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第71回酒々井中学校卒業式が３月９日に同校の体育館で行われました。
式では加瀬校長先生から186人の卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡され
「自分の夢の実現に向かって努力をしてください。必ず道は開けます」と餞
の言葉が贈られました。
卒業生たちは歴史と伝統のある酒々井中学校で学んだ３年間の思い出を胸
に、それぞれの夢に向かって巣立ちました。
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100年安心して住める
まちづくりを目指して

教育文化

○中学校のスポーツ環境の改

歳

肝炎ウイルス検診および

善を図るため、グラウンド拡

がん、子宮頸がん、大腸がん、

以上の方の歯科検診を無料で

張整備に向けた調整等を行い

年度の主要施策

行 う と と も に、「 し す い ハ ー

ます。

平成
○保育については、待機児童

ト体操」の普及に努めます。

健康福祉

ゼロを目指すとともに、保育

ムおよび体操教室を実施しま

伝統文化等に接するプログラ

も教室事業・放課後児童クラ

親福祉推進事業、放課後子ど

児童手当支給事業、ひとり

置し、地域素材を使った学習

○教育ファシリテーターを配

組みます。

○部活動指導員を派遣し、教

基礎的自治体としての持続可
す。

ブ事業、地域包括支援センタ

プログラムによる「酒々井学」

［その他主要施策］

能性を堅持し、町としての魅

○ 新 た に、 ６ 月 開 所 予 定 の

ー運営業務委託、民生委員児

を通じて、子どもたちの町に

の質の向上のため英語指導や

力を高められるよう挑戦して

童委員活動事業、障害者総合

点として、可能な限り住み慣

定の（仮称）酒々井病院を拠

年４月に上岩橋地先に開院予

ー事業、利用者支援事業を実

ァミリー・サポート・センタ

る場を提供するとともに、フ

軽に集い、交流し、相談でき

イサービス事業、老人福祉大

い創造支援事業、生きがいデ

援護者名簿登録制度、生きが

助け合う地域の手」災害時要

支援事業、「ともに支え合い・

学校に配置し、外国語活動を

駆け、外国語専科教員を各小

○新学習指導要領の実施に先

成に取り組みます。

対する愛着心と郷土意識の育

職員の勤務状況の改善に取り

まいります。

い」で、子育て中の親子が気

「子育て支援センター あいあ

れた地域で、高齢者の皆さん

施します。

特に福祉分野では、平成

が自立した生活が送れるよ

実施します。また、ＡＬＴ（外

歳 の 青 年 式 事 業、

○中学３年生全生徒を対象

らに国際交流を深めます。

ており、町民との交流などさ

らの生徒の受け入れを予定し

に、ドイツ・ドルフェン市か

成していきます。また、新た

国際化に対応できる人材を育

に そ れ ぞ れ 中 学 生 を 派 遣 し、

は、オーストラリアとドイツ

○中学生の国際交流派遣事業

語教育を行います。

中学校卒業までの一貫した英

増やし、引き続き保育園から

会 事 業、

議会の事務所移転により、効

○子ども医療費助成事業とし

く提供される

率的な事業運営と町との相互

う、 そ の 人 の 状 態 に 応 じ て、

システム の
｣ 構築に向け、取
り組んでまいります。

連携による福祉サービスの充

国語指導助手）により、ネイ

また、歴史や文化、環境・

実を図ります。

介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度、

これまで、持続可能なまち

景観を守り、活用し、創造す

○運転免許返納者や高齢者の

て、中学卒業までの医療費の

への財政基盤づくりを行いな

る 施 策 に つ い て は、 長 期 的

増加により、ふれ愛タクシー

医 療、 介 護、 予 防、 住 ま い、

がら、町民福祉の向上と町の

ビジョンをもって基本的事項

などの多様な移動手段を検討

ティブな英語に触れる機会を

均衡ある発展を図ってまいり

を定め、いわば今後１００年

します。

予防接種事業、母子保健推進

ましたが、今後の人口減少問

といった酒々井町の未来のた

○ 健 康 づ く り は、 各 種 検 診、

事業等

題 に 対 し て は、
「酒々井町ま

め、優れた都市基盤を活かし

保険適用に対する自己負担分

ち・ひと・しごと創生総合戦

つつ、高品質で未来へつなぐ

を助成します。

略」を、戦略的かつ着実に実

健康教育、健康相談等の事業

生活支援サービスが切れ目な

行することにより、団塊の世

まちづくりを進めてまいりま

と、特定年齢の方に対する乳

○役場西庁舎への社会福祉協

歳を迎える２０２５年

地｢域包括ケア

代が

まちづくりの目標
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す。

高品質で未来へつなぐまちづくり

危機においても、しっかりと

2
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小坂 泰久
酒々井町長
３月定例議会が３月６日から開催され、冒頭、小坂町長が
平成30年度の行政運営の指針となる施政方針の説明を行い
ましたので、その概要をご紹介します。

40

中学生ドイツ派遣

80

施政方針
平成30年度
75

ます。

全で安心な通学をサポートし

ールバス運行事業により、安

○新たに無料化を図ったスク

を行います。

する「パワーアップＥ」事業

に、英語検定の検定料を助成

○「しすい青樹堂」や「青樹

交流を深めます。

の野外活動体験を通じ、児童

長野原町の美しい自然の中で

事業に加え、新たに、群馬県

○北海道陸別町との児童交流

います。

を対象とした補習と講座を行

す。

備と環境教育の振興を図りま

と連携した環境保護の体制整

自然環境保護を推進し、地域

○ 町 環 境 基 本 条 例 に 基 づ き、

域防犯力の向上を図ります。

○防犯ボックスを運営し、地

す。

活動のための拠点を整備しま

営駐車場を整備し、来町者や

○ＪＲ酒々井駅東口周辺に町

活用を検討します。

効果を十分発揮できるよう利

○酒々井インターチェンジの

取得等について支援します。

援事業により、農業用機械の

○町独自施策の担い手育成支

岸改修工事を実施します。

の税率を据え置き、課税限度

変緩和措置として平成

担増が見込まれましたが、激

により、算定上、保険税の負

○国民健康保険制度の広域化

みます。

戦略」に基づく事業に取り組

まち・ひと・しごと創生総合

ー ジ の 充 実 な ど、「 酒 々 井 町

年度

○第３子以降の学校給食費の
堂師範塾」など、公民館の各

額も引き上げ幅を抑えまし

無償化を継続します。

買い物客の利便性の向上によ

種講座の開催やイベントを幅

［その他主要施策］

○本佐倉城跡の入口広場整備

顔」として、町並の保存整備

○旧酒々井宿を「酒々井町の
教育活動支援事業、人権・同

ート事業、教職員の特色ある

金、小・中学校スクールサポ

を推進します。

ため、無電柱化のまちづくり

町の良好な景観の形成を図る

○ 町 景 観 基 本 条 例 に 基 づ き、

改修に向けた設計を行います。

向上・機能強化のための施設

ハーブガーデンは、利便性の

○コミュニティプラザおよび

事業、人権推進事業、隣保館

護活動推進事業、資材等支給

流サロン運営事業、公園等愛

住民公益活動補助事業、交

業等

防犯事業、交通安全啓発事

た。

広い年代に提供します。

り、駅周辺地域の活性化を図

事業と、本佐倉城跡国史跡指

［その他主要施策］

［その他主要施策］

ります。

定 周年記念事業を実施しま

を行います。

和教育研究活動補助事業、ふ

○「空家等対策計画」に基づ

農業基盤整備事業、企業誘
致事業、観光事業等

報化推進事業、戸籍住民基本

台 帳 一 般 事 務、 賦 課 徴 収 事

の打ち替え工事および橋梁の

狭あい箇所の局部改良、舗装

全確保を優先した改良工事や

○１００年安全・安心に住め

ラム」などを開催します。

創年とコミュニティ・フォー

管 理 運 営 支 援 を 行 い、「 輝 く

○酒々井まちづくり研究所の

直視しつつ、町に暮らす人々

まいりましたが、この現実を

づくりが重要な課題となって

い世代の定着と循環したまち

人口減少時代に突入し、若

都市基盤

○約３万４千年前の最古の人

れあい教室運営事業、保健体

き空家等対策事業に取り組み

○防災用資機材や備蓄品等を

長寿命化に向けた計画的補修

業、議場設備更新事業等

格 納 す る 施 設 の 設 置 整 備 と、

が充実した生活を味わい、幸

地域社会と行財政

○新たに、順天堂大学と連携

防災行政無線の機器更新およ

るしすいづくり事業を推進

福感を感じられるまちづくり

私立幼稚園就園奨励費補助

類生活痕跡であり日本最大級

育活動事業、青少年健全育成

ます。

し、２０２０年東京オリンピ

工事などを、国の交付金を活

し、町と住民等の行政情報と

生活環境

ック・パラリンピックへの機

びデジタル化の整備を進めま

用しながら実施します。

行います。

運の醸成と、町民スポーツへ

す。

が持てる持続可能なまちづく

の関心を高めるため関連事業

地図情報システムを活用した

りを一歩ずつ着実に進め、高

を目指し、今後も将来に希望
住 宅 リ フ ォ ー ム 補 助 事 業、

住民の安全・安心なまちづく

品質でおしゃれなまちづくり

地域情報を共有できるＧＩＳ
住宅耐震事業、交通安全対策

りを進めます。

［その他主要施策］
信機の更新および地域防災計

事業、街区公園管理事業等

の実現のため、確かな明日を

○新たに、全国瞬時警報シス

習習慣の確立と基礎学力の定

画修正業務を行います。

○空き家バンク、外国人おも
○法面崩落による髙﨑川の護

産業経済

築いてまいります。

を実施します。

着を図ります。

○中川流域における総合的な

アラート）の新型受

○土曜教育推進コーディネー

治水対策として、迅速な水防

てなし事業、子どもホームペ

テム（

す。

の環状ブロック群を有する墨

事業、成人式、盛年式、学校

○道路整備は、通学路等の安

運営事業、企画一般事務、情

古沢南Ⅰ遺跡について、国史

教育支援促進事業等

［その他主要施策］

跡指定を目指し、保存整備を

30

○地域未来塾で、中学生の学

ターを配置して、小学校児童

J

3
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子ども・子育て支援施設の名称

園隣接地に建設が進んでいる

今年１月に、町立岩橋保育
継ぐ」という思いを合わせた

んの「あいあいルームを引き

支 援 セ ン タ ー」、 内 海 美 岐 さ

﹁酒々井町子育て支援センター あいあい﹂
に決定

（ 仮 称 ） 酒 々 井 町 子 ど も・ 子

予定です。就学前の子育て中

施設は、６月にオープンの

れています。

などいろいろな思いが込めら

は、愛・ふれあい・支えあい

名称にある「あいあい」に

ものとなりました。

件の応募を

育て支援施設の名称募集をし
たところ、合計
いただきました。
子ども・子育て政策会議に
おいて選考した結果、名称が
「酒々井町子育て支援センタ
ー あいあい」に決定いたし
の交流、育児の不安や悩みを

