   

3階 6,000円   

5 我孫子駅南口第
3自転車駐車場 平面 6,000円 12,000円 自転車 100円 6：30～9：30 7186-0279 

6 天王台駅北口第
1自転車駐車場 平面 6,000円 12,000円 自転車 100円 6：30～9：30 7185-2185 

7 天王台駅北口第
2自転車駐車場 平面 6,000円 12,000円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7184-1771 

8 サイクルパーク
天王台南 

1階  30,000円 

自転車 100円 6：30～9：30、
16：00～20：00 7185-8336 

地下ラック上段・ 
2階ラック上段 9,000円   

地下ラック下段・ 
2階ラック下段 12,000円 30,000円 

3階 6,000円   

9 
天王台駅南口 
第 1自転車 
駐車場 

平面 6,000円 12,000円 自転車 100円 
原付  200円 6：30～9：30 7184-2001 

10 湖北駅自転車 
駐車場（北口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7187-2385 

11 湖北駅自転車 
駐車場（南口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7188-6631 

12 新木駅自転車 
駐車場（北口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7187-1313 

13 新木駅自転車 
駐車場（南口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7188-6691 

14 布佐駅自転車 
駐車場（南口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7189-3071 

15 布佐駅自転車 
駐車場（東口） 平面 4,200円 8,400円 自転車 100円 

原付  200円 6：30～9：30 7189-1858 

※原付バイクは、125cc以下の原動機付き自転車になります。 
※高校生以下、ひとり親家庭の方は、１、３、４、８の自転車駐車場を使用の場合、料金の減額申請が可能
です。（ただし原付バイク、3階は減額対象外）。減額申請時には資格証明（学生証、児童扶養手当証書等）
の写しが必要となります。 
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自転車駐車場の申し込み方法 
 各自転車駐車場では、毎年1月に、4月～翌年3月
までの1年間の定期利用の申し込みを受け付けま
す。 
 年度途中（4月以降）に申し込まれる場合は、管
理人勤務時間内にご手続きください。 
 問 我孫子市シルバー人材センター ☎7193-8091 
 

自転車の放置はやめましょう！ 
 駅周辺の自転車放置禁止区域内や、公共の場所に
放置している自転車を随時撤去しています。駅や駅
周辺の施設を利用する際は自転車駐車場をご利用
ください。 
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さくいん 
あ 
あかちゃんステーション 65 
あびこ eモニター 69 
あびこ後見支援センター 57 
我孫子市国際交流協会（AIRA） 69 
あびこ市民カード 25 
あびこ市民活動ステーション 68 
我孫子地区公民館 72 
あびこん（あびこ農産物直売所） 78 
アビシルベ（我孫子インフォメーションセン
ター） 79 

アビスタ（生涯学習センター） 72 
あびバス・印西ふれあいバス 85 
あらき園 50 
アルコール教室 44 
い 
いじめ・悩み相談ホットライン 71 
移送費（後期高齢者医療制度） 34 
移送費（国民健康保険） 30 
遺族基礎年金 36 
一時預かり（子ども） 63 
犬を飼うときは 21 
医療費の助成（子ども） 42 
医療費の助成（障害者〈児〉） 47 
医療費の助成（ひとり親） 65 
印鑑登録証・あびこ市民カード 25 
印鑑登録証明書 25 
印鑑登録の手続き 24 
う 
ウイングホール柏斎場 27 
雨水貯留タンクの設置費用を補助 19 
運転免許センター（流山） 84 
お 
お休み処 54 
親と子の楽しい「遊び」「学び」の広場 64 
か 
海外療養費の支給 30 
介護保険 58 
介護保険以外の在宅サービス 56 
介護保険（利用料の減免・助成） 59 
外出支援（高齢者） 85 
外出支援（障害者） 49 
学生納付特例制度（国民年金） 36 
学童保育 62 

