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１月７日、二十歳の門出を祝う成人式が開かれました。
式典会場となったプリミエール酒々井文化ホールには、きらびやかな振り袖
や羽織はかまで着飾った新成人たちが旧友や恩師との久々の再会を喜びあって
いました。
式典には新成人139人が出席し、新成人を代表してあいさつした成人式実行
委員の鈴木未来さんは「これからは成人としての自覚と責任をもち、社会に貢
献できるように日々精進していきます」と決意を話されました。
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千葉県スポーツ推進委員
功労者表彰受賞

千葉県青少年相談員
連絡協議会長感謝状

12月10日に匝瑳市で開催された
「第34回千葉県スポーツ推進委員研
究大会」において、酒々井町スポー
ツ推進委員土橋繁明さんが千葉県ス
ポーツ推進委員功労者表彰を受賞さ
れました。
土橋さんは、平成13年からスポ
ーツ推進委員として町の社会体育振
興・生涯スポーツの普及に尽力され、
どばし
しげあき
土橋 繁明さん 多大なる功績を残されております。
問い合わせ
（東酒々井）
生涯学習課スポーツ振興班
☎（４９６）５３３４

まつもと

みつゆき

松本 光幸さん
（酒々井）

12月３日に千葉市青葉の森芸術
文化ホールで開催された千葉県青少
年相談員全体会において贈呈式が行
われ、松本光幸さんに千葉県青少年
相談員連絡協議会長感謝状が贈られ
ました。
松本さんは、千葉県青少年相談員
として連続９期（25年）にわたり
青少年の健全育成に尽くされた功績
が認められ受賞されました。
問い合わせ
生涯学習課スポーツ振興班
☎（４９６）５３３４

固定資産評価審査委員会委員の選任

さいとう

しょういち

齋藤 照一さん
（下岩橋）

つるおか

よしひろ

鶴岡
廣さん
（酒々井）

ほしの

けんいちろう

昨年12月定例議会において、固
定資産評価審査委員会委員に、齋藤
照一さん、鶴岡 廣さん、星野建一
郎さんが議会の同意を得て再任され
ましたので、ご紹介します。
問い合わせ 税務住民課収税班
☎ １１６～１１８

星野 建一郎さん
（中央台）

平成30年度からスタートする新しい福祉関係の3つの計画（案）に対するご意見を募集します
町では、
「第７期酒々井町高齢者保健福祉計画及び介
護保険事業計画」
、
「第３次酒々井町障害者計画」、「第５
期酒々井町障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画」の
３つの計画の策定作業を進めています。今回、計画（案）
がまとまりましたので、皆さまからのご意見を募集しま
す。
酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
は、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられる
地域社会を目指して、その体制づくりを推進するための
計画です。
酒々井町障害者計画は、障害者のための施策に関する
事項を定めた基本計画で、酒々井町障害福祉計画及び障
害児福祉計画は、障害サービスの見込量と提供体制を確
保するための実施計画です。
■意見募集期間
①第７期酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業
計画
②第３次酒々井町障害者計画、第５期酒々井町障害福祉
計画及び第１期障害児福祉計画 ２月１日㈭～２月14
日㈬（土・日・祝日を除く）８時30分～17時15分

2

健康福祉課（役場中央庁舎１階）
※町ホームページで閲覧可
■意見を募集する計画と担当窓口
①第７期酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業
計画・・・健康福祉課介護保険班
②第３次酒々井町障害者計画、第５期酒々井町障害福祉
計画及び第１期障害児福祉計画・・・健康福祉課福祉班
■提出方法 住所、氏名、連絡先、表題を記入し、持参、
郵送（２月14日㈬消印有効）、ファクス、電子メールに
より、文書または電子的記録として残るもので提出して
ください。なお、様式は任意とします。※意見書を提出
できる方は、町内に住所のある方（法人を含む）。
■提出先 郵送：〒２８５－８５１０ 酒々井町中央台
４－１１健康福祉課各担当班宛て、ファクス：（４９６）
４５４１、電子メール：健康福祉課介護保険班
kaigo@town.shisui.chiba.jp、健康福祉課福祉班
fukushi@town.shisui.chiba.jp
■町は、提出された意見を十分考慮し、最終的な意思を
決定します。
問い合わせ 健康福祉課介護保険班☎ １３１、健康福
祉課福祉班☎ １３４
■縦覧場所

しすい ふれ 愛タクシーのご利用について
町では、ご自宅から目的地まで、乗り合いタクシー方
式による ｢しすいふれ愛タクシー｣ を運行しています。
ご利用に当たっては、次の点にご協力をお願いします。

■運行区域および利用料金
・町内全域（さくら斎場含む）
300円／回
・病院（成田日赤病院・日医大北総病院）500円／回
■運行日 平日（土日祝日、年末年始12月29日～１月
３日を除く）
■運行時間 ８時～17時（最終乗車は16時30分）
■利用方法 事前に利用登録（および利用券の購入）が
必要となります。予約は利用される７日前から社会福祉
協議会で受け付けています。☎（４８１）６０００ （受
付時間７時30分～16時30分まで）
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３４、酒々井町社
会福祉協議会☎（４９６）６６３５

・スクールバスの運行も兼ねていますので、スクール
バス運行時は児童の利用が優先となります。
・乗り合いタクシーですので、お迎えに行く時間、目
的地への到着時間に遅れが生じる場合があります。
時間に余裕がある場合にご利用ください。
・お急ぎの場合は、通常のタクシーなど公共交通機関
をご利用ください。

酒々井町立地適正化計画
（案）
の
ご意見を募集します

酒々井町空家等対策計画(案)の
ご意見を募集します

町では、人口減少・高齢社会の進展が見込まれる中
で従来の土地利用方針に加え、居住機能や都市機能の
誘導を図り、高機能なコンパクトシティ形成の推進に
向け、平成26年８月に都市再生特別措置法の一部を
改正する法律において創設された「立地適正化計画」
の策定作業を進めています。
今回、この酒々井町立地適正化計画（案）を公表し、
皆さまからのご意見を募集します。

近年、全国的に空き家の発生が大きな社会問題とな
っています。町内においても、年々空き家が増加傾向
の中、適切な管理が行われていない空家等が、防災、
防犯、衛生、景観など様々な面において周辺の生活環
境に悪影響を及ぼしていることから、町ではこれらの
問題を解消するための対策を総合的かつ計画的に実施
するため、酒々井町空家等対策協議会の意見を踏ま
え、「酒々井町空家等対策計画」の策定作業を進めて
います。
今回、この酒々井町空家等対策計画（案）を公表し、
皆さまからのご意見を募集します。

■縦覧・意見募集期間 ２月１日㈭～２月14日㈬
（土・日・祝日を除く） ８時30分～17時15分
■縦覧場所 まちづくり課（役場分庁舎１階）
※町ホームページで閲覧可
■提出方法 住所、氏名、連絡先などを記入し、次の
いずれかの方法で提出してください。なお、様式は任
意とし意見書を提出できる方は、町内に住所のある方
（法人を含む）および利害関係のある方です。
①まちづくり課窓口 ②郵送（２月14日㈬消印有効）
③ファクス ④電子メール
※町は、提出された意見を十分考慮し、最終的な意思
を決定します。
■提出先 〒２８５－８５１０ 酒々井町中央台４－
１１ まちづくり課計画整備班宛て
ファクス：
（４９６）５７６５
電子メール：keikaku@town.shisui.chiba.jp
問い合わせ まちづくり課計画整備班☎ １５３・
１５６
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■縦覧・意見募集期間 ２月８日㈭～２月21日㈬
（土・日・祝日を除く） ８時30分～17時15分
■縦覧場所 まちづくり課（役場分庁舎１階）
※町ホームページで閲覧可
■提出方法 住所、氏名、連絡先などを記入し、次の
いずれかの方法で提出してください。なお、様式は任
意とし意見書を提出できる方は、町内に住所のある方
（法人を含む）および利害関係のある方です。
①まちづくり課窓口 ②郵送（２月21日㈬消印有効）
③ファクス ④電子メール
※町は、提出された意見を十分考慮し、最終的な意思
を決定します。
■提出先 〒２８５－８５１０ 酒々井町中央台４－
１１ まちづくり課計画整備班宛て
ファクス：（４９６）５７６５
電子メール：keikaku@town.shisui.chiba.jp
問い合わせ まちづくり課計画整備班☎ １５３・
１５６
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申告期間
2月16日～3月15日