の親子や地域ボランティアと

選考においては、施設の目
相談できる施設ですので、多

問い合わせ

こども課子育て

や雇用対策などの基礎資料を

得ることを目的とした重要な

調査で、総務省が毎月公表し

ている﹃完全失業率﹄は、こ

社会福祉協議会の
事務所移転のお知らせ

社会福祉法人酒々井町社会

今回の調査対象地域は、東

の調査をもとに発表されてい

合わせ先に変更はありません。

酒 々 井 １・２ 丁 目 地 区 の 一 部

福祉協議会が役場西庁舎１階

社会福祉法人酒

ます。
問い合わせ

の世帯です。調査期間は、５

に移転しました。なお、問い

々井町社会福祉協議会☎（４

月から９月です。

※調査員は、千葉県知事発行

の回答をお願いします。

自宅に伺いますので、調査へ

調 査 員 が 調 査 票 を 持 っ て、

９６）６６３５

労働力調査の
回答をお願いします

の調査証を携帯していますの

で、ご確認ください。

総務省統計局と千葉県で

は、毎月、労働力調査を実施

問い合わせ

県総合企画部統
しています。

4

ました。
的がわかりやすく、親しみや

くの町民の方の利用をお待ち

問い合わせ 佐倉警察署地域課移動交番係☎
（４８４) ０１１０

計課☎（２２３）２２２０

開設予定日時と場所
■ＪＲ酒々井駅前交流センター
４月13日㈮ 10時～11時30分
■酒々井プレミアム・アウトレット
４月 ６日㈮ 14時～15時30分
■スーパータイヨー酒々井店
４月23日㈪ 14時～15時30分
※予定は変更する場合があります。

この調査は、国の経済政策

移動交番は各種届出の受理や周辺の警戒、巡
回パトロール等を行い、地域の実情に沿った情
報発信や犯罪抑止活動を行います。

支援班☎ ３７３

4月の移動交番開設日

!!

入学シーズンを迎え、子供の交通事故の増加
が懸念されます。また、依然として高齢者が関
係する死亡事故の割合が高く、中でも歩行中の
事故が多く発生しています。
入園・入学して間もない幼児・児童などに基
本的な交通ルール・マナーを習慣付けるととも
に、高齢者に対する保護・誘導活動を推進する
など、一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マ
ナーを実践し、交通事故防止の徹底を図ること
を目的に実施します。

すい名称という基準に基づ

４月６日㈮～１５日㈰

あいあい」
建設が進んでいる「酒々井町子育て支援センター

■運動の重点目標
・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運
転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進（特に、ちばサイク
ルールの周知徹底）
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１１・
２１６

18

しています。

～よくみせて ちいさなきみの おおきなて～

き、渡辺一徳さんの「子育て

春の交通安全運動を実施

日に青葉の森公園芸

23

関根
勇夫

団本部

儀彦、第

■永年勤続功労章

小島

裕司

地域消防活動に尽力された町消防団員が表彰されました

術文化ホールにて開催された

本部長

森田

森田

分

浩

裕司）

小池

ハロウィンジャンボ宝くじの収益金で
図書などを購入

ハロウィンジャンボ宝くじ収益金は、公益財団法人千葉
県市町村振興協会を通じて町に交付金として配分され、住
民福祉の向上のための各種事業に活用されています。
町では、この交付金を図書館の管理運営や図書・雑誌・
新聞の購入、図書館学習などの事業に活用しています。
問い合わせ 企画財政課財政班☎ ２２７

5

里

■内助功労感謝状

中川

分団

秀和）
、
西

分団

12

栄子（団本部 小池

敬 子（ 第

和代（第

12

溪 明子
（第４分団 西溪 寛）

中川

日現在のもの

総務課危機管理

秀之）

武 ）、 篠 原

篠原

＊役職は３月

です。

問い合わせ

室☎ ２１６

31

回千葉県消防大会」に

班長

森田

副団

13

３月

尽力された当町の消防団員が

「第

団

分団

13

67

多年にわたり消防の発展に

表彰を受けましたので、受章

おいては、次の方々が受章さ

美（第

千葉県消防協会長表彰

団本部

分団

分団

第４分団

寛、第４分団

秀和

西溪

剛、第

者をご紹介します。

団員

小池

鶴田

武、第

■特別功労章

長

中川

秀之

■永年勤続功労章

団員

篠原

■内助功労感謝状

分団

団員

団員
団員

団員

団員

れました。
（敬称略）

日本消防協会長表彰

周年記念式

第

分団

13

３月７日に国技館（東京都

治体消防制度

■功績章

第

第５分団

13

70

墨田区）にて開催された「自

典」において、町消防団本部

福田
宏

副団長の松本映彦さんが消防

茂

博明

■勤続章

木村

千葉県知事表彰

団長

H30. 4. 1

■精績章

映彦さん

12 12

国民年金の保険料納付が
困難な学生の方は
学生納付特例制度の申請を
大学や各種専修学校などに通う学生は、本人の
前年の所得が一定額以下であれば、家族の所得に
かかわらず、在学中の保険料の納付が猶予されま
す。
対 象 大学（大学院）、短大、高等学校、高等
専門学校、専修学校等の学生（夜間・定時制課程
や通信課程含む）
申請方法 年金手帳、平成30年度有効な学生証
または在学証明書を持参のうえ、健康福祉課国保
年金班で手続きをしてください。
※平成29年度に学生納付特例の承認を受けてい
て、一定の要件を満たしている方には、日本年金
機構から申請書が郵送されていますので、そちら
をご利用ください。
問い合わせ 健康福祉課国保年金班☎ １２１・
１２２

宮野

てるひこ

松本

団本部

■登録料・情報料はかかりませんが、登録画面へ
のアクセスやメール受信にかかる通信料は利用者
負担となります。
■返信メールが届かない場合、迷惑メール対策が
設定されている場合があります。
「town.shisui.chiba.jp」ドメインからメールを
受信できるように設定してください。
問い合わせ 総務課危機管理室☎ ２１１・２１
２・２１６

庁長官表彰の永年勤続功労章

まつもと

■特別功労章

防災行政無線で放送した内容を情報として、メ
ールを配信するサービスを開始しました。
現在お使いのスマートフォンや携帯電話または
パソコンで防災行政無線の情報を文字として確認
することができますので、ぜひご利用ください。
■配信される情報：防災行政無線で放送した内容
（防災情報、防犯情報、行政情報など）
※火災発生情報など一部配信できない情報もあり
ますので、ご了承ください。
■登録方法：携帯電話またはパソコンなどから次
のアドレスに空メールを送信してください。
メールアドレス：s_town_soumu@y.bmd.jp
下記のＱＲコードからも接続可能です。

を受章されました。

しすいメール
配信サービスを開始

平成30年度当初予算

一般会計、前年度比0.2％増の
64億1,054万5千円でスタート
諸収入
127,621
2.0%

歳入予算の前年度比較

その他
712,097
11.1%

区

交付金等
486,294
7.6%
県支出金
391,320
6.1%

町

町税
2,802,785
43.7%

歳入

町債
486,600
7.6%

歳

国庫支出金
662,628
入 10.3%

地方交付税
741,200
11.6%

消防費
487,671
7.6%

土木費
723,113
11.3%

歳出

29年度

予算額

予算額

税 2,802,785 2,793,704

前年度比較
増減額

増減率

9,081

0.3

741,200

780,200

△39,000

△5.0

国庫支出金

662,628

639,008

23,620

3.7

町

債

486,600

597,800

△111,200

△18.6

県支出金

391,320

355,286

36,034

10.1

交付金等

486,294

441,590

44,704

10.1

諸 収 入

127,621

130,420

△2,799

△2.1

そ の 他

712,097

661,670

50,427

7.6

6,410,545 6,399,678

10,867

0.2

計

歳出予算の前年度比較
区

民生費
1,916,267
29.9%

歳出
教育費
929,786
14.5%

30年度

する見込みです。
町債は、子ども・子育て支援施設整備事業や中央公
民館施設整備事業、臨時財政対策債の減少により、前
年度比18.6％の減少となりました。
財源不足を補てんする財政調整基金繰入金は、前年
度と比べて増加する見込みです。
なお、地方消費税の引き上げ（平成26年４月～）
による地方消費税交付金の増加分は、全額社会保障費
の財源としています。

その他
399,226
6.2%

公債費
462,124
7.2%

分

（単位：千円、％）

地方交付税

合

歳入の４割を超える町税は、評価替えによる固定資
産税の減少を見込んだものの、納税者の増による個人
町民税の増加、法人税割の増による法人町民税の増加
により、前年度比0.3％の増加を見込みました。
地方交付税は、町税などの自主財源の増加による影
響、さらに震災復興特別交付税の減少により、前年度
比5.0％減少する見込みです。
国庫支出金は、障害者の社会福祉費負担金や保育園
の児童福祉費負担金の増により、前年度比3.7％増加