 
学校体育施設の開放 76 
寡婦年金 36 
肝炎ウイルス検査 43 
がん検診 43 
き   
議会 70 
キャンプ場 78 
旧井上家住宅（市指定文化財） 75 
休日診療所・救急病院 7 
休日保育 63 
旧村川別荘（市指定文化財） 75 
教育についての相談 71 
教育費の補助 71 
行政サービスセンター 80 
近隣センター 81 
く   
暮らしの支援（障害者） 47 
クリーンセンター 16 
グループホーム（障害者） 51 
け   
警察署・交番 84 
軽自動車税 37 
敬老祝金 55 
下水道施設のトラブル 18 
下水道料金 18 
結婚するときは（婚姻届） 27 
結婚相談 13 
けやきプラザ 81 
県営住宅 20 
健康診査（妊婦・乳幼児） 41 
こ   
公園・自然に親しむ施設 82 
高額療養費の支給（後期高齢者医療制度） 33 
高額療養費の支給（国民健康保険） 30 
後期高齢者医療制度 33 
公共施設の予約（ちば施設予約サービス） 82 
交通災害共済制度 21 
交通事故にあったとき（後期高齢者医療制
度） 35 

高等学校 71 
広報・広聴 69 
公民館学級 72 
高齢者なんでも相談室（地域包括支援センタ
ー） 52 

国税・県税 37 
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国民健康保険 30 
国民年金 35 
心の健康クラブ 44 
戸籍・住民票請求（郵送） 24 
戸籍謄・抄本 28 
戸籍の届け出 26 
子育て支援施設 64 
骨粗しょう症検診 44 
固定資産税・都市計画税 37 
子ども虐待防止対策室 66 
子ども短期入所（ショートステイ）事業 64 
子どもに関する総合相談窓口 66 
こども発達センター 66 
湖北地区公民館（コホミン） 73 
五本松運動広場 77 
ごみ出し支援ふれあい収集 17 
ごみの分け方・出し方 16 
婚姻届 27 
さ   
サッカー場 76 
産後ケア事業 42 
し   
しあわせママパパ学級 41 
市営住宅 19 
歯科健康診査（6024） 44 
志賀直哉邸跡書斎（市指定文化財） 75 
市税の減免 38 
市税の証明が必要なとき 38 
市政ふれあい懇談会 69 
市政への手紙・メール 69 
施設ガイド 80 
施設予約 82 
自転車駐車場（駐輪場） 86 
児童相談所 66 
児童通所支援 67 
児童手当 65 
児童扶養手当 65 
し尿くみ取りの手続き 18 
死亡一時金（国民年金） 36 
死亡届 27 
市民活動支援 68 
市民課窓口の開庁時間・受付業務 29 
市民公益活動補償制度 68 
市民税 37 

 

市民センター 82 
市民農園 78 
市民文化講座 72 
社会福祉協議会 60 
市役所案内 7 
就学援助（小・中学生） 71 
修学資金の貸し付け 71 
住宅改造の相談と助成（高齢者） 57 
住宅改造費の助成（障害者等） 48 
住宅相談 12 
重度障害者福祉手当 47 
住民登録 23 
住民票等の証明書 24 
出産育児一時金（国民健康保険） 30 
出産したときは 26 
出産費の貸し付け（国民健康保険） 31 
生涯学習 72 
生涯学習施設 80 
障害基礎年金 36 
障害児福祉手当 46 
障害者相談支援事業所 46 
障害者の施設 50 
障害者福祉センター 50 
浄化槽設置の手続き 18 
小学校 71 
小学校プールの開放 76 
消費生活センター 82 
情報公開制度 70 
消防署 6 
白樺文学館 74 
自立支援医療の給付 47 
シルバー人材センター 55 
心身障害児福祉手当 46 
心身障害者扶養年金 47 
新生児・乳児・産婦訪問 41 
身体障害者手帳 46 
す   
水道局 10 
水道の手続き 17 
水道の水が濁ったら 17 
水道料金 17 
杉村楚人冠記念館（市指定文化財） 74 
すくすく広場 64 
すこやか広場 65 
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スポーツ教室・市民大会 77 
スポーツ施設 75 
せ   
生活福祉資金の貸し付け 60 
生活保護 60 
精神障害者保健福祉手帳 46 
成年後見制度 49 
西部福祉センター 55 
税務署（柏） 84 
選挙 70 
戦傷病者等への支援 60 
そ   
増改築工事の施工業者を紹介 20 
葬祭費（後期高齢者医療制度） 34 
葬祭費（国民健康保険） 30 
相談支援事業所（児童） 66 
相談支援事業所（障害者） 46 
相談窓口（県） 14 
相談窓口（子ども） 13 
相談窓口（市） 12 
た   
体育館 75 
大学 71 
耐震改修工事助成制度 20 
耐震診断助成制度 20 
滞納（市税） 38 
太陽光発電システム補助 20 
男女共同参画 68 
ち   
地域活動支援センター（障害者） 51 
地域交流教室 72 
地域包括支援センター（高齢者なんでも相談室） 52 
ちば施設予約サービス 82 
中学校 71 
長寿（後期高齢者）健診 43 
長寿大学 55 
て   
DV（ドメスティック・バイオレンス） 68 
デイサービス（高齢者の地域交流） 56 
手賀沼 82 
手賀沼親水広場 79 
テニスコート 76 
出前講座 72 
出前保育 65 