スタート

申告は、正しくお早めに
まずは確認してみましょう。あなたの申告

平成30年１月１日現在、酒々井
町に住民登録がありますか？

町・県民税（以下住民税）申告は、１月１日現在の住民登録がある市区町
村へ、所得税申告は現在お住まいの管轄の税務署へ提出してください。
いいえ

はい

平成29年中に収入はありましたか？あった場合は次のどれにあたりますか？
はい

はい

主に給与収入
（年金＋給与含む）
はい

はい

いいえ

給与以外の所得
がありましたか？
はい

いいえ

給与以外の所得が
20万円を超えてい
ますか？（※３）
はい

給与・年金以外に営業・不
動産・農業収入等がある

年金収入のみ
（※１）
はい

年末調整は済んで
いますか？
給与 収 入は２千万
円以内ですか？

いいえ

（※１）年金収入のみの方でも、複数から年金を受
給している方や、個人年金などを受給されている方
は申告が必要な場合があります。

所得税の確定申告
または住民税申告
が必要です。

年金収入が400万円以
下の方は申告の必 要
はありません。
（※２）

はい

いいえ

いいえ

所得税の確定申
告が必要です。

はい

所得税の確定申告または
住民税申告が必要です。

いいえ

２か所以上から給
与をもらっていま
すか？

申告の必 要は
ありません。

別居親 族の扶養になって
いた場合でも住民税申告
が必要です。

はい

年金収入は400万円を
超えていますか？
扶 養や 保険料 控 除の
追加などはありますか？
はい

いいえ

はい

同 居 親 族 の 方の
扶養になっていま
すか？

勤務先から給与支
払報告書が町に提
出されていますか？
はい

いいえ
住民税申告が必要
です。

申告の必要はありま
せん。

（※２）公的年金等の収入が400万円以下の方であ
り、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下である場合には、所得税の確定申
告は必要ありませんが、還付を受ける場合は確定申
告が必要です。また、確定申告が不要でも生命保険
料控除等を受ける場合は、申告が必要です。
（※３）給与以外の所得が公的年金の場合、
（※２）
と同様です。
（注意）申告の必要がないとされた方でも、国民健
康保険税などの軽減判定やその他の行政サービス
を受けるうえで住民税申告が必要な場合がありま
す。

申告会場は２月13日からイオンモール成田で、役場会場（16日から）は中央公民館になります
所得税および復興特別所得税の確定申告
所得税および復興特別所得税の源泉徴収をされない個
人事業者や農業などの自営業の方、また、年末調整済み
の給与所得者でも、年末調整後に、医療費控除や住宅ロ
ーン控除を追加し、還付を受けようとする方は、申告が
必要になります。申告会場と内容は〈表〉のとおりです。

申告に必要なもの
①マイナンバーカードもしくは、通知カードと本人確認
書類の写し。また、被扶養者がいる方は、扶養されてい
る方のマイナンバーがわかるもの
※詳細は１月号の８ページをご覧ください。
②認め印
③還付金がある方は、振込先口座番号のわかるもの
④収入（所得）関係書類
平成29年分の源泉徴収票（給与・年金・報酬・一時所
得等）や作成済みの収支内訳書（営業・農業・不動産）
をお持ちください。
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⑤所得控除関係書類
・各種社会保険料控除：払込証明書等
・生命保険、地震保険料控除：それぞれの支払証明書
・障害者控除：障害者手帳またはそれに代わる書類
・医療費控除：平成29年分の確定申告から、領収書の
提出の代わりに「医療費控除の明細書（注）」（医療機関
等の名称等を記載したもの）の添付が必要となりました。
また、医療用から転用された医療用医薬品と同じ成分
が含まれる市販薬（いわゆるスイッチＯＴＣ薬）を代替
的に使用することを促進する観点から、セルフメディケ
ーション税制が創設されました。
※詳細は、１月号の８～９ページをご覧ください。
・その他の各種控除証明書
※提出のみの方は、マイナンバーを申告書に記入し、マ
イナンバーカードもしくは、通知カードと本人確認書類
の写しを添付してください。
（注）
「医療費控除の明細書」は、役場税務住民課の税の
窓口で配布しています。

＜表＞申告会場と内容

会
日

場

①イオンモール成田２階イオンホール
②町中央公民館２階研修室
２月13日㈫～３月15日㈭
２月16日㈮～３月15日㈭
時
９時～ 16時（提出は17時まで）
９時～ 11時30分、13時～ 15時30分（提出は17時まで）

相談・受付内容 所得税、贈与税、個人消費税の申告

所得税の確定申告および住民税の申告

休日相談・受付 ２月18日㈰、２月25日㈰

土・日・祝日は受け付けを行っていません。

申告書の郵送先
備

所

得

税 ⇒〒286-8501 成田市加良部1－15 成田税務署 個人課税部門

住

民

税 ⇒〒285-8510 酒々井町中央台4－11 酒々井町役場 税務住民課

考 両会場とも混雑状況により、早めに受け付けを終了させていただく場合があります。

申告会場について

住民税の申告

役場申告会場は、町中央公民館２階研修室になります。
◆次の①～⑧については、イオンモール成田で申告をし
てください。役場申告会場では完成している申告書の
み受け付けします。
①住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
②分離課税となる譲渡所得・配当所得がある方
③退職所得がある方
④雑損控除を受ける方
⑤青色申告の方
⑥贈与税・個人消費税の申告
⑦過年分の申告、その他複雑な計算を要する申告
⑧事業所得や不動産所得のある方で収支内訳書ができて
いない方
※このほかにも、相談内容によっては、イオンモール成
田へご案内する場合もありますのでご了承ください。
◆ご注意ください
○成田税務署内には、申告書の作成や相談の会場は設け
ていません。
○申 告初日および最終週は、大変な混雑が予想されま
す。混雑状況によっては長時間お待ちいただくことも
あります。
○作成済みの申告書を提出する場合は、土、日、祝日を
除き、税務署１階の総合窓口でも受け付けています。
○申告書を郵送で提出する場合は、郵便または信書で送
付してください。郵送による場合、マイナンバーカー
ド等の写しの添付が必要です。
 なお、
「本人控え」が必要な方は、切手を貼った返
信用封筒を同封してください。
○役場申告会場では、相談できる職員数に限りがあるた
め、受付時間より前に受け付けが終了することがあり
ます。

次に該当する方は、住民税申告が必要となります。た
だし、所得税の確定申告をする方は、改めて住民税の申
告をする必要はありません。
①公的年金収入が400万円以下であり、かつ公的年金以
外の所得が20万円以下の方
②勤務先から給与支払報告書が町へ提出されていない方
③給与所得以外に20万円以下の所得がある方
④平 成30年１月１日現在、酒々井町に住民登録をして
いない方に扶養されている方
⑤事業（営業・農業など）所得、不動産所得等があり、
確定申告に該当しない方
※役場の税の窓口では住民税申告の受け付けができません。
また、昨年に住民税申告をされた方には、町から申告
書を郵送します。

国税庁のホームページで作成、
そのまま提出

国税庁のホームページ「確定申告等作成コーナー」
を利用していただくと、24時間いつでも所得税の確
定申告書などを作成することができます。必要事項を
入力後、申告書を印刷し押印して、そのまま提出（郵
送）することができますので、ぜひご利用ください。

H30. 2. 1

所得がなかった方も申告を
住民税の申告は、国民健康保険税や介護保険料などの
算定資料になるほか、保育園に入園する際や融資を受け
る際に必要な証明書の基礎資料になります。所得がな
く、だれの扶養控除対象にもなっていない方や、別世帯
の親族の扶養控除対象になっている方（単身赴任してい
る方も含みます）、遺族年金・障害年金などの非課税所
得のみの方も申告が必要です。

株式の配当所得等は課税方式が選択できます
平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当
所得および特定株式等譲渡所得金額について、所得税と
住民税で異なる課税方式を選択することができます。
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告
書とは別に町民税・県民税申告書を、納税通知書が送達
される日までに提出する必要があります。
問い合わせ 国税について…成田税務署☎０４７６（２
８）５１５１音声案内によりご案内します。
住民税について…税務住民課住民税班☎ １１１～１１３

自宅からネットで申告便利な
『e-Ｔax』

e-Tax（国税電子申告・納税システム）は、本人の電
子署名および電子証明書（マイナンバーカード等）をカ
ードリーダに読み込ませて、国税庁のホームページから
直接申告することができる大変便利なシステムです。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
※税務署から配布される申告用紙は、年々減少していま
す。e-Taxで送信するか、国税庁のホームページから印
刷していただくなど、ご理解とご協力をお願いします。
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年４月から国民健康
成