衛生費
508,639
7.9%

平成30年度当初予算が、3月議会で可決
されました。
一般会計当初予算は64億1,054万5千円
で、前年度に比べ1,086万7千円、0.2％増
加しています。
国民健康保険など3つの特別会計予算の
合計は39億8,412万8千円となっています。

総務費
983,719
15.4%

6

30年度

29年度

予算額

予算額

前年度比較
増減額

増減率

民 生 費 1,916,267 1,846,882

69,385

3.8

総 務 費

983,719

941,242

42,477

4.5

教 育 費

929,786 1,003,275

△73,489

△7.3

土 木 費

723,113

771,768

△48,655

△6.3

衛 生 費

508,639

521,907

△13,268

△2.5

消 防 費

487,671

472,289

15,382

3.3

公 債 費

462,124

424,213

37,911

8.9

そ の 他

399,226

418,102

△18,876

△4.5

6,410,545 6,399,678

10,867

0.2

合

総務費は、防犯ボックス事業、まち・ひと・しごと
創生総合戦略推進事業の減があるものの、防災資機材
等備蓄施設整備事業、地域防災計画修正等業務委託事
業等の増の影響により、4.5％増加します。
民生費は、障害者総合支援事業、後期高齢者医療事
業の繰出金、保育委託事業の増から3.8％増加します。
衛生費は、子ども医療費助成事業、健康増進事業等
の減により2.5％減小します。
土木費は、社会資本整備総合交付金を利用した交通

分

（単位：千円、％）

計

安全施設、道路改良事業、道路維持事業の減により
6.3％減少します。
教育費は、公民館管理事業、給食調理機器設備更新
事業の減などから7.3％減少します。
消防費は、消防組合負担金などにより3.3％の増、
公債費は、臨時財政対策債分の償還額の増などから
8.9％の増加となります。
問い合わせ 企画財政課財政班☎ ２２７

一般会計予算の６つの基本目標別主要事業

１ 子どもから高齢者まで誰もがいきいきと輝くまちづくり
健康福祉

◯障害者総合支援事業
◯児童手当支給事業
◯後期高齢者医療事業
◯介護保険特別会計への繰出経費
◯保育委託事業
◯国民健康保険特別会計への繰出経費
◯岩橋保育園運営事業
◯社会福祉一般事務
◯子ども医療費助成事業
◯放課後児童クラブ事業
◯障害者福祉事業
◯予防接種事業
◯中央保育園運営事業
◯母子保健推進事業
◯放課後子ども教室事業

４ 生活機能の整った歩いて暮らせるまちづくり
都市基盤

3億2,637万円
２億9,012万円
２億2,130万円
1億8,450万円
1億6,653万円
1億2,756万円
9,655万円
6,889万円
6,438万円
5,252万円
4,997万円
4,395万円
3,799万円
2,091万円
321万円

◯社会資本整備総合交付金事業（道改）
◯下水道事業への繰出経費
◯道路維持事業
◯社会資本整備総合交付金事業
（交安）
◯社会資本整備総合交付金事業
（道維）
◯印旛広域水道事業
◯街区公園管理事業

５ にぎわいと活力にみちた魅力あるまちづくり
産業経済
◯農業基盤整備事業
◯商工業振興事業
◯コミュニティプラザ運営事業
◯農業振興管理事業
◯コミュニケーションセンター事業

２ 豊かな心を育み歴史を活かした文化創造のまちづくり
教育文化

◯給食事業
◯教育総務一般事務費
（学校教育課）
◯公民館管理事業
◯児童生徒国際交流振興事業
◯プリミエール管理事業
◯酒々井小学校管理事業
（こども課）
◯プリミエール運営事業
◯中学校管理事業
（こども課）

地域社会と行財政

◯賦課徴収事業
◯総務一般事務費
◯情報化推進事業
◯企画一般事務費
◯戸籍住民基本台帳一般事務費
◯庁舎管理事業
◯100年安全・安心に住めるしすいづくり事業
◯酒々井町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

３ いつも安全で安心して快適に暮らせるまちづくり
◯佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金
◯じん芥処理事業
◯防災一般事務費
◯防災行政無線管理整備事業
◯防犯街灯事業
◯環境衛生対策事業

4億6,542万円
1億8,784万円
4,704万円
4,203万円
2,704万円
2,318万円

3億8,064万9千円
4億2,974万6千円
1億7,201万7千円
2億6,847万9千円

5,520万円
3,929万円
3,357万円
3,194万円
3,063万円
2,180万円
2,164万円
1,388万円

特別会計
国 民 健 康 保 険
介 護 保 険
後期高齢者医療

下水道事業会計

下水道事業収益
下水道事業費用
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

9,390万円
1,827万円
1,672万円
1,189万円
889万円

６ 町民と共に築く心がかよう持続可能なまちづくり

1億6,239万円
6,286万円
3,678万円
3,234万円
2,305万円
2,242万円
2,096万円
1,688万円

生活環境

2億1,739万円
1億387万円
7,482万円
6,504万円
4,814万円
2,436万円
1,971万円

水
水
資
資

（1.5％減）
（2.4％減）
（1.3％減）
（6.2％減）

道事業収
道事業費
本 的 収
本 的 支

24億2,232万6千円
13億369万2千円
2億5,811万円

（20.2％減）
（7.2％増）
（14.7％増）

水道事業会計

益
用
入
出

（0.8％減）
5億6,820万3千円
（10.9％減）
4億266万9千円
2億5,560万8千円 （4872.0％増）
（122.1％増）
10億1,009万2千円

平成30年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

平成26年４月から消費税の税率が５％から８％に改正されました。この引き上げによる増収分は、社会保障施
策に要する経費に充てるものとされています。平成30年度（歳入）の地方消費税交付金（社会保障財源分）は、1
億5,454万２千円、歳出の社会保障施策に要する経費は、18億4,921万２千円です。
なお、平成30年度一般会計予算における使途の状況は＜表＞のとおりです。
＜表＞地方消費税交付金の財源内訳
事業区分

社会福祉

経費

地方債

160,584

97,546

児童福祉事業

676,660

284,064

102,364

小計

1,154,794

444,648

202,363

介護保険事業

184,497

924

小計

533,360

健康増進事業

29,283

母子福祉事業

後期高齢者医療事業

母子保健事業
合計

H30. 4. 1

県支出金

446,313

予防事業
保健衛生

特定財源
国庫支出金

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

国民健康保険事業

社会保険

( 単位：千円）

小計

28,519
3,302

127,562

221,301
45,320

86,455

161,058

1,849,212

財源内訳
その他

一般財源
うち地方消費税交付金
（社
会保障財源化分）
188,145
21,636

0

38

0

51,566

238,666

49,453

0

51,604

456,179

74,489

462

0

0

183,111

38,327

21,281

83,256

0

169

1,175

0
0

20,357
0
0

893

0

1,560

0

56,733
26,061
0

650

17,994

466,748

304,788

819

19,169

7

0

0
0
0
0

0

0

0
0

0

27,626

1,742

50,472

8,530

186,710

90

45,230

8,530
3,074

218

3,382

63,516

420,293
24,865

3,091

309

12,363
1,545

52,235

9,273
4,636

67,593

13,909

1,014,160

154,542

137,688

27,818

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
平成30年度４月から手当額が増額されます
じた支給制限があります。
【手当額と支給月】＜表＞参照

■特別児童扶養手当
精神または身体に一定以上の障害がある20歳未満
の児童を監護している父母または養育者に支給される
手当です。ただし、所得に応じた支給制限があります。
【手当額と支給月】＜表＞参照

＜表＞手当額と支給月
平成 29 年度 平成 30 年度
（月額）
（月額）

■特別障害者手当
在宅で精神または身体に著しい重度の障害があるた
め、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以
上の障害者の方に支給される手当です。ただし、３か
月以上の入院や施設に入所されている場合は該当しま
せん。所得に応じた支給制限があります。
【手当額と支給月】＜参＞参照

1級
51,450 円

1級
51,700 円

2級
34,270 円

2級
34,430 円

特別障害者
26,810 円
手当

26,940 円

障害児福祉
14,580 円
手当

14,650 円

特別児童
扶養手当

■障害児福祉手当
在宅（入院は可）で精神または身体に著しい重度の
障害があるため、日常生活で常時特別の介護を必要と
する20歳未満の児童に支給される手当です。ただし、
施設に入所されている場合は該当しません。所得に応

支給月
４月、
８月、11月
＊支給時に
４か月分支給
２月、５月、
８月、11月
＊支給時に
３か月分支給

※手当額は平成30年４月から平成29年の物価変動率
（対前年比0.5％）に基づき、0.5％の引上げとなります。
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３４・１３５

ねたきり身体障害者および重度知的障害者福祉手当・指定難病見舞金のお知らせ
まとめて支給されます。
■指定難病見舞金
指定難病の療養者の方に見舞金を支給します。
※受給者証を毎年更新する度に申請手続きが必要です。
【見舞金額と支給月】
月額3,000円を10月、４月に６か月分がまとめて支給
されます。
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３４・１３５

■ねたきり身体障害者および重度知的障害者福祉手当
在宅で常時介護を必要とし、６か月以上寝たきりの
20歳以上65歳未満の身体障害者手帳のある方や、20
歳以上で療育手帳Ａの２以上の判定を受けた方に手当
を支給します。ただし、特別障害者手当および障害児
福祉手当受給者は該当しません。
【手当額と支給月】
月額8,650円を３月、６月、９月、12月に３か月分が