 

テレホンガイド 7 
転居届 23 
転校手続き（小・中学校） 71 
転出届 23 
転入届 23 
と   
道路と付帯施設に異常があるときは 19 
特定健診 42 
特定疾患等の医療費の公費負担 44 
特定疾病療養者援助金 44 
特定不妊治療費助成事業 40 
特別支援学校・高等技術専門校 71 
特別児童扶養手当 46 
特別障害給付金 47 
特別障害者手当 47 
図書館アビスタ本館 73 
図書館湖北台分館 73 
図書館布佐分館 73 
鳥の博物館 74 
な   
生ごみ処理容器等の購入補助 16 
難病・がん末期の方への生活支援 45 
に   
にこにこ広場 64 
日常生活用具の給付（高齢者） 57 
日常生活用具の給付（障害者） 47 
入院中の食事代軽減（国民健康保険） 31 
人間ドック助成金（国民健康保険） 32 
認知症カフェ（オレンジカフェ） 54 
妊婦歯科健康診査 41 
妊婦訪問 41 
ね   
ねたきり高齢者等への福祉手当 57 
根戸福祉センター 55 
年金事務所（松戸） 84 
の   
納税カレンダー 38 
脳ドック事業 44 
農産物直売所（あびこん） 78 
は   
博物館 74 
パスポート（旅券）の申請 29 

はり・きゅう・マッサージの補助 
（後期高齢者医療制度） 34 
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はり・きゅう・マッサージの補助 
（国民健康保険） 31 

ハローワーク松戸（松戸公共職業安定所） 84 
ひ   
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 65 
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 66 
ひとり親家庭の支援助成 65 
ひとり親家庭への支援 65 
避難場所 3 
病児・病後児保育 63 
ふ   
ファミリーサポートセンター 62 
付加年金（国民年金） 36 
不動産相談 12 
ふれあいキャンプ場 78 
ふれあい体験農園 78 
文化施設 80 
へ   
ペットが飼えなくなったときは 22 
ペットが死んだときは 22 
ペットを飼うとき 21 
ほ   
保育園 61 
保育園の園庭開放 63 
保育料の軽減（ひとり親） 66 
訪問看護医療費（国民健康保険） 30 
訪問看護療養費（後期高齢者医療制度） 34 
保健センター 40 
保健センターだより 40 
保険料について（後期高齢者医療制度） 35 
保険料の納付（国民年金） 36 
保険料の免除制度（国民年金） 36 
母子・父子・寡婦福祉資金の貸し付け 65 
母子健康手帳 40 
ま   
マイナンバーカード 25 
米舞亭（レストラン） 78 
松戸健康福祉センター（松戸保健所） 40 
み   
未熟児養育医療 42 
水の館 79 
みどり園 50 
民生委員・児童委員 60 

 
 

め   
メール配信サービス 69 
や   
野球場 76 
ゆ   
遊具うんどう教室 44 
郵便局 84 
よ   
幼稚園 61 
要望書・陳情書 69 
予防接種（高齢者） 44 
予防接種（子ども） 42 
り   
離婚するときは 27 
離乳食教室・後期離乳食教室 41 
リフォーム補助金（住宅） 20 
療育手帳 46 
療養の給付・支給（後期高齢者医療制度） 33 
療養の給付・支給（国民健康保険） 30 
旅券（パスポート）の申請 29 
る   
るんるんパーク 65 
ろ   
老人クラブ 54 
老人福祉センターつつじ荘 55 
漏水を見つけたら 17 
老齢基礎年金 36 
わ   
わくわく広場 65 
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