年度の一人当たりの保険

県の納付金試算結果では、平

広域化に伴い国民健康保険税が
増加 す る 見 込 み で す
平成
保険制度が広域化されます。

当町の保険税率等について

「６か月分の前納」「早割」が

年分の前納」「１年分の前納」

口座振替による前納は「２

国民年金保険料を
前納すると割引が
大きくお得です

年度から据え置い

税と比較して、年間３千円ほ

は、平成

広域化とは、県が、市町村

ていますが、将来にわたりい

あります。

ど増加する見込みとなりまし

こ の 広 域 化 に 伴 い、 今 後
つでも安心して医療を受けら

毎月現金で納付するより最

とともに保険者となり、財政

は、県が各市町村の医療水準
れるように、国保加入者の税

大２年分で１万５６４０円割

た。

や所得水準などを基に、市町
負担に考慮し、町国民健康保

引 さ れ ま す。（ ※ 平 成

い、これにより、国民健康保

村ごとの納付金を決定し、併
険の安定した財政運営を見極

と平成

年度分の２年分の前

29

険制度の安定化を目指します。

せて納付金の納付に必要な標

めながら、慎重に保険税率等

年度

準保険税率を示します。

納の場合です。）

税務住民課住民

42.3兆円

年度分からの前納を

30

18

1.3 倍

５

日㈬までに金融機

ねんきんダイヤ
ル☎０５７０（０５）１１６

問い合わせ

ください。

き等詳しくは、お問い合わせ

納があります。申し込み手続

納、クレジットカード納付前

他にも、現金納付による前

込みください。

関または年金事務所にお申し

て、２月

帳と金融機関届出印を持っ

き落としをする口座の預金通

希望する方は、年金手帳、引

30

28

当町は、県内でも国保加入

市町村

平成

を決定していきます。

運営を進めていくことをい

28

【 国民医療費 10年ごとの推移 】

問い合わせ

市町村

者の高齢化率や医療費水準が

30

税班☎ １１１～１１３

（県内の統一的方針）

月 日に発表された

2015年
2005年
1995年

運営方針の策定
都道府県が市町村ごとに
決定した国保事業費納付
金を市町村が納付

6

30

11

高い状況にあることから、平

33.1兆円
27.0兆円

成 年
保険給付に必要な費用を、
全額、各市町村に支払う
（交付金の交付）

市町村
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都道府県

・

広告

登録者を募集します
臨時職員・非常勤嘱託員

協働ボランティア

町では、役場臨時職員および非常勤嘱託員の採用に関
町では、協働ボランティアに登録していただける方を
して、登録者を募集します。登録後、欠員などが生じた
次のとおり募集します。
場合に、面接等を行い採用となります。なお、採用する
◆協働ボランティアとは
人員枠が限られていますので、登録しても任用ができな
自発的な意思により営利を目的としない社会貢献活動
い場合もありますのでご了承ください。
を行っていただける方（個人）をいいます。
◆応募要件
登録によってボランティア活動が確約されるものでは
・平成30年４月１日現在、満18歳に達している人
ありませんので、ご了承ください。
・業務によっては免許・資格を要するものもあります。
◆応募要件
◆職種内容
・平成30年４月１日現在、満18歳に達している人
臨時職員
◆活動内容
業務繁忙期における臨時業務、あるいは職員の補助業
・道路や公園などの清掃活動
務または職員が産休、育児休業、病気休暇をした際の代
・花を植える運動
替業務などです。
・町主催のイベントのお手伝い
非常勤嘱託員
・体育・スポーツ活動の支援
法令等に根拠を有する職、専門的な資格若しくは免許
・安全安心、子育て支援の活動
を要する職、または高度な専門知識若しくは相当経験を
・その他自発的な社会貢献活動
要する職等
◆賃金など
◆賃金など
賃金はありません。ただし、ボランティア保険は、町
業務内容によって異なります。
の負担で加入します。
◆応募方法
◆応募方法
「嘱託員等登録申込書」および免許・資格証の写し（免
「協働ボランティア登録申込書」を住民協働課に提出。
許や資格が必要な職種の場合のみ）を住民協働課に提 （郵送不可）※協働ボランティア登録申込書（町指定様式）
出。
（郵送不可）※嘱託員等登録申込書（町指定様式）は、 は、住民協働課窓口にて受け取るか、町ホームページか
住民協働課窓口にて受け取るか、町ホームページからダ
らダウンロードしてください。
ウンロードしてください。
◆活動依頼
◆採用等
役場各課でボランティア活動の必要が生じた段階で、
役場各課で欠員等が生じた段階で、直接、担当課から
直接、担当課から依頼いたします。
連絡します。

臨時職員・非常勤嘱託員・協働ボランティア共通事項
◆登録の有効期間：平成30年４月１日から３年間（提出書類に変更が生じた場合は、その都度新たに提出が必
要です。）
◆受付：役場開庁時間内（平日：８時30分～17時15分）に随時受け付けます。
問い合わせ 住民協働課活動推進班☎ ３６１・３６２

至急
募集

岩橋保育園臨時保育士・時間外保育士・土曜出勤保育士

募集人員 各1人
勤務時間 ①臨時保育士 ８時30分～17時15分
②時間外保育士 朝７時～８時30分、夕16時30分～
20時 ※勤務時間についてはご相談に応じます。
③土曜出勤保育士 ９時～18時
勤務場所 岩橋保育園
賃 金 時給1,200円（交通費は規定により支給）

H30. 2. 1

その他 有休、保険等あり（一定の基準あり）※嘱託
員には割増賃金も支給されます。
応募資格 保育士資格をお持ちの方
応募方法 ①嘱託員等登録申込書 ②履歴書と保育士
証の写しの一部を持参のうえ、岩橋保育園へお申し込
みください。（後日、面接を行います。）
問い合わせ 町立岩橋保育園☎（４９６）１６２５
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1

⑴

酒々井町職員人事行政運営等の状況

職員の任免および職員の数の状況
職員の退職・採用の状況
職
種
一 般 行 政 職
技 能 労 務 職

問い合わせ

平成28年度退職者数
11人
0人

平成29年度採用者数
12人
0人

（注）退職・採用者には、千葉県、千葉県教育委員会等からの派遣職員を含みます。

⑵

部門別職員数の状況
部

職

門

一般行政部門
普通会計
部
門
教 育 部 門
小
計
公営企業等会計部門
合
計

員

総務課総務班☎ ２１３

数

平成28年度
127人
27人
154人
19人
173人

増減数

平成29年度
128人
27人
155人
19人
174人

1人
0人
1人
0人
1人

（注）各年度における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
一 般 行 政 部 門 ：議会事務局、総務・企画、税務、農林水産、商工、土木、民生、衛生の各部門（教育委員会を除く農業
委員会等の各行政委員会を含む）の総称。
教
育
部
門 ：教育委員会の所管部門の総称。
公営企業等会計部門 ：水道、下水、その他（国保事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業）の各部門の総称。

2

職員の人事評価の状況

3

職員の給与の状況

地方公務員法の一部改正に伴い、これまでの勤務評定制度の見直しを行い、新たに能力評価と業績評価からなる人事評価制
度を、一般職のすべての職員を対象に平成28年度から実施しています。

一般行政職
区
分
酒々井町
千 葉 県
国

（平成29年4月１日現在）

平均年齢
44.3歳
41.7歳
43.6歳

平均給料月額
3 3 7 ,4 0 0 円
3 1 7 ,9 3 7 円
3 3 0 ,5 3 1 円

平均給与月額⑴
4 1 8 ,4 0 4 円
4 1 2 ,1 1 2 円
－

平均給与月額⑵
3 7 6 ,6 1 4円
－
4 1 0 ,7 1 9円

（注）１「平均給料月額」とは、一般行政職の職員の基本給の平均です。
２「平均給与月額」とは、給与月額と月々支給される扶養手当・地域手当・住居手当・時間外手当等の諸手当の合計です。
（１）月々支給されるすべての手当てを含みますが、
（２）は時間外勤務手当等は含んでいません。
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⑴

職員の勤務時間その他勤務条件の状況
勤務時間

（平成29年4月１日現在）

勤 務 時 間
休 憩 時 間
8時30分～17時15分（7時間45分） 12時～13時（60分）

⑵

休暇などの種類

⑶

年次有給休暇の取得状況

対象
職員数Ａ
110人

総付与
日数Ｂ
4,304日

総取得
日数Ｃ
943日

平均取得
日数Ｃ/Ａ
8.6日

消化率
Ｃ/Ｂ
21.9％

（注）1「対象職員」とは、平成28年１月１日から同年１２月３１
日までの全期間在職した一般職員（教育委員会等の委員会
年次有給 1年に20日間（新規採用の年は、採用月に応じ）付与され 職員を除く。）をいい、当該期間中に中途採用された者および
ます。残日数は翌年に限り繰り越すことができます。
退職した者並びに育児休業または休職などの事由のある職員
休暇
※取得は、1時間を単位とすることができます。
を除きます。
負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務をしな
2「総付与日数」とは、平成28年１月１日現在において各職員
病気休暇 いことがやむを得ないと認められる場合に承認される休
に付与された日数（前年からの繰越日数を含む。）を合計した
暇です。
ものです。