この機会にあなたの資産の確認を！
固定資産税の縦覧・閲覧

■必要なもの

・窓口に来られる方本人を確

認できるもの（運転免許証な

・委任状（本人および本人と

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

同一世帯以外の方や法人の場

ど）

税者）は、土地・家屋価格等

合）

固定資産税を納める方（納

縦覧帳簿によって、自己の資

・賃貸借契約書（借地人や借

家人の場合）

１名義／３００円

産と町内の他の資産の評価を

４月２日㈪～５月
■手数料

ただし、縦覧期間中（４月

比較することができます。

縦覧期間

１日㈫

■必要なもの

２日～５月１日）に納税義務

す。

・窓口に来られる方本人を確

※土曜・日曜・祝日（日曜開

者が閲覧する場合は無料で

ど）

庁日を除く）は縦覧・閲覧は

税務住民課

認できるもの（運転免許証な

・委任状（本人および本人と

できません。

縦覧・閲覧場所

税務住民課資産

同一世帯以外の方や法人の場

無料
税の窓口

問い合わせ

税班☎ １１４・１１５

合）

■手数料

固定資産
課税台帳の閲覧

固定資産を所有する方（納

税義務者）または資産を使用

する方（借地・借家人等）は、

関係する部分について固定資

産課税台帳（名寄帳）を閲覧

４月２日㈪～随時

することができます。

閲覧期間
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児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成のお知らせ

児童扶養手当

なります（全国消費者物価指数の対前年比による）
＜表＞をご覧ください。なお、支給には所得制限があ
ります。
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３４・１３５

児童扶養手当は、離婚などの理由で、父親または母
親と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の
安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的
に支給される手当です。
【受給資格者】
日本国内に住所があり（国籍は問いません）
、次の
支給要件のいずれかに該当する児童（18歳に達する
日以降最初の３月31日までの間にある者または20歳
未満で政令の定める程度の障害の状態にある者）を監
護している父または母、または父母に代わって児童を
養育している方
【支給要件】
・父母が婚姻（事実婚を含む）を解消
・父または母が死亡、重度の障害、生死不明、保護命
令、引き続き１年以上拘禁
・父または母から引き続き１年以上遺棄
・未婚の母
・生まれたときの事情が不明
※申請・届出に必要な書類は健康福祉課福祉班の窓口
で面接を受けて確認し、申請書に添えて提出してくだ
さい。必ず本人が申請してください。
【平成30年度の手当額】
４月からの児童扶養手当額は、0.5％の引き上げと

＜表＞児童扶養手当の月額
児童数 区分 平成 29 年度（月額） 平成 30 年度（月額）

１人

全部
42,290円
支給

一部 所得に応じて
所得に応じて
支給 42,280～9,980円 42,490円～10,030円
全部
9,990円を加算
支給

2人

3人
以上

42,500円

10,040円を加算

所得に応じて
所得に応じて
一部
9,980円～5,000円 10,030円～5,020円
支給
を加算
を加算
全部 １人増加するごと １人増加するごとに
支給 に5,990円を加算 6,020円を加算
１人増加するごと
一部 に所得に応じて
支給 5,980円～3,000円
を加算

１人増加するごとに
所得に応じて
6,010円～3,010円を
加算

※支給月は４・８・12月に４か月分を支給
のない人）およびその児童が保険医療給付を受けた場
合、医療費の自己負担額の一部が助成される制度で
す。
なお、支給には所得制限があります。
問い合わせ 健康福祉課福祉班☎ １３４・１３５

ひとり親家庭等医療費等助成
18歳に達する日以降最初の３月31日までの間にあ
る児童を養育するひとり親家庭の親や養育者（配偶者
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狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう

集合狂犬病予防注射は４月20日㈮・21日㈯・28日㈯の３日間、各会場で行います
集合狂犬病予防注射を４月20日㈮・21日㈯・28日
㈯まで〈表１〉のとおり実施します。
飼い主の方は、年に一度、飼い犬に必ず狂犬病予防
注射を受けさせてください。
なお、会場では注射とあわせて、犬の登録もできま
すので、新規（未登録）の場合も、集合狂犬病予防注
射の時に必要な手数料〈表２〉を用意し、集合狂犬病
予防注射〔注意事項１〕を確認のうえ、来場ください。

ただし、〔注意事項２〕に該当する場合は会場で注
射を受けることができない場合がありますので、ご注
意ください。
すでに登録を済ませている方には、４月中旬頃には
がきを送付します。問診票に必要事項を記入のうえ、
持参してください。

＜表 1 ＞集合狂犬病予防注射日程表
期

日

会

場

時

間

東酒々井くじら公園

９時30分～ 10時

東酒々井大森公園

10時15分～ 10時45分

馬橋青年館

13時～13時30分

②犬の健康状態を正確に把握するため、飼い主以外の
方やお子さんだけの来場は、ご遠慮ください。
③犬のフンを始末する袋等を用意してください。
④雨天の場合は、犬をふくためのタオルをお持ちくだ
さい。
⑤4月20日㈮、21日㈯は、印旛地域に気象警報が発
令された場合は、その日の日程（役場駐車場を除く）
はすべて中止になります。
※実施・中止がはっきりしない場合は、8時30分以降
に経済環境課へ問い合わせてください。

4月
ふじき野うるおい公園 11時～11時30分
20日㈮

酒々井コミュニティプラザ 13時45分～14時15分
大崎自治会館

９時30分～10時

4月
成城台美空公園
21日㈯

10時20分～10時50分

役場駐車場

11時15分～12時30分

4月
役場駐車場
28日㈯

９時20分～11時30分

〔注意事項２〕
予防注射は、犬の体調が悪い等、健康でない場合は
受けられません。
平成30年度狂犬病予防注射はがきの問診票で１つ
でも「はい」に該当する場合等は、会場での予防注射
が受けられない場合があります。その場合は、最寄り
の動物病院で相談のうえ接種してください。

〔注意事項１〕
①犬が死亡、転入等により登録事項（所有者、所有者
住所、氏名、犬の所在地）を変更した場合は、犬の
所在地の市町村窓口に事前に届け出てください。

＜表 2 ＞手数料
区

分

新たに登録する場合

登録済の場合

犬の登録手数料（登録時のみ）

3,000 円

―――――

狂犬病予防注射済票交付手数料

550 円

550 円

2,950 円

2,950 円

6,500 円

3,500 円

狂犬病予防注射手数料（集合注射会場で受ける場合）
合

計

※印旛地域獣医師会では、地元または近隣の会員病院を待機病院に指定し、注射後の体調不良に備えるなど、万全の
体制で集合狂犬病予防注射に臨んでいます。犬が注射後に体調を崩した場合は、待機病院を紹介しますので、経済環
境課へお問い合せください。

動物病院で接種した場合は
集合狂犬病予防注射会場で受けられない場合は、６月末日までに個別に動物病院で接種
し、
「狂犬病予防注射済証」と手数料を経済環境課まで持参し、注射済票の交付手続きをし
てください。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２・３４４
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平成30年４月

家庭からの食用油を回収します！

町ではごみの減量化・資源化・環境保全を推進する
ため、これまで可燃ごみとして回収していた植物性の
廃食油（使用済みや消費期限切れの古い食用油）を、
平成30年４月から資源物として回収します。
■回収場所 役場敷地内の車庫前
■回収日 毎月４回目の水曜日（４月は25日）
■受付時間 ９時～12時、13時～15時
■回収できない油 エンジンオイルなどの機械油、動

物性の油、ラー油など油以外が混ざった油、マーガリ
ンなど固まった油、飲食店などの事業所から出る油
■出し方 使用済みの油は、冷ましてから天かすなど
を取り除き、よくすすいで水を切ったペットボトルに
入れ、ネジ式キャップをしっかり閉めて出してくださ
い。未使用の油は開けずにそのまま出してください。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２・３４４

一般家庭ごみを酒々井リサイクル文化センターへ自己搬入できます
■受付日時 月曜日～金曜日（祝日および年末年始を
除く）８時30分～11時30分、13時～16時30分
■処理手数料 10㎏／350円
※10㎏未満でも350円の処理基本手数料がかかりま
す。また、町指定袋を使用して分別したごみを搬入し
た場合でも処理手数料がかかりますのでご注意くださ
い。

一般家庭から出たごみや粗大ごみは、個人で酒々井
リサイクル文化センターへ直接搬入することができま
す。自己搬入する場合は、免許証等、酒々井町の住民
であることが確認できる書類を持参してください。
なお、搬入できないごみもありますので、ごみ収集
カレンダー等でご確認ください。

一般家庭の粗大ごみ休日搬入

＜表 1 ＞粗大ごみ休日受入日
月
受入日
月

通常の自己搬入受入日のほか、
一般家庭の粗大ごみには、
〈表１〉のとおり
毎月第２土曜日および翌日曜日の２日間に
限り、受け入れを行っています。

受入日

４月 14 日㈯、15 日㈰ 10 月 13 日㈯、14 日㈰
５月 12 日㈯、13 日㈰ 11 月 10 日㈯、11 日㈰
６月

８時30分～11時30分
13時～16時30分
問い合わせ 佐倉市、酒々井町清掃組合（酒々井リサ
イクル文化センター）☎（４９６）７５１１、経済環
境課環境対策室☎ ３４２・３４４
■搬入受付時間

９日㈯、10 日㈰ 12 月 ８日㈯、 ９日㈰

７月 14 日㈯、15 日㈰

１月 12 日㈯、13 日㈰

８月 11 日㈯、12 日㈰

２月 ９日㈯、10 日㈰

９月

３月 ９日㈯、10 日㈰

８日㈯、９ 日㈰

町は「事業系ごみ」を収集しません！事業所等は適正な処理に努めてください
飲食店や店舗、事務所などの事業活動に伴って発生した事業系ごみは、量の多少にかかわらず近くのごみ集積
所には出せません。法を順守し、適正な処理に努めてください。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２・３４４

住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金
家庭における地球温暖化対策の推進を図るため、住宅用省エネルギー設備を設置する方に、設置費用の一部を補
助します。〈表２〉参照

補助の対象条件

せんので、工期の設定等にご注意ください。
※申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ 経済環境課環境対策室☎ ３４２・３４４