種

類

内

容

親族の葬儀や出産等の特別な事由により勤務しないこと

特別休暇 が相当である場合に承認される休暇です。

配偶者および二親等以内の親族などの介護をするため、勤務

介護休暇 しないことが相当である場合に承認される休暇です。

3歳未満の子を養育するために、承認を受けて職務に従

育児休業 事しないことができます。

小学校入学前までの子を養育するために、承認を受けて勤

部分休業 務時間の一部について勤務しないことができます。
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【参考】教育委員会等の職員を加えた年次有給
休暇の取得状況
対象
総付与
総取得 平均取得
職員数Ａ 日数Ｂ
日数Ｃ 日数Ｃ/Ａ
159人 6,244日 1,310日
8.2日

消化率
Ｃ/Ｂ
21.0％

5

6

職員の休業の状況

介護休暇、育児休業および部分休業の取得状況
種

類

平成28年度取得者数
男性職員
女性職員
合

計

介護休暇

0人

0人

0人

育児休業

0人

2人

2人

部分休業

0人

1人

1人

7

職員の服務の状況

8

職員の研修の状況

分限および懲戒処分の状況

降任
0人

分限処分
免職 休職
0人
2人

降給
0人

免職
0人

（平成28年度）

懲戒処分
停職 減給
0人
0人

戒告
0人

（注）

１「分限処分」とは、職員がその職責を十分に果たすことができ
ない場合に行う処分で、公務の能率維持を目的とします。
２休職事由は、すべて心身の故障のため長期療養を必要とするもの
です。
３「懲戒処分」とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を
問うための処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的と
しています。

服務とは、公務員が職務遂行上又は公務員としての身分に伴って守るべき義務ないし規律のことをいいます。職務上の義務として
「法令等および上司の職務上の命令に従う義務」
「職務に専念する義務」、身分上の義務として「信用失墜行為の禁止」
「秘密を守
る義務」などが規定されています。

職員の教養および資質の向上を図ることを目的に、各
職階に応じて求められる役割や望ましい職場行動、職
務遂行に必要な基本的知識などを習得する基本研修、
職務の遂行に必要な専門的かつ高度な専門知識や技能
を集中的に学ぶ専門研修、その他町が直面する課題等
に対応するために必要な知識を学ぶ特別研修をそれぞ
れ実施しています。

主な派遣研修など
（平成28年度）
研修の名称及び派遣先
受講者数等
市 町 村 職 員 中 央 研 修 所
２人
千 葉 県 自 治 研 修 セ ン タ ー
13人
印旛郡市広域市町村圏事務組合
14人
文 部 科 学 省 派 遣 研 修
１人
千 葉 県 派 遣 研 修
１人
早稲田大学人材マネジメント研究所
４人
2 0 8人
人権セミナー・人事評価研修
（ 延べ）

酒 々井 霊 園
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職員の福祉および利益の保護の状況

⑴職員の福祉

（平成28年度）
職員の生活の安定と福祉の向上を図るために、健康保険に相当
する短期給付、厚生年金に相当する長期給付業務を行う千葉県市
町村職員共済組合に加入しているほか、福利厚生を図るため職員の
互助組織として、職員の互助会費等で運営されている「千葉県市町
村職員互助会」への負担金※①および「酒々井町職員向上会」へ
の補助金※②を支出しています。
※①基 準日（4月1日）現在の標準報酬月額に1,000分の3.6を乗じ
て得た額（年度１回）・・・合計250千円
②基準日現在の会員一人当たり年額3,200円・・・合計564千円
 職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するため
に、衛生管理者、衛生推進者、産業医による衛生委員会などの
運営を行っています。さらに、事業者責任として職員の健康管理
状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うために定期健
康診断等を実施しています。また、職員が勤務中に災害が発生し
た場合には公務災害補償制度に伴って補償を行っています。
※公務災害の認定件数・・・１件

⑵利益の保護

（平成28年度）

勤務条件に関する措置要求および不利益処分に関する不服申立
てについて千葉県市町村公平委員会の措置等はありませんでした。

現地特 別ご案 内 会 開 催

毎週

金／土／日・ 祝

（税抜）

大好きなペットと
一緒に眠れるお墓
※使用期間30年（最初に納骨してから30年間となります）
※銘板彫刻料は別途。
（更新料10万円＝30年間）
※30年後更新か合祀かお選びいただきます。
は

広告

H30. 2. 1

9

法律では、一般の人に課せ

皆さんにもできること

※正当な理由がある場合は

られる義務や罰則はありませ

飲食店への入店などを断ら

「不当な差別的取扱い」には

んが、差別をなくし、誰もが

れた。

なりません。

暮らしやすい笑顔ある共生社

会を実現するために、次のよ

うな具体例を参考に、地域の

ポートの方法を尋ね、本人

がしてもらいたいお手伝 い

問い合わせ

健康福祉課福祉班☎ １３５

10

をするようにしましょう。

駐 車 ス ペ ー スに は、必 要 の

ない人 は駐車しないように

しましょう。

町では、各種証明書の交付など、窓口業
務に利用する公用封筒を寄附していただけ
る事業者を募集します。
作成していただく封筒につきましては
（図）のようなイメージで、応募は法人等
の団体、個人事業主の別を問いません。ま
た、寄 附 の お 申 し 出 を い た だ く 際 に は、
「酒々井町広告入り公用封筒寄附申込書」
に企画書などの必要書類を併せて提出いた
だきます。なお、広告の内容等によっては、
お申し出を受け入れられない場合がござい
ますので詳しい内容については、あらかじ
めお問い合わせください。
＜表＞「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」
封筒の規格 角形６号（ヨコ162㎜×タテ
不当な
障害のある人への
229㎜）
団体等
差別的取扱い
合理的配慮
寄附枚数 １万枚～２万枚程度
使用期間 原則１年
(法的義務）
国の行政機関
申込期限 ２月28日㈬ （図）
合理的配慮を行わなけれ
地方公共団体 （禁止）
申し込み・問い合わせ
窓口用封筒
ばなりません
企画財政課管財班
不当な差別的取扱
☎ ２２６
いが禁止されます （努力義務）
民間事業者
合理的配慮を行うよう
広告スペース
（会社・お店など）
努めなければなりません

ご存じですか 障害者差別解消法

誰もが暮らしやすい社会づく

した不当な区別や差別のない、

この法律は、障害のある人

りをみんなで考えていきまし

障害者差別解消法とは

への差別をなくすことで、障

障害のある人から何らかの

「合理的配慮」とは

中で助け合いましょう。

ょう。

配慮を求める意思の表明があ

〈例〉

害のある人も共に生きる社会

った場合に、負担になりすぎ

（共生社会）をつくることを

障害のある人に対して、正

・障害
 のある人が困っていた   
ら、積極的に声を掛けてサ

「不当な差別的取扱い」
とは

の禁止」と「合理的配慮の提

た工夫や配慮を行うことです。

ない範囲で、その解決に向け

目指し「不当な差別的取扱い

供」〈表〉を定めています。
（平
当な理由なくサービスの提供

〈例〉

・「ゆ
など、歩
 ずりあい駐車場」
行が困難な人などのための

を 拒 否 し た り、 制 限 し た り、

28

条件をつけるなど、障害のな

・車イスを利用している人が
乗り物に乗るとき手助けを

すること。

・窓口で障害のある人の障害
の特性に応じたコミュニケ

成 年４月１日施行）

法律の対象は、行政機関お

〈例〉

い人と違う扱いをすることです。

者としていますが、障害のあ

よび会社・店などの民間事業

る人に対する差別をなくして

パートを貸してくれなかった。

・アパ
 ートの契約をするとき、
障害があることを理由に ア

いくことは、すべての人に求

められる責務になります。

ーション手段（筆談、読み

広告入り公用封筒を寄附して
いただける事業者を募集します

上げなど）で対応すること。

10月１日～12月31日に実施した赤い羽
根共同募金運動にご協力をいただきました
皆さま誠にありがとうございました。集め
られた募金は、千葉県共同募金会に全額送
金された後、各市町村社会福祉協議会に配
分され、地域福祉の推進のため様々な事業
に使われます。
また、12月に行われた歳末たすけあい
募金は、福祉施設等への見舞金や一人暮ら
しの高齢者へのおせち料理の配布などの事
業に役立てられました。
問い合わせ
社会福祉協議会☎（４９６）６６３５