４月１日以降、新たに省エネルギー設備を設置する
もので、平成31年３月11日㈪までに実績報告書を提
出できる方。
※太陽光発電システムを設置する場合は、次のいずれ
かの設備が設置されていること。
①エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
②定置用リチウムイオン蓄電システム
※この補助は予算が無くなり次第終了となりますの
で、申請前に経済環境課へご確認ください。
※補助金の交付決定前に着工したものは対象となりま

H30. 4. 1

＜表 2 ＞補助対象の設備と補助金額
設備の種類
太陽光発電システム

１kw あたり３万円
既築上限 15 万
新築上限６万円

家庭用燃料電池（エネファーム）
定置用リチウムイオン蓄電池
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補助金額

16 万円
20 万円

木造住宅の耐震診断費・耐震改修工事費・耐震シェルター等
整備費・住宅リフォーム工事費の一部を補助します
町では、地震による建築物の倒壊から町民の大切な生命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断および耐震改修工
事費の補助や震災時、特に避難弱者となる高齢者の方や障害者の方に対し、木造住宅耐震シェルター等整備費の補助
を行います。また、生活環境の向上および町内産業の活性化を目的とした住宅リフォーム工事費の補助も行います。
問い合わせ まちづくり課計画整備班☎ １５６
■耐震診断費の補助
昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築、着工
された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を予算
の範囲内で補助します。
【申請受付】４月16日㈪～12月28日㈮
■耐震改修工事費の補助
昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築、着工
された木造住宅で、耐震診断により耐震性が低いとさ
れた場合に耐震改修工事費に要する費用の一部を予算
の範囲内で補助します。耐震改修工事費とは、耐震改
修設計費、耐震改修工事費、耐震改修工事監理費をい
います。どれか一つでも欠けると補助金を受けること
はできません。
耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事につ
いては、補助金の対象外となります。ただし、町住宅
リフォーム補助金の要件を満たす工事は、住宅リフォ
ーム補助金をあわせて受けることができる場合があり
ますので、事前にご相談ください。
【申請受付】４月16日㈪～12月28日㈮
■耐震シェルター等整備の補助
昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築、着工
された木造住宅への耐震シェルター・防災ベッド（※
一戸につきいずれか一台）の設置に要する費用を予算
の範囲内で補助します。
※耐震シェルター、防災ベッドの整備費補助について
は、当該年度の末日に満65歳以上の方、または障害
者の方が居住している世帯が対象となります。
【申請受付】４月16日㈪～１月31日㈭
■住宅リフォーム工事費の補助
住宅のリフォーム工事を行う場合に町がその費用の
一部を予算の範囲内で助成する制度です。
【申請受付】４月16日㈪～12月28日㈮
※応募者多数の場合は抽選となります。
※必ず工事の契約、着工前にまちづくり課まで相談の
うえ、申請手続きを行ってください。
【対象となる工事】
①金額が20万円以上の工事
②町内に本社・本店のある法人や住所のある個人事業
主が行う工事
③町で実施している他の制度で住宅改修等の補助や給
付を受けていない工事
④過去に住宅リフォーム補助を受けていない住宅

補助事業

補助率
（千円未満切捨て）

補助上限額

木造住宅
耐震診断費

３分の２

７万円

補助事業

補助率
（千円未満切捨て）

補助上限額

３分の２

４万円

３分の１

40 万円

３分の２

６万円

木造住宅
耐震改修設計費
木造住宅
耐震改修工事費
木造住宅耐震
改修工事監理費

耐震改修工事には
最高50万円を補助します

補助事業

補助率
補助上限額
（千円未満切捨て）

木造住宅耐震
シェルター
整備費

全額

50 万円

木造住宅
耐震防災
ベッド整備費

全額

20 万円

耐震シェルター

防災ベッド

【補助金額】 住宅リフォーム工事に要する費用の10
分の１（上限10万円 1000円未満切り捨て）
、雨水
抑制施設を設置する場合は、２万円を追加します。

住宅リフォーム工事
には最高10万円を
補助します

共通事項
対

象

 酒々井町の住民基本台帳に記録されている方 ②町税等を滞納していない方 ③賃貸等で所有者の同意
①
が得られている方 ※補助金交付決定前に工事を行った場合は、補助金を受けることができません。
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人間ドック費用の ７割 を助成
国民健康保険・後期高齢者医療保険

して町と契約している<表１>の医療機関となります。
希望の医療機関に直接予約を入れたうえで、健康福祉
課国保年金班で助成の申請をして、利用承認書の交付
を受けてください。
健診当日は、保険証と利用承認書を持参していただ
くことで<表１>の自己負担額で受診できます。
問い合わせ 健康福祉課国保年金班☎ １２４

町では病気の早期発見・早期治療に役立てるよう人
間ドック費用の７割を助成しています。
■助成の対象 35歳以上の国民健康保険に継続して
加入している方および後期高齢者医療保険に加入して
いる方で、納期到来分までの保険税（料）が納められ
ている方。
■受診の方法 助成の対象となる医療機関は、原則と

＜表 1 ＞医療機関
成田赤十字病院
☎ 0476（22）
2311

聖隷佐倉市民病院 成田富里徳洲会病院
八街総合病院
☎ 043（443） ☎ 043（486） ☎ 0476（85）
0006
7311
5313

佐倉厚生園
☎ 043（484）
2161

１日
１泊２日
通院２日

費用額

44,064
（71,064）
円 41,040
（65,880）円

45,360円

42,120（79,920）円 43,200（71,820）
円

国 保
負担額
自 己
負担額

30,845
（49,745）
円 28,728
（46,116）円

31,752円

29,484（55,944）円 30,240（50,274）
円

13,219
（21,319）
円 12,312
（19,764）円

13,608円

12,636（23,976）円 12,960（21,546）
円

費用額

64,584
（91,584）
円 60,480
（85,320）円

国 保
負担額
自 己
負担額

45,209
（64,109）
円 42,336
（59,724）円

費用額

57,024
（84,024）
円 49,680
（74,520）円

国 補
負担額
自 己
負担額

39,917
（58,817）
円 34,776
（52,164）円

）内は脳ドックとのセット料金です。

※金額については、変更になる場合がありますので、

19,375
（27,475）
円 18,144
（25,596）円

ご了承ください。

17,107
（25,207）
円 14,904
（22,356）円
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日以内に

険税を納めなければなりませ

国民健康保険
異動による届け出は

ん。

た場合でも、さかのぼって保

は、加入者が保険税を出し合

国民健康保険（以下「国保」）

って医療費などを補う助け合

離脱の届け出が遅れると

国保資格がなくなったあと

いの制度です。

と違い、加入するときも離脱

で国保の保険証を使って受け

また、職場の健康保険など

するときも届け出が必要で

た医療費については後で返金
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いただくことになります。

本人が確認できるも
保険証の紛失、盗難、
の
（免許証など）
、
マイ
破損
ナンバー

日以内

保険証、
学生証、
マイ
ナンバー

す。異動があったら

就学のため、別に
住所を定めるとき

14

また、新たに社会保険等に

その他

住所、世帯主、氏名
保険証
などが変わったとき

に届け出をしてください。︿表

保険証、
喪主の口座番
号
（葬祭費支給用）
、
マ
イナンバー

加入した場合、職場では国保

死亡したとき

２﹀

国保と職場の両方の
保険証、
マイナンバー

を離脱する手続きは行いませ

職場の健康保険に
加入したとき

加入の届け出が遅れると

保険証

国保をやめる

転出するとき

んので、ご本人で国保の資格

子どもが生まれたとき 母子手帳

保険税は、加入の届け出を

資格喪失連絡票、
マイナンバー

喪失届出の手続きをお願いし

職場の健康保険を
やめたとき

した日からではなく、加入資

他市区町村からの転
出証明書

国保に加入

転入してきたとき

ます。

届け出に必要なもの

格を得た月の分から納めるこ

こんなとき

とになります。届け出が遅れ

＜表 2 ＞国民健康保険と届け出

H30. 4. 1

※（

本大会
２年連続優勝

酒々井町長杯少年サッカー大会

酒々井フットボールクラブ

勝敗を決めることになりました。

３月４日、第28回酒々井町長杯少年サッカー大会が

ＰＫ戦では、成田ＦＣの７人目の選手が外したのに対

町総合公園球技場で開かれ、町内外から16チームが参

し、酒々井ＦＣの選手はしっかりとゴールを決め、７対

加し、トーナメント方式で行われました。

６で本大会２年連続となる優勝を飾りました。

酒々井フットボールグラブ（以下、「酒々井ＦＣ」）

なお、個人賞は次のとおりです。

は１回戦、２回戦と勝ち上がり、準決勝で村上ＦＣを２
対０で下し、４年連続で決勝に進みました。

優秀選手賞

守にわたり決勝戦にふさわしい戦いを繰り広げ、前半・

問い合わせ

ほりこし

堀越

決勝戦は成田ＦＣ（成田市）と対戦。両チームとも攻

後半、延長戦でも決着（0対０）がつかずに、ＰＫ戦で

わたる

航

５３３４

ＰＫ戦を制して優勝を喜ぶ酒々井ＦＣの選手たち

（酒々井ＦＣの選手のみ掲載

敬称略）

生涯学習課スポーツ振興班☎（４９６）

２年連続の優勝をした酒々井ＦＣの選手とコーチ

本佐倉城が選定された
「続日本100名城」スタンプラリー開始！
４月６日㈮（城の日）、「続日本100名城」スタンプ
ラリーが開始されます！「続日本100名城」には、優れ
た文化財、史跡であること、著名な歴史の舞台であるこ
と、時代、地域の代表であること等の公益財団法人日本
城郭協会による厳しい選定基準をクリアした、本佐倉城
も選ばれています。
これを機会にお城めぐりをしてみてはいかがですか？
参加方法等、詳しくは同協会HP（http://jokaku.jp/）
をご参照ください。
※本佐倉城のスタンプは４月６日㈮から中央公民館ロ
ビーの本佐倉城跡展示コーナーに設置します。
※続日本100名城公式ガイドブック・スタンプ帳は中
央公民館では販売しておりませんので事前にご用意
ください。
問い合わせ