皆さん一人ひとりが障害に

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい募金

・障害 が あ る と い う 理 由 で、
ス ポ ー ツ ク ラ ブ へ の 入 会、

図書館は蔵書点検のため、次のとおり休
館します。図書を返却する際は、事務室窓
口またはブックポストへお願いします。視
聴覚資料は破損の恐れがありますのでブッ
クポストには入れず、直接事務室窓口へお
願いします。
休館期間 ２月13日㈫～16日㈮
※13日㈫、14日㈬は全館休館、15日㈭、
16日㈮は図書館のみ休館
問い合わせ
町立図書館☎（４９６）８６８２

ついて理解し、障害を理由と

図書館臨時休館に
ご協力をお願いします

6,000円

高校生以下

1,800円

6,000円

※町民以外の方は上記金額の 2 倍になります

30

11

25

戦没者等の遺族の皆様へ
第 回特別弔慰金の請求期限が
間近です

27

なった方については、記載し

3,600円

て あ る 受 付 期 間 を 過 ぎ て も、

一般

まちづくり課で登録受け付け

原動機付
自転車

まちづくり課

自転車

平成 年度京成酒々井駅東口
自転 車 等 駐 車 場 登 録

区分

を行うことができます。

金額（年間）

問い合わせ

維持管理班☎ １５８・１５９

＜表＞登録手数料

まちづくり課（分

日は中

25

30

受付会場

日・

24

京成酒々井駅東口自転車等

庁舎１階）※

央庁舎１階会議室

駐車場を利用する場合は登録

が必要です。登録条件は京成

登録手数料 〈表〉のとおり

（ 免 許 証・ 保 険 証・ 学 生 証 な

酒々井駅の改札口から直線で

年度の利用登

利用者の住所・

ど）
、印鑑、登録手数料

必要なもの

※自転車を登録する方は、車

（登録できるのは総排気量１

以下に限る）を登録す

３００メートル以上離れて居

録をしている方も、引き続き

体番号、防犯登録番号および

日㈫～３月

２５
cc

29

氏名・年齢を証明できるもの

４月１日㈰から利用する場合

車体の色を、原動機付自転車

日のみ土・

25 20

住している方です。

日㈮までに登録手続

30

なお、平成

は３月

３月

日・

る方は、標識交付証明書を持

参してください。

きが必要です。

日㈮（

受付期間

日も受け付けを行います。
）

時

H30. 2. 1

17

24

４ 上記以外の戦没者等の三
親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き
続き１年以上の生計関係を有
していた方に限ります。
支給内容 額面 万円、５年
償還の記名国債
請求期間 平成 年４月２日
㈪
※期限を過ぎると請求できま
せん。請求に必要な添付書類
や手続き等は、お問い合わせ
ください。
問い合わせ
健康福祉課人権推進室☎ １
３６

井戸にメータ器の設置がなく井戸水を公
共下水道に排水している場合は、その家庭
にお住まいの人数により汚水量を認定し、
使用料を算定しています。正しい使用料を
算定するため、人数に変更があった場合は
必ず届出をお願いします。
《汚水量の認定方法》
①井戸水のみを使用している場合は、世帯員
一人につき一か月８㎥を汚水量と認定します。
②上水道と井戸水を併用している場合は、
上水道の使用水量に世帯員一人につき１か
月４㎥を加算したものを汚水量と認定します。
問い合わせ 上下水道課工務班☎( ４９６）
７７２５

分～

井戸水を下水道に排水している方へ

８時

届出は忘れずに！

16

30

対 象 戦没者等の死亡当時
のご遺族で平成 年４月１日
現在、公務扶助料や遺族年金
等を受ける方（戦没者等の妻
や 父 母 等 ） が い な い 場 合 に、
ご遺族お一人に対して特別弔
慰金が支給されます。
優先順位は次のとおりです。
１ 弔慰金の受給権者
２ 戦没者等の子
３ 戦没者等の①父母②孫③
祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時、生計関
係を有していること等の要件
により①～④の順位が入れ替
わることがあります。

開設予定日時と場所
■ＪＲ酒々井駅前交流センター
２月 ８日㈭ 10時～11時30分
２月16日㈮ 14時～15時30分
■酒々井プレミアム・アウトレット
２月 １日㈭、27日㈫ 14時～15時30分
■スーパータイヨー酒々井店
２月 ５日㈪ 14時～15時30分
２月23日㈮ 10時～11時30分
※予定は変更する場合があります。
問い合わせ 佐倉警察署地域課移動交番係
☎( ４８４) ０１１０

受付時間

２月の移動交番開設日

30

※４月１日以降登録が必要と

【注意事項】
・定 時放送（７時・12時・17時のメロデ
ィーチャイムおよび子どもの見守り）は、
電話確認対象外です。
・防 災行政無線放送後、24時間を過ぎた  
内容は確認できません。
・電 話が同時に集中してしまった場合に  
は、話し中となることがあります。その
際はお手数ですが再度お掛け直しください。
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１１

25

時

電話番号☎０１２０-１７７- ７０９（無料）

24

日・ 日は、９時～

町防災行政無線からの放送が聞き取りに
くい場合や聞き逃した場合への対応とし
て、電話（フリーダイヤル）により放送内
容を確認できる電話音声案内サービス（テ
レホンサービス）を開始しました。

※

防災行政無線の
電話音声案内サービス
（テレホンサービス）
を開始
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!!

地域の安全・安心のため
消防団員が決意を新たに

平成30年町消防出初式
新春の年頭を飾る恒例の
「酒々井町消防出初式」
が、
１月６日に中央台公園で開かれました。
式には、町内外から多数の来賓が出席し、千葉県
知事、千葉県消防協会長などから、これまでに功労
のあった消防職・団員に対して、各種表彰が行われ
ました。
また、昨年限りで消防団を退団された方、団員を
ご家庭で支えるご婦人に対して感謝状の贈呈が行わ
れました。
なお、受賞された方々は、次のとおりです。
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１６

消防団員による分列行進

町消防出初式表彰者一覧（敬称略）
【千葉県知事表彰】
功労章

精勤章

【酒々井町消防団長表彰】

部 長
伊集院 充（第４分団）
団 員
伊藤 尚志（第10分団）
副分団長 綿貫 雅久（第７分団）
消防司令
天辰 貴嘉（酒々井消防署）部 長
高橋 岳春（第10分団）
団 員
栗原 孝之（第10分団）
精勤章
団 員
飯田 幸男（第７分団）
副分団長 鈴木 孝浩（第12分団）
団 員
青木
隆（第８分団）
団 員
宮田 浩司（第11分団） 【酒々井町長表彰】
分団長
中 陽一郎（第１分団）
分団長
木村
充弘（第２分団）
【千葉県消防協会長表彰】
分団長
藤崎
亮（第３分団）
功労章
分団長
寺嶋日出樹（第４分団）
団 員
宮野 隆志（第13分団）
精勤章
分団長
後藤 克視（第７分団）
団 員
原
靖明（第４分団）
分団長
相京 輝彦（第８分団）
団 員
竹尾 謙一（第９分団）
分団長
竹尾 紀彦（第９分団）
消防司令補 鎗田 公平（酒々井消防署）分団長
斉藤 照樹（第10分団）
分団長
梅澤 彰範（第12分団）

分団長
部 長
団 員
団 員
副分団長
団 員
部 長
分団長
副分団長

中 陽一郎（第１分団）
斉藤 将斗（第１分団）
宮本 勇磨（第１分団）
京増 快樹（第１分団）
池田 聡志（第１分団）
京増 真一（第７分団）
岩澤 澄直（第７分団）
後藤 克視（第７分団）
綿貫 雅久（第７分団）

【酒々井町消防団長感謝状】
孝夫
元第１分団 中
元第３分団 篠原 孝明
元第６分団 子安 一誠

【酒々井町内助功労感謝状】

木内 里実（第８分団
竹尾裕美子（第９分団
団 員
吉田 晃之（第４分団） 【佐倉市八街市酒々井町
消防組合管理者表彰】
宮野 智美（第10分団
団 員
木内
隆（第８分団）
消防司令補 中山 友宏（酒々井消防署）長谷川文代（第11分団
団 員
篠原 和也（第12分団）
消防司令補 岡本 達也（酒々井消防署） 消防司令補 川口 文晴（酒々井消防署）鈴木三枝子（第12分団