生涯学習課文化財班☎（４９６）５３３４

水田の中に浮かぶ本佐倉城跡

14

文芸コーナー

か ね こ

金子
若き日の時の流れは蛇行して年を経し今一直線に

やさ ぐ

家愚れて寒き安宿に幼な日のあかぎれの手思いおりたり

術のなき病にありし友の手はゼリー状の水もて遊びおり

いと

ハイタッチを全身にてなす幼子のひろげし両手ぬくもり愛し

ふうーっと息を入れれば紙ふうせん四角く富山の常備薬の名

短歌

近藤

竹下

松尾

増田

教子

康子

光春

冴子

横山真知子

（家族から一言）
元気に育ってね！

No264

フィギュアスケート競技
酒々井町
よしおか
しいか
スポーツ表彰を受賞 吉岡 詩果さん

３月６日、役場議場において、酒々井町
スポーツ表彰の表彰式が行われました。
今回表彰を受けた吉岡さん（酒々井中学
校３年生）は、第73回国民体育大会冬季大
会スケート競技会で第５位、全国中学校体
育大会第38回全国中学校スケート大会で第
４位と、フィギュアスケート競技において
優秀な成績を収められたことにより受賞さ
れました。
今後の目標について吉岡さんは「国際大
会に多く出場できるように頑張りたい」と
話してくれました。
問い合わせ 総務課政策秘書室☎ ２０４

小坂町長から賞状を受け取る（右）吉岡さん

桜あふれる歴史の町酒々井を目指して

陽の恵み受け階の梅真白

陸羽線長き氷柱の駅ばかり

凍土の解くる事なき一日かな

荒

丸山

鈴木

梅澤

緑酔

遊琴

波葉

裕子

無住寺の庭暖かし草青む

利美

榎

俳句

梅林を園児の列のひとしきり

H30. 4. 1

と も よ

知世 ちゃん

桜project team・しすいの集合写真

２月26日に桜の植樹を通じて魅力あふ
れる町づくりを進めようと、町のサーク
ル団体「桜project team・しすい」が、酒々
井プレミム・アウトレット近くの町有地
に、大室台小学校の子どもたちと一緒に
桜の苗木を植えました。

善意
ありがとう

昨年に引き続き３度目の植樹となった
当日はまだ寒さの残る中でしたが、子ど
もたちの元気な笑顔とパワーでにぎやか
で楽しいひと時となりました。
桜は花見ができるほどになるには10年
の月日がかかると言われていますが、見
事な花を咲かせる頃には子どもたちも大
きく成長し、家族や友人と共に美しい花
の下、楽しい時間を過ごしてくれること
でしょう。
今後も酒々井町の春の風物詩として子
どもたちと桜の植樹を継続していく予定
です。
問い合わせ 「桜project team・しすい」
森山☎０８０（６５５１）８５５２

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）・
（故）藤﨑光男 １０万円 ・白ゆり会（母子寡婦福
祉会）１万１千６百円 ・越川園芸 １千５百円
・匿名１万円 ・匿名２千円 ・匿名１千円 ・匿名１千円
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ちびっこ
あつまれ〜

親子ふれあい教室

釣りキング決定！

青少年相談員事業

第4回青少年相談員釣り大会

（リンリンクラブ）

時間内に鯉を釣った数を競う大会です。初心者でも参

親子でふれあう時間を隣保館で過ごしてみませんか。
手遊び・工作・体験遊び・自然と触れ合うなど毎月第
３木曜日に開催します。（８月休会）
第１回目 ５月17日㈭ 10時～12時
会 場 隣保館
対 象 未就園児と保護者の方
定 員 10組
持ち物 筆記用具
参加費 １組１回200円（材料費等）当日集金します。
講 師 莇 みどりさん
申込方法 ４月２日㈪ ９時から隣保館へ電話でお申し
込みください。先着順に受け付けます。
申し込み・問い合わせ 隣保館☎( ４９６) １１０７
※定員に満たない場合は随時参加を受け付けます。

加できます。
日

時

４月15日㈰

９時30分～12時

会

場

谷養魚場（成田市下方１３７９）

対

象

小学４年生～中学３年生（保護者同伴可）

定

員

25人（申し込み先着順）

参加費

500円（道具代込み）

持ち物

タオル
４月６日㈮

申込締切

申し込み・問い合わせ

※定員になり次第、締め切り
生涯学習課社会教育班

☎（４

９６）５３３４

しすい・ハーブガーデン開園

群馬県長野原町児童交流事業

春の訪れとともに、しすい・ハーブガーデンが開園し
ます。園内散策はもちろん、ハーブの香りを感じながら
くつろげる喫茶コーナーなどもあります。
また、５月19日㈯には「ハーブガーデンまつり」の
開催を予定しています。ぜひご来場ください。
開園期間 ４月１日㈰～11月末まで ※月曜日定休日
開園時間 10時～16時
問い合わせ しすい・ハーブガーデン☎（４９６）４９
０９ 酒々井コミュニティプラザ☎（４９６）４４６１

酒々井町と同じ日本一古い歴史のある町の群馬県長野
原町の大自然の中で児童交流キャンプを実施します。
テント張りやキャンプファイヤー、星空観察、軽登山
などの体験活動、八ツ場ダムの見学などを行います。
日 程 ７月24日㈫～25日㈬
場 所 群馬県長野原町
対 象 町内在住の小学５年生
参加費 5,000円
※詳細や参加者の募集は改めてお知らせします。
問い合わせ 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３
４

春季町民卓球大会
日 時 ５月13日㈰ 受け付けは８時30分～８時45分
会 場 酒々井小学校体育館
【競技種目】
団体戦 一般参加者全員による抽選でチームを編成しま
す。
個人戦 一般男子シングルス、一般女子シングルス、中
学生男子シングルス、中学生女子シングルス、小学生シ
ングルス、混合ダブルス
対 象 町内在住・在勤者
参加費 大人300円
※当日集金します。
※小学生、中学生は無料です。
※昼食を持参してください。
申込方法 当日会場でお申し込みください。
問い合わせ 町体育協会卓球専門部 佐藤☎（４９６）
４１３１
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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
URL

＠shisui_town

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://help.twitter.com/jp
問い合わせ

企画財政課広報広聴班☎ ２２３

問い合わせ

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０

子宮頸がん・乳がん検診
申込方法 必要事項(住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号、
申込検診名)を記入し、次の方法でお申し込みください。
①ハガキ（４月27日㈮着）、②Ｅメール、③直接保健センタ
ー窓口、④電話、⑤ＦＡＸ
検診費用
子宮頸がん検診 500円
乳がん検診(マンモグラフィ) 1,000円
乳がん検診(エコー) 1,000円
※検診当日にお支払いいただきます。
検診費用が無料になる方
次に該当する方は、検診費用が無料となります。
①75歳以上（昭和18年12月31日以前生まれ）の方（手続き
は不要です。）
②生活保護世帯の方（検診当日、生活保護受給証明書をお持
ち下さい。）
③町民税非課税世帯の方（該当する方は、６月８日㈮までに
保健センター窓口にて手続きが必要です。）
注意事項
①当日の申し込みはできません。
②一日に検診のできる人数に限りがありますので、希望日に
ならないこともあります。
③５月中旬に受診票を送付します。
申し込み・問い合わせ 保健センター 〒２８５−８５１０
酒々井町中央台４−１０－１ ☎（４９６）００９０
（４９６）８４５３
kenkou＠town.shisui.chiba.jp
下のＱＲコードでＥメールアドレスが読み込めます。

子宮頸がんと乳がん検診の申し込みを受け付けておりま
す。ぜひ、お申し込みください。
検診日程 ＜表１＞のとおり
※検診日は指定させていただきます。なお、都合の悪い場合
は変更できますので、受診票が届き次第ご連絡ください。

＜表 1 ＞子宮頸がん、乳がん検診日程
日 程
検診の種類
６月22日㈮

子宮頸がん・乳がん（マンモグラフィ）

６月25日㈪

子宮頸がん・乳がん（マンモグラフィ）

６月27日㈬

乳がん（マンモグラフィ）

６月28日㈭

乳がん（マンモグラフィ・エコー）

６月29日㈮

乳がん（マンモグラフィ・エコー）

７月 ４日㈬

乳がん（エコー）

７月 ５日㈭

子宮頸がん・乳がん（マンモグラフィ）

申し込みの必要な方
①検診を初めて受ける方
②昨年受けていない方※子宮頸がん検診については、２年間
受けていない方
受付時間
子宮頸がん検診 ９時～11時、12時45分～14時
乳がん検診 ８時45分～11時、12時45分～14時
対象年齢
子宮頸がん検診
◎20歳以上の奇数歳の女性
※昨年度受けていない方は、偶数歳でも受診できます。
乳がん検診（マンモグラフィ）
◎40歳代の奇数歳・50歳以上の女性
乳がん検診（エコー）
◎40歳代の偶数歳・30歳代の女性
※平成29年度から、40歳代の乳がん検診は、マンモグラフ
ィとエコーの交互検診になります。
申込期間 ４月27日㈮

なぜ、40歳代にエコ―検査？
40歳代の場合、乳房の中にある乳腺
の濃度によって、マンモグラフィ検査で
は病変がわかりづらい人がいます。その
ため、マンモグラフィ検査とエコー検査
を交互に行うことが有効です。