【千葉県防災危機管理部長表彰】

【千葉県消防協会印旛支部長表彰】 【佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防長表彰】
功労章
団 員
分団長
団 員

大谷 真一（第１分団）
長谷川芳勝（第11分団）
大塚富士雄（第11分団）

団 員
団 員

佐藤 和彦（第４分団）
竹尾 光男（第９分団）

勤続章

班 長
分団長
団 員
消防士長
消防士長

綿貫
寉岡
小出
太田
北原

真一（第２分団）
尭仁（第６分団）
崇正（第７分団）
浩之（酒々井消防署）
龍之（酒々井消防署）
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木内
隆）
竹尾 謙一）
宮野 直幸）
長谷川芳勝）
鈴木 孝浩）

ゆ ず き

文芸コーナー

柚葵 くん （兄）
夕莉 ちゃん（妹）

伊藤

正井

あ か ね

（家族から一言）
２人仲良く元気に遊ぼうね！

No262

新春駅伝競走大会

１月13日に総合公園の園路で「第37回酒々井町新春駅伝競走大会」が開かれ、小学生
から大人まで57チーム285人が参加しました。当日は絶好の駅伝日和となり、参加したラ
ンナーは、応援の方々の熱い声援を受けながら、園路を使用した約１キロメートルの特設
コースを一生懸命に駆け抜けタスキをつないでいました。競争終了後には、特製とん汁が
振る舞われ、参加者は、湯気が立ち上るとん汁を「からだが温まり美味しい」と言いなが
ら食べていました。
なお、今大会での上位入賞チームは次のとおりです。
（敬称略）
【 一 般 の 部 】 優 勝アベレージ47 準優勝チーム千鳥足 第３位ピヨちゃんズ
【中学生男子の部】 優 勝安定の酒々井中陸上部 準優勝 男子バレーボールＡ
第３位 酒々井中陸上部男子
【中学生女子の部】 優 勝 おにぎりおかか（酒々井中陸上部Ａ） 準優勝 酒々井中陸上部Ｂ
第３位 酒々井中陸上部Ｃ
【 小 学 生 の 部 】 優 勝陸王（ビッグアローズ）※少年野球
準優勝アッポー（酒々井ＦＣ）※少年サッカー 第３位 酒々井ＦＣＡ※少年サッカー
問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興班☎（４９６）５３３４

和子

康子

＜平成27年１月 ４日生まれ＞
＜平成29年５月27日生まれ＞

ごくげつ

竹下

教子

極月の東の空に白き月西に茜色の大きなる陽

外っ国の人ら集まる池の辺のベンチにひとり靴紐むすぶ

近藤

輝子

村尾みち子

家壊すブルドーザーのおと響き空家の目立つ町になり来つ

石井

ちちちちと鳥の声きく朝ぼらけ養老渓谷目覚めのすがし

去年迄手が届いた神棚に今は台乗り水を供へる

短歌

ゆ う り

勢いよくスタートした第一走者の参加者たち

平成29年度剣道錬成大会

秋風や雲の写りし露天風呂

荒

梅澤

裕子

波葉

町と社会福祉法人酒々井町社会福祉協議会へ、次のとおりご寄
付をいただきました。（敬称略）
（金銭）
・千葉市の共和コンクリート工業㈱ 10 万円（町寄付分）
・酒々井聖書キリスト教会 １万円 ・匿名 ５万円
・匿名 ２万円 ・匿名 １万 493 円
・匿名 ３千円 ・匿名 １千 681 円

H30. 2. 1

裸木や電飾纆ふて怪しかな

利美

遊琴

榎

鈴木

12月９日に佐倉市民体育館で
平成29年度剣道錬成大会が行わ
れ、当町から体育協会剣道専門部
の選手が出場し、女子の部で優勝
しました。
【大会成績】（敬称略）
女子の部優勝
先鋒 石井 恵莉香
中堅 月田 慶子
大将 森田 和美
問い合わせ
生涯学習課スポー
ツ振興班☎（４９６）５３３４

来し方をこもごも語り障子貼る

末枯れて阿蘇の起伏や牛残る

俳句

善意
ありがとう
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酒々井町青樹堂「うたごえ広場Ⅱ」

人権教育セミナー

〜気分爽快リフレッシュ〜

【命の授業〜ドリー夢メーカーと今を生きる】

皆さんご存じの歌、童謡から歌謡曲、クラシッ
クまで、伴奏に合わせてみんなで一緒に楽しく歌
いましょう。思いっきり大きな声を出して歌え
ば、ストレスも発散できます。
自分のためのゆったりとした時間を満喫してコ
コロもからだもリフレッシュしませんか。
日 時 （全３回） ①２月22日㈭ ②３月15日㈭
③３月29日㈭ いずれも13時30分～15時30分
会 場 町中央公民館 講堂
内 容 伴奏に合わせてみんなで楽しく歌います。
定 員 30人（申し込み先着順）
参加費 無料
申込期限 ２月10日㈯までに電話又は町中央公
民館の窓口へお申し込みください。
問い合わせ 町中央公民館☎（４９６）５３２１

テレビでも紹介された、元体育教師・養護教員の
腰塚勇人さんによる講演会を開催します。
熱血教師だった腰塚さんは、スキー中に大転倒
し、首の骨を折る大ケガをしてしまいました。
腰塚さんは入院・手術・リハビリ・職場復帰を経
て、人生が一変し現在は全国各地で、命の大切さ、
生きていることの素晴らしさ、家族や仲間の大切さ
など、普段の生活の中で当たり前に感じ、忘れかけ
ている大切な幸せについて講演を行っています。
日 時 ２月15日㈭ 10時～11時30分 受け付け 腰塚勇人さん
９時30分～ 開場９時45分～
会 場 プリミエール酒々井文化ホール
定 員 350人（先着順）
入場料 無料（事前申し込み不要）※手話通訳有り
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４

星空の観察会

青少年相談員事業
目で見えない星を見てみよう！

白井天文同好会の協力を得て開催します。星に
ついて説明を聞き、天体望遠鏡で夜空を観察しま
す。
日 時 ３月10日㈯ 19時～20時 受け付け18
時45分～ ※雨天決行
会 場 酒々井小学校体育館・グラウンド
対 象 小学３年～中学３年生
定 員 30人（申し込み先着順）
参加費 無料
申込締切 ３月２日㈮ ※定員になり次第、締め
切り
申し込み・問い合わせ 生涯学習課社会教育班
☎（４９６）５３３４

ブックリサイクル
町立図書館では、保存期間が過ぎた雑誌や、利
用しなくなった本をお譲りする「ブックリサイク
ル」を開催します。予約やお取り置きはできませ
んのでご了承ください。
日 時 ３月４日㈰ ９時～ ※本が無くなり次
第終了となります。
会 場 プリミエール酒々井エントランスホール
問い合わせ 町立図書館☎（４９６）８６８２

あいあいルーム主催

親子ヨガ教室

親子でヨガを楽しんで、リフレッシュしません
か？
日時・対象 ①２月８日㈭ ０歳児 ②３月７日
㈬ １～２歳児 10時30分～11時30分
会 場 保健センター
定 員 各日15組 先着順（要予約）
持ち物 飲み物、汗ふきタオル ※当日は動きや
すい服装でお越しください。
申し込み・問い合わせ こども課子育て支援班☎
３７３ あいあいルーム☎ ３８３

平成29年度盛年式のご案内「60歳の歴史を胸に」
町では、本年度60歳を迎える方々を対象に、人生の節目をお祝
いし、また今後の人生を楽しく充実したものとしていただくために
「盛年式」を開催します。
対象の方には案内を送付していますので、ぜひご参加ください。
盛年式の案内が届いていない方はご連絡ください。
日 時 ２月25日㈰ 10時～13時15分 受け付け９時30分～
会 場 町中央公民館 講堂
主 催 盛年式実行委員会・町・町教育委員会
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４

ウィ−ンフィルの響きin酒々井
パラシュケヴォフ演奏会
「ＮＰＯ法人輝け酒々井まちづくり研究会」は、ウィーンフィル
でコンサートマスターを勤めた第一級のヴァイオリン奏者を迎えて
音楽会を開催します。世界の第一線で活躍する音楽家の演奏に触
れ、クラシック音楽の真髄に浸ってみませんか。
日 時 ３月18日㈰ 14時開演
会 場 プリミエール酒々井文化ホール
チケット 一般／前売り券2,000円、当日券2,500円
販売場所 酒々井まがり家、大谷屋酒店、カフェひだまり他
主 催 ＮＰＯ法人輝け酒々井まちづくり研究会
共 催 酒々井まちづくり研究所
後 援 酒々井町
問い合わせ NPO法人輝け酒々井まちづくり研究会 山本☎０８
０（２５６６）３２３３、杉山☎０９０（５８０１）８３９７