はじめてみませんか？ノルディックウォーキング教室
ノルディックウォーキングは、ポールを使うことで全身の
筋肉をたくさん刺激するので、普通のウォーキングよりエネ
ルギー消費量が増加します。体力づくり、減量などにとても
効果的です。また、上半身もしっかり使うので、肩や首のコ
リの解消、肩甲骨の動きの改善にも効果的です。さらに、歩
行訓練やリハビリとして活用することもでき、「歩きの質」
を高めることができます。
教室では、インストラクターが正しいウォーキング方法を
指導します。
毎日のウォーキングに物足りなさを感じている方、興味の
ある方はぜひ気軽にご参加ください。
日 時 ５月８日㈫、22日㈫、６月５日㈫ 13時30分～15
時（受付時間13時10分～13時25分）
集合場所 保健センター
※実技は公園など、町内で行います。
※雨天決行（保健センターで行います。）
H30. 4. 1

内 容 ノルディックウォーキング
対 象 20歳以上の町民
持ち物 動きやすい服装、運動靴（室内および屋外用）、飲
み物、タオル、帽子、リュックサック等両手をふさがないバ
ック、ポール（お持ちの方）
定 員 25人(先着順)
参加費 無料
申込方法 電話または保健センターの窓口に直接お申し込み
ください。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※次の方は参加できません。
・最高血圧180㎜ Hg以上または、最低血圧100㎜ Hg以上の
方
・安静時の脈拍が110拍以上または、40拍以下の方
・体調不良の自覚症状のある方
申し込み・問い合わせ 保健センター
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高齢者のよい歯のコンクール

親と子のよい歯のコンクール

80歳以上で20本以上の歯を持っているということは、とても素晴らしい
ことです。よい歯のコンクールを行いますので、ふるってご参加ください。
対 象 平成30年４月１日現在、年齢が80歳以上で自分の歯(さし歯・かぶ
せた歯でもよい)が20本以上あり、町内在住の方(住民票のある方)。
参加費 無料
申込期間 ４月１日㈰〜４月27日㈮
申込方法 町内の医療機関〈表〉に電話で申し込み、審査を受けます。
※参加された方全員に記念品をお渡しいたします。
※このコンクールで町の代表に選ばれた方は、印旛郡市のコンクールに推薦
いたします。
問い合わせ 保健センター

＜表＞町内医療機関
医療機関名

梅村歯科医院
宮野歯科医院
アップル歯科クリニック
ひら歯科医院
すばる歯科医院
しすい駅前歯科医院
酒々井東デンタルクリニック

電話番号

（４９６）７７７４
０４７６
（２６）１１８８
（４９６）９６１１
（４８１）
７７０７
（４９７）
０６４８
（４９６）
４１２３
（４８１）
６８３０

65歳からの健康づくり講座
年を重ねるにつれ、体も変化してきます。毎日をいきいきと過ごすヒント
を学びましょう。
【楽しく脳トレーニングＡ】
頭と体を一緒に動かして、楽しく認知症を予防する方法を学びましょう。
日 程 ５月15日㈫、22日㈫、29日㈫ 全３回
時 間 10時～11時30分
会 場 保健センター
対 象 65歳以上の方
定 員 25人
持ち物 飲み物、上ぐつ、タオル、動きやすい服装
参加費 無料
講 師 看護師 室谷淑子さん
申込期限 ４月24日㈫
申込方法 保健センターに電話か直接窓口にお越しください。
※申込締め切り後に抽選し、参加の決定された方には通知をいたします。
※毎回血圧測定しますので、早めにお越しください。
※通院されている方は、一部参加できない講座もありますので、事前に保健
センターへ問い合わせください。
申し込み・問い合わせ 保健センター

不妊相談センター事業
不妊で悩んでいるご夫婦等に不妊に関する一般的な相談や不妊治療・不育
症に関する情報提供および医療面での相談を行います。
日 時 偶数月第２木曜日（４月12日㈭、６月14日㈭、８月９日㈭、10月
11日㈭、12月13日㈭、平成31年２月14日㈭）13時30分～16時※事前予約
制
会 場 印旛合同庁舎内印旛健康福祉センター（印旛保健所）２階健診室
参加費 無料
申し込み・問い合わせ 印旛健康福祉センター（印旛保健所）地域保健課
☎（４８３）１１３５
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歯の健診を兼ねてお気軽にご参加くださ
い。
日 時 ４ 月18日 ㈬ 14時30分 ～15時
30分 （受け付け 14時〜14時30分）
会 場 保健センター
内 容 歯科医師による審査、表彰
※参加者には参加賞があります。
※このコンクールで優秀賞となられた方
は、町の代表として、印旛郡市よい歯のコ
ンクールに推薦いたします。
対 象 平成29年４月から平成30年３月
までの間に３歳児健康診査を受けた方で、
むし歯のないきれいな歯を持つ子どもと保
護者 (保護者は、むし歯があっても治療済
みであれば参加できます。)
参加費 無料
申込期限 ４月13日㈮
申込方法 保健センターに電話か直接窓口
にお越しください。
申し込み・問い合わせ 保健センター

みんなでやろう
しすいハート体操教室
体も心も元気になるしすいハート体操が
できました。誰でも簡単にできます。しす
いハート体操を覚えてみんなで体操しまし
ょう。しすいハート体操の他、体や頭をほ
ぐす体操も行います。
日 程 ５ 月 ７ 日 ㈪、14日 ㈪、21日 ㈪、
28日㈪、６月４日㈪ 全５回
時 間 10時～11時30分
会 場 保健センター
対 象 20歳以上の方
定 員 25人
参加費 無料
持ち物 飲み物、上ぐつ、タオル、動きや
すい服装
講 師 日本体育協会スポーツプログラマ
ー 三橋好子さん
申込期限 ４月24日㈫まで
申込方法 保健センターに電話か直接窓口
にお越しください。
※申込締め切り後に抽選し、参加の決定さ
れた方には通知をいたします。
※毎回血圧測定しますので、早めにお越し
ください。
※通院されている方は、事前に保健センタ
ーへ問い合わせください。
申し込み・問い合わせ 保健センター

健康推進員と一緒に

ヘルシーウォーキング
＆汁物塩分測定

健康推進員協議会では皆さんの健康

増進と酒々井町の魅力を再発見するこ

とを目的に月１回、２時間程度のウォ

ーキングをしています。参加費や事前

４ 月 は 本 佐 倉 城 跡 方 面 を 歩 き ま す。

の申し込みは必要ありません。

５月以降の予定は「健康づくりカレン

９時から受け付

ダー」をご覧ください。

日㈪

また、ご希望の方に汁物塩分測定も

時 ４月

９時から受け付けし、健

保健センター
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実施します。

日

け

※雨天中止

集合場所

受け付け等

康 チ ェ ッ ク（ 血 圧 測 定 ） を 行 い ま す。

分より準備体操を開

20

自宅に血圧計がある方は測定してきて

ください。９時

以上または、最

歩きやすい靴・服装、飲み物、

始します。

持ち物

程度の汁物

30
cc

帽子、タオル、汁物塩分測定希望の方

は

以上の方

Hg

※次の場合は参加できません。

低血圧１００㎜

Hg

・最高血圧１８０㎜

拍以下の方

・安静時の脈拍が１１０拍以上または、

保健センター

・体調不良の自覚症状のある方

問い合わせ

40

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
※受け付けは、診療終了の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。

10日㈫

乳児相談

◎印旛市郡小児初期急病診療所（0 ～ 15歳まで）

内

容

時

間

10か月児
Ｈ29. 5月生

受付
10時〜11時

4か月児
Ｈ29. 11月生

受付
13時30分〜14時30分

ヘルシーウォーキング
受付
16日㈪ （雨天中止）
9時〜9時20分
汁物塩分測定

診療日時
診 療 日

診療時間

月曜日〜土曜日

19時〜翌日６時

17日㈫

日曜日・祝日
12月29日〜１月３日

９時〜 17時
19時〜翌日６時

１歳６か月児健康診査 受付
Ｈ28．8月、9月生
12時45分〜13時15分

18日㈬

親と子のよい歯の
コンクール

◎成田市急病診療所

2日㈪
9日㈪
健康相談・歯科健康相談 9時30分〜11時
16日㈪
23日㈪

成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受け付けは、診療終了の15分前までとなります。
診療科と診療日時
診療科目

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

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

29日、
30日

10時〜 17時

歯

科

科
科

1日㈰〜 高齢者のよい歯の
27日㈮ コンクール

診療時間

月曜日〜土曜日

内

委託医療機関で実施

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. 4. 1

受付
14時〜14時30分
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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

第1期

4月の

納付期限
5月1日㈫まで
納税には便利な口座振替を

相

談

名

日

時・会

場

予約・問い合わせ

5日㈭、19日㈭ 13時～16時
社会福祉協議会の窓口までお越しください。

心配ごと相談
法律相談

12日㈭、26日㈭ 13時～16時
社会福祉協議会の窓口までお越しください。

人権相談

10日㈫

13時～16時

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）

役場西庁舎２階第1会議室

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

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） 10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保健福祉課
☎（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

3日㈫ 10時～15時
役場中央庁舎１階会議室
17日㈫ 10時～15時

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。

少年野球

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

酒々井ジャガーズ

体力の向上により、どこよりも野球
が上手くなる元気な子どもの育成を目
標としています。
日時 毎週土曜日・日曜日および祝日
８時３０分～１７時
会場 酒々井小学校グラウンド
対象 町内外の小学生の男女
月会費 ５００円（入会金なし）
※試合用ユニフォーム貸与
申込方法 活動場所で直接お申し込み
ください。
問い合わせ 木村☎( ４９６) ０２０５

少年野球

酒々井ビッグアローズ

「あいさつ・思いやり・感謝の心」
など精神教育を中心に野球を指導して
います。
日時 毎週土曜日・日曜日 ９時～
１６時
会場 中央台公共用地
対象 町内の小学校５年生以下、幼稚
園児の男女

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

年会費 ３年生以上１２，０００円、
１・２年生５，０００円、幼稚園児２，
０００円（入会金なし）
※ユニフォーム貸与、保険はチームで
加入
申込方法 活動場所で直接お申し込み
ください。
問い合わせ 露﨑☎０９０（５５６１）
４７９５ 根本☎（４９７）１５３５