ふるさと酒々井の風景写真を募集予定
町では、酒々井の子どもたちに町への愛着を持ってもらうため、
町の風景写真や町内在住の画家の先生が描いた挿絵および行政情
報等を掲載した2018年版「酒々井ふるさとカレンダー」を作成し、
配布したところです。
そこで、2019年版カレンダーの作成を検討しており、カレンダ
ーに掲載する“ふるさと酒々井”の風景写真などを募集する予定です。
募集方法や選考方法については、詳細が決まり次第、町広報紙や
町ホームページに掲載いたしますので、町民の皆様の心に残る町の
四季折々の風景や隠れた名所を写真に撮りためていただき、ぜひ応
募してください。
問い合わせ 企画財政課企画・地方創生推進室☎ ２２４
14

問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

出前健康講座

皆さんのところに、健康に関する情

報をお届けする「出前健康講座」を実

施しています。ご希望の内容をお届け

「しすいハート体操を覚えたい」
「お

いたしますので、ぜひご利用ください。

いしく食べて元気になりたい」
「認知

症について知りたい」その他、風邪や

熱中症の予防など季節に合わせた話題

や健康について気になることなどもご

希 望 に 沿 っ て お 話 し い た し ま す。 ま

た、血圧測定や個別の健康相談も行え

象 ５人以上の方が集まれば、ど

ます。

対

なたでも利用できます。

参加費

無 料
必要事項を電話、もしくは

申込方法

保健センター窓口へお申し込みくださ

い。その後、保健センターの担当者と

打ち合わせをします。

︻必要事項︼ 団体名、代表者氏名、住

所、連絡先、会場、希望日時、希望す

時

16

る開催時間、参加予定人数

保健センター

時 分～

30

※会場の予約や会場使用料等は講座を

日㈪
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希望される方がご用意ください。

申し込み・問い合わせ

２月

中央庁舎１階会議室

献血にご協力を

場

日 時

会

※ 今 回 の 献 血 は ２ ０ ０・４ ０ ０ ミ リ リ

ットルです。
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今月の行事
※来診する際は、事前に電話を入れ、
保険証を持参してください。

会場：保健センター
日

佐倉市江原台2-27（佐倉市健康管理センター内）
☎（485）3355
※受付は、診療時間の15分前までとなります。
受診の際は、必ず受付時間内でお願いします。

6日㈫

診療日時
診 療 日

診療時間

月曜日～土曜日

19時～翌日６時

日曜日・祝日
12月29日～１月３日

９時～ 17時
19時～翌日６時

成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受付は、診療時間の15分前までとなります。
診療日

19時～ 23時

小 児 科

日曜日・祝日
8月13日～15日
12月29日～1月3日

10時～ 17時
19時～ 23時

外

科

日曜日・祝日・振替休日
8月13日～15日
12月29日～1月3日

10時～ 17時

歯

科

12日

10時～ 17時

科

間

10か月児
Ｈ29. 3月生

受付
10時～11時

4か月児
Ｈ29. 9月生

受付
13時30分～14時30分

20日㈫

１歳６か月児健康診査 受付
Ｈ28．6月、7月生
12時45分～13時15分

28日㈬

受付
２歳児歯科健康診査
Ｈ27.4月、5月、6月生 13時00分～13時30分

5日㈪
19日㈪ 健康相談・歯科健康相談 9時30分～11時
26日㈪

予防接種

委託医療機関で実施中

◎こども急病電話相談 毎日夜間 19時〜翌日6時
電話 ＃8000
ダイヤル電話からは☎（242）9939

H30. 2. 1

時

診療時間

月曜日～土曜日

内

容

ヘルシーウォーキング
受付
19日㈪ （雨天中止）
9時～9時20分
汁物塩分測定

◎成田市急病診療所

診療科と診療日時
診療科目

乳児相談

◎印旛市郡小児初期急病診療所（0 〜 15歳まで）

内
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乳幼児

BCG・麻しん風しん混合・不活化ポリオ（単
抗原）・４種混合・日本脳炎・ヒブ・小児用肺
炎球菌・水痘・B 型肝炎

小学校
6 年生

ジフテリア破傷風混合

高齢者

肺炎球菌

今月の納期
固 定 資 産 税
国民健康保険税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

相

談

第
第
第
第

4
8
6
8

名

2月の

期 納付期限
期
２月２８日㈬まで
期
期 納税には便利な口座振替を

日

心配ごと相談

15日㈭、3月1日㈭

法律相談

８日㈭、22日㈭

人権相談

13日㈫

時・会

場

13時～16時

13時～16時

13時～16時

予約・問い合わせ

社会福祉協議会

社会福祉協議会

役場西庁舎２階第1会議室

など

社会福祉協議会☎（４９６）６６３５
※町内在住の方に限ります。
※どちらの相談も相談日の 3 日前までに電話予約が必要です。
（先着順１日６件まで）
健康福祉課人権推進室☎ １３７

身体障害者相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

健康福祉課福祉班☎ １３５
相談員・小出喜市さん、小宮山清志さん

知的障害者相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

健康福祉課福祉班☎ １３５
相談員・福田美千代さん

障害者差別相談 月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

印旛健康福祉センター☎（４８６）５９９１
（２２２）４１３３
健康福祉課福祉班☎ １３５

子ども相談（町） 13日㈫ 13時～16時 役場中央庁舎１階会議室

健康福祉課人権推進室☎

１３７

子ども相談（県）

月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～16時
印旛健康福祉センター家庭児童相談室

印旛健康福祉センター地域福祉課
☎（４８３）１１２０ ※電話による相談もできます。

就学・教育・
いじめ相談

月曜日～金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

学校教育課学校教育班☎ ３１２
※電話による相談もできます。

家庭教育相談

毎週木曜日、金曜日（祝休日を除く） ９時～17時

生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４
※電話による相談もできます。※相談日以外でもご連絡ください。

消費生活相談

今月の消費生活相談はございません。

経済環境課商工観光班☎

子育て電話相談

岩橋保育園
中央保育園

年金相談

今月の年金相談はございません。

募

月曜日～金曜日（祝休日を除く）
９時～17時
※岩橋保育園は月曜日に栄養相談あり

集

酒々井ハイキングクラブ会員募集
里山からアルプスまで、健康を維持
し、山歩きを楽しみませんか。
内容 毎月１～２回、土曜日の日帰り
を中心に中央公民館前から貸し切りバ
スを利用した活動をしています。
会員状況 現在会員数は８２人で男女
ほぼ同数です。
対象 町内在住または在勤の方
会費 入会金１, ０００円、
年会費１, １５０円、スポーツ安全障
害保険料 年１, ８５０円（６４歳以
下）
、年１, ２００円（６５歳以上）そ
の他活動費はその都度集金します。
申し込み・問い合わせ 「酒々井ハイ
キングクラブ」大年☎（４９６）５１
９０、藤崎☎（４９６）０４３６

岩橋保育園☎（４８１）７０２１
中央保育園☎（４９６）１２７４
健康福祉課国保年金班☎

平成30年度千葉県
生涯大学校学生募集
（２次）
募集期間 ２月９日㈮～２８日㈬
願書配布場所 生涯大学校各学園、各
市町村高齢者福祉担当課、各地域振興
事務所、県庁高齢者福祉課 ※郵送希
望者は、返信用封筒（角２サイズに宛
先を記入し１４０円切手を貼付）を同
封のうえお申し込みください。※県庁
ホームページからも入手できます。
対象 仲間づくり、生きがいづくり、
社会参加に興味のある県内在住の原則
として６０歳以上の方
問い合わせ 千葉県生涯大学校事務局
☎（２６６）４７０５

消防団員募集
『酒々井町消防団』は、「自分達の町
は自分達で守る」という郷土愛護の精
神で、災害から人命と財産を守ってい
ます。
酒々井町には、あなたの力が必要で

16

３４６

１２１・１２２

す。一緒に活動してくれる方々を募集
しています。
問い合わせ 総務課危機管理室☎
２１６

酒々井町
公式Twitterを開設
町では酒々井町公式Twitter(ツイッ
ター )を開設し、行政情報やイベント
等、町の魅力を情報発信しています。
ツイッターのアカウントをお持ちの
方は、ぜひフォローをお願いします。
名 称 酒々井町役場
アカウント ＠shisui_town
URL https://twitter.com/shisui_town
ツイッターの利用方法について不明
な点は、Twitterヘルプセンターをご参
照ください。Twitterヘルプセンター
https://support.twitter.com/
問い合わせ 企画財政課広報広聴班
☎ ２２３

朝市 夕市

インフォメーション
催し・講座
福祉のしごとミニ就職フェア
千葉県福祉人材センターでは、社会
福祉施設・事業所等へ就職を希望する
方を対象に、
「福祉のしごとミニ就職
フェア」を開催します。
日時 ２月１８日㈰ １０時～１３時
会場 ホテルポートプラザちば
※開催当日、直接会場へお越しくださ
い。
参加費 無料（履歴書不要）
問い合わせ 千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター☎（２２２）
１２９４
http://www.chibakenshakyo.net/

☆託児あり☆
子育てお母さんの
再就職支援セミナー
「面接で子育てのことをどう答えれ
ばよいか分からない」
「応募書類のコ
ツ・ポイントが知りたい」
「就職スキ
ルをアップさせたい」このような思い
を持つ、子育て中のお母さんを対象と
したセミナーを開催します。
再就職に向けて新しい一歩を踏み出
してみませんか。
日時 ２月１４日㈬ １０時～１２時
３０分
会場 富里市中央公民館二階研修室
対象 子育て中のお母さんで就職を考
えている方
定員 ３０人（予約制） 託児室有り
※要予約（紙おむつや飲み物等は持参
してください）
参加費 無料
申し込み・問い合わせ 経済環境課商
工観光班☎ ３４５

中途失聴・難聴者のみなさんへ

手話学習会＆ミニ懇談会

日時 ２月３日㈯ １３時３０分～
１６時
会場 佐倉市中央公民館
※申し込み・参加費は不要。
（初参加

H30. 2. 1

木曜市

毎週日曜日開催
朝
夕

木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）

の時のみ、テキスト代１，２００円）
※聞こえに関係なく、誰でも参加でき
ます。※すべて要約筆記（話を要約し
て、スクリーンに映す）でサポートし
ます。
問い合わせ ＮＰＯ千葉県中途失聴者
・難聴者協会 印旛事務所☎ ０４７朝
朝市 夕市
（４３２）８０３９（本部事務所） 夕
（４６１）６５３３

木曜市

定員 ２０人（予約制）
参加費 無料
申し込み・問い合わせ 経済環境課商
工観光班☎ ３４５

上級救命講習会

市＝役場駐車場（6時40分〜）
市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）
佐倉市八街市酒々井町消防組合では
ＡＥＤの使用法を含めた上級救命講習
会を開催いたします。
日時 ２月２４日㈯ ９時～１８時
（予定）
会場 佐倉市八街市酒々井町消防組合
消防本部 ４階講堂 佐倉市大蛇町
２８１（佐倉市立白銀小学校向かい）
定員 ５０人（先着順）
参加費 無料
受付開始 ２月１日㈭ ９時～
問い合わせ 消防本部警防課（救急救
助係）☎（４８１）１２４８酒々井消
防署（救急係）☎（４９７）０１１９

木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）

障害者虐待防止・
権利擁護講演会
日時 ２月２８日㈬ １４時～１６時
３０分
会場 県教育会館新館大ホール（千葉
市中央区中央４－１３－１０ 駐車場
はありません、公共交通機関をご利用
ください）
内容 ①講演「分かりやすい障害者虐
待防止法」講師 社会福祉法人千葉市
手をつなぐ育成会 濱本典子さん
②虐待被害にあった当事者の発表
対象 一般県民
参加費 無料
申し込み・問い合わせ ２月１５日㈭
までにメールまたはFAX 県健康福祉
部障害福祉事業課虐待防止対策班☎
（２２３）３９８２、
（２２２）４
１３３、 sgyakutai@pref.chiba.lg.jp

就活基礎セミナー㏌佐倉
「就職活動が初めて、または久しぶ
り」や「本格的な就職活動をこれから
始める」
「就職活動の進め方がよくわ
からない」などと悩んでいる方向けの
セミナーを開催します。またセミナー
終了後、個別相談会（希望者は事前予
約、６人まで）もあります。
※本セミナーは雇用保険受給中の就職
活動実績となります。
「雇用保険受給
資格者証」をお持ちの方は当日ご持参
ください。
日時 ２月７日㈬ セミナー１３時
３０分～１５時３０分 個別相談会
１５時４５分～
会場 志津コミュニティセンター２階
視聴覚室
対象 就職を希望している１５歳～
３９歳までの方
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市＝役場駐車場（6時40分〜）
市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）

よしきりフェア
印旛特別支援学校高等部の生徒が、
日頃の作業学習で制作した作業製品を
販売いたします。是非お越しください。
日時 ２月２３日㈮ １０時～１５時
会場 ユアエルム成田店（京成公津の
杜駅徒歩１分）１階センタープラザ
内容 ビーズ製品、木工製品、紙工製
品、陶芸製品、手芸製品、コンクリー
ト製品、花、落花生などの販売
問い合わせ 千葉県立印旛特別支援学
校 高等部 関野☎０４７６（９８）
２２００

スマホで読める

広報ニューしすい配信中
マチを好きになるアプリ

ＱＲコードから
「マチイロ」
専用アプリをダウンロード

広報ニュー
しすい
◆発行・編集／酒々井町企画財政課
〒285−8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台４−11
☎043（496）1171 ◆毎月１回１日発行

きれいな梅の花が
咲き始めます
町総合公園

昨年町総合公園に咲いた梅の花（２月中旬）

子育て支援活用カレンダー 2月
しすい「あいあいルーム」
内

わらべうた

８日㈭

親子ヨガ（※要予約）

５日㈪

10時30分

９日㈮

11時

10時30分

13日㈫

11時

19日㈪

11時

26日㈪

10時30分

23日㈮
27日㈫

11時

10時30分

保

子育て相談：計測
(保健センター )

時間

作って遊ぼう(ユラユラおひなさま)
誕生会

折り紙の会

10時30分

27日㈫

10時10分

22日㈭・23日㈮
26日㈪・27日㈫
10時～ 14時

９時～ 11時

内
容
パネルシアター
紙芝居

28日㈬

大型絵本

読み聞かせ

対象

親子で体操

問い合わせは各保育園へ

2月のプリミエール酒々井
図書館

ジーバーズ
(飛び出す紙芝居・刺し子)

８日㈭ 15時30分～
 25日㈰ 15時～
わらべうたの会 ８日㈭ 10時30分～
おはなし会

休館日

しょうえん「こども こそだてルーム」

19日㈪

開催日
14日㈬

14日㈬
中央保育園
☎（496）1274 21日㈬

読み聞かせ

内
はじめて見学会

園

７日㈬ 親子で体操

読み聞かせ（関口さん）

会場 しすいあいあいルーム 役場西庁舎１階
問い合わせ あいあいルーム☎ ３８３

日
時
９日㈮ 10時10分

育

岩橋保育園
☎（481）7021 28日㈬

容

日
時
２日㈮ 11時

みんなおいでよ！園庭開放
乳幼児と保護者

◆ 酒々井町のホームページ https://www.town.shisui.chiba.jp/ 人口と世帯数 平成30年１月１日現在※（ ）内は前月比
人口 20,954人（＋1）男 10,406（＋3）女 10,548（−2）
※ＣＤに録音した「声の広報」は、社会福祉協議会
世帯数 9,727 （＋22）
☎（496）6635

毎年２月の中旬になると、町総
合公園には白とピンクに色づいた
きれいな梅の花が咲き始めます。
同公園を散歩 等で訪れた方々
が、梅の花の前で足をとめ、写真
を撮る光景がこの時期は多くみら
れます。
早春の梅の香りを訪ねて、皆さ
んもぜひ足を運んでみてはいかが
でしょうか。

文化ホール 5、13、14、19、26日
図書館
5、13～16、19、26日
問い合わせ プリミエール酒々井 ☎（４９６）８６８１
図書館 ☎（４９６）８６８２
●蔵書検索はこちらから
ht tps:// w w w.tosyokan.town.shisui.chiba.jp

容

作ってあそぼう！
（ひなまつり製作）

休日窓口開庁日
25日㈰ 8:30 ～ 12:00

保育士講話
『子どもを伸ばす言葉掛け』

【税務住民課】

子育てリサイクルデー
（中古の玩具衣類等）

会場・問い合わせ 昭苑保育園 ☎（３１２）４７９７
※6日㈫・13日㈫・20日㈫の10時～11時に園庭開放あり
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住民票・戸籍・印鑑証明等の交付、印鑑登録・戸籍届
書の受付（転入・転出等の住民異動に係るものは除く）
、
納税・所得・固定資産等各種証明書の交付、納税相談、
収納（町税・国民健康保険税）