少年サッカー

酒々井ＦＣ

日時 毎週土曜日・日曜日 ９時～
１２時
会場 大室台小学校グラウンド
対象 小学生の男女
会費 入会金１，０００円、月会費１
～３年生１，０００円・４～６年生１，
５００円 ※保険代は別途年間８００
円
申込方法 活動場所で直接お申し込み
ください。
問い合わせ 青木☎０９０（４７２９）
１３８８ 工藤☎０９０（２５４３）
７５９３
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３４６

１２１・１２２

【体験入部】
日時 ４月１４日㈯・１５日㈰ １０
時～１２時 ※雨天中止
会場 大室台小学校グラウンド
※飲み物持参のうえ、動きやすい服装、
運動靴、帽子を着用してください。

「しすい民謡会」
会員募集
一緒に民謡を唄って楽しむ仲間を募
集しています。民謡は日本の伝統文化
であり心のふるさとです。経験、未経
験は全く問いません。興味をお持ちの
方は、ぜひ一度見学にお越しください。
日時 毎月第１・２・３木曜日 １３
時～１６時
会場 中央公民館 工芸室（毎月第１・
３木曜日）視聴覚室（毎月第２木曜日）
問い合わせ 「しすい民謡会」 鮎川☎
（４９６）１０３９

朝市 夕市

インフォメーション
催し・講座
出かけてみませんか！

上岩橋の獅子舞

五穀豊穣を祈願して、地区の鎮守の
駒形、菊賀、大鷲の三神社と区長宅で
演舞が奉納される上岩橋の獅子舞が４
月８日㈰に行われます。
この獅子舞は、江戸時代中頃から伝
承され、町の無形民俗文化財にも指定
されています。皆さんも、この伝統的
な舞をご覧に足を運んでみませんか。
〈巡回場所・予定時刻〉
・駒形神社９時・菊賀神社１１時
・大鷲神社１４時３０分
※時間はおおよその目安です。

問い合わせ 生涯学習課文化財班☎
（４９６）５３３４

第20回『酒々井お花見寄席』
笑わせます！楽しませます！寿命を
延ばします！酒々井町の素人芸人集団
「五色豆」の２０回記念講演、ご期待
ください。
日時 ４月２１日㈯ 開場１３時、
開演１３時３０分～１６時３０分
会場 プリミエール酒々井文化ホール
参加費 無料
主催 五色豆
問い合わせ 山岸文雄☎０９０（１６
９４）３８０２ 住民協働課活動推進
班☎ ３６１

エアポートマーケット空市
成田空港周辺市町特産品などの販
売、無料ゲームコーナー「子ども横丁」
や豪華賞品が当たる抽選会を実施しま
す。
日時 ４月２２日㈰ １０時～１５時
会場 成田国際空港第２旅客ターミナ
ルビル前中央広場
https://www.naa.jp/
H30. 4. 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）

＊２１日㈯は、同会場にて千葉県商工
会主催により、地域の特産品などが販
売されます。
問い合わせ ２１日㈯成田国際空港㈱
地域共生部☎０４７６（３４）５１６
５、２２日㈰空市実行委員会事務局
☎０４７６（３４）６３９３
朝市 夕市 朝

お 知 ら木曜市
せ
平成30年度中央公民館
利用登録４月８日㈰まで

協会けんぽから保険料率について

平成３０年度の協会けんぽ千葉支部
の健康保険料率については、平成２９
年度と同率の９．８９％に据え置きと
なります。介護保険料率（全国一律）
については、現状の１．６５％から１．
市＝役場駐車場（6時40分〜）
５７％に引き下げとなります。（平成
夕 市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）
３０年３月分（４月納付分）から変更）
問い合わせ 協会けんぽ千葉支部 保
木曜市＝東酒々井直売所（10時〜正午）
険料☎０４３（３０８）０５２２

中央公民館を利用する場合は、事前
に登録が必要です。
今年度、利用を希望する団体は４月
８日㈰までに中央公民館に登録書を提
出してください。
また、登録は年度で切り替えとなり
ますので、昨年度に利用していた団体
も新たに登録申請が必要となります。
※登録に必要な書類は、中央公民館で
配布しています。
※利用希望日が重複した場合には、希
望に添えない場合があります。
申し込み・問い合わせ 中央公民館
☎( ４９６) ５３２１

国税専門官募集
国税専門官は、国税局や税務署にお
いて、税務の専門知識を駆使し、適正
な課税を維持し、租税収入を確保する
ための事務を行います。
試験日 第1次試験 ６月１０日㈰
第２次試験 ７月１１日㈬～７月１９
日㈭の内指定する日時
受付期限 ４月１１日㈬【受信有効】
受験資格 ①昭和６３年４月２日～平
成９年４月１日生まれの者、②平成９
年４月２日以降生まれの者で次に掲げ
る者
（イ）大学を卒業した者および平成３１
年３月までに大学を卒業する見込みの
者
（ロ）人事院が（イ）に掲げる者と同等の
資格があると認める者
申込方法 原則インターネット申し込み
※人事院ホームページ申し込み専用
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
問い合わせ 成田税務署総務課☎０４
７６（２８）５１５１ ３１２
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市＝役場駐車場（6時30分〜）
市＝上野作歩道橋東酒々井側（15時〜）

募
スクエアダンス

集
新会員募集

スクエアダンスはアメリカ生まれの
歩くだけのダンスです。８人が四角形
（スクエア）を作り、手を取り合って
軽快な音楽に合わせて歩くだけ。難し
いステップや激しい動作はありませ
ん。健康の為に軽い運動をしたいと考
えている方、定年を迎えられた方、こ
れからの人生を楽しく過ごしたいと
思っている方、ぜひご参加ください。
日時 第２・３・４水曜日 １５時
３０分～１７時３０分
会場 中央公民館
会費 月額１，
０００円
無料体験会 ４月１８日㈬ ２５日㈬
１５時３０分～１７時３０分
※動きやすい服装で、上履き持参
プ ラ ム アンド ユウ
問い合わせ P L U M & Uスクエアダ
ンスサークル高山☎（４９６）２７８
８ 根本☎（４９６）８３７８

酒々井剣道教室
（体験・見学会）
体験・見学会を行いますので、ぜひ
活動場所にお越しください。
日時 ４月中の土曜日・日曜日 ９時
～１０時３０分
会場 大室台小学校体育館
対象 町内の小学生男女
持ち物 運動に適した服装、タオル、
飲み物
※入会者は、５月５日㈯より稽古開始
（９時～１２時）となります。一般の
参加も可能です。
問い合わせ 坂口☎（４９６）０２１
４ 小早稲☎（４９６）３３６１

◆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

世田谷区次大夫堀公園民家園で野鍛冶を実演する
稲坂徳太郎さん︵中央︶

広報ニュー
しすい

「千葉工匠具」が国の伝統的工芸品に指定
「佐倉鍛造刃物」を紹介します！

◆ 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３月１日現在※（ ）内は前月比
人口 20,921人（＋45）男 10,375（＋34）女 10,546（＋11）
※ＣＤに録音した「声の広報」は、社会福祉協議会
世帯数 9,711 （＋46）
☎（496）6635

平成 29 年 11 月に「千葉工匠具」が国の伝統的工芸
品に指定されました。千葉工匠具とは、千葉県の鍛冶職
人が伝統的な技法で製作する鎌や鋤、包丁、洋はさみな
どの刃物・手道具類です。
用具は、江戸時代の利根川東遷事業や印旛沼干拓、
酪農などで使われ、それに伴い鍛冶職人が技術を発展さ
せました。なかでも「佐倉鍛造刃物」は、日本古来の総
火造り技法で製作された刃物です。
現在も酒々井町本佐倉の稲坂徳太郎さんによって同
技法が受け継がれています。稲坂さんは寛永年間から約
400 年続く野鍛冶の 18 代目であり、第５４回全国植樹
祭で天皇皇后両陛下が苗木のお手植えの際に使用した鍬
の製作、房総のむらにおける鎌や小刀造りの体験指導者
として活躍されています。
千葉県の伝統的工芸品が国の指定を受けるのは、平成
15 年の「房州のうちわ」に次ぐ２例目です。
問い合わせ 生涯学習課文化財班☎（４９６）５３３４

子育て支援活用カレンダー 4月
しすい「あいあいルーム」
日
時
２日㈪ 10時30分
10日㈫ 11時

内

容

しょうえん「こども こそだてルーム」

16日㈪

10時30分

24日㈫

10時10分

4月のプリミエール酒々井
図書館

読み聞かせ（関口さん）
ふれあい遊び
作って遊ぼう
16日㈪ 11時
（なかよしお散歩バッグ）
子育て相談：保健師講話
19日㈭ 11時
(保健センター）
20日㈮ 11時
わらべうた
23日㈪ 10時30分 折り紙の会
ジーバーズ
24日㈫ 10時30分 (酒々井の昔話・フラワーアレンジ
メント）※参加費200円
26日㈭ 11時
誕生会
会場 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
13日㈮ 10時10分

佐倉鍛造刃物（鍬）

内
容
はじめて見学会
作ってあそぼう！
（こいのぼり製作）
保育士講話
『いやいや期の対応策』

おはなし会
わらべうたの会

14日㈯10時30分～
22日㈰15時～
12日㈭10時30分～

休館日

文化ホール ２、９、16、23日
図書館
２、９、16、19、23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

休日窓口開庁日
29日㈰ 8:30 ～ 12:00

【税務住民課】

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）

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

23日㈪・24日㈫・
子育てリサイクルデー
25日㈬・26日㈭・
（中古の玩具衣類等）
27日㈮ 10時～ 14時

会場・問い合わせ 昭苑こども園 ☎（３１２）４７９７
※10日㈫・17日㈫の10時～ 11時に園庭開放あり

4月の岩橋保育園・中央保育園の
園庭開放の予定はありません。
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ＱＲコードから
「マチイロ」専用
アプリをダウンロード

