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市の人口…109,161人
男…54,132人　女…55,029人
（令和4年9月1日現在）

本号から「広報いんざい」の
デザインをリニューアル

・全ページフルカラーで、検索性、視認性を高め、写真からの情報もより伝わりやすく。
・本文はウェブ上でも読みやすい横書きを基本とし、左開きの紙面に。ポイント

コスモスコスモス、、秋秋風風秋風秋秋風秋風ににゆらりゆらり
 コスモスが咲き、秋の訪れを知らせます。

 一面に広がるコスモスの美しい景色はまさに圧巻。

 市内各所で秋の深まりを感じてみませんか。

コスモス、秋風にゆらり

いんざい
コスモスマップ

11月中旬まで
開花時期

川の停車場第2発着所
六軒大橋付近

竹袋調整池
総合福祉センター東側
※花摘みが開始されている
場合あり

牧の原公園

県立北総花の丘公園

牧の原公園

▲キバナコスモスも咲いています
開花情報は
こちら
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時日時　場場所　内内容　対対象　定定員　 参加費（記載のないものは無料）　他その他　申申し込み　問問い合わせ　 ホームページ　 メールアドレス　 ファクス
※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時～
■広報いんざいに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

　市では、「公共施設整備基本方針」および「空き地の雑草等の除去に
関する条例」の策定を進めています。
　このたび、案がまとまりましたので、市民意見公募（パブリックコ
メント）を実施します。
【共通事項】
◎ 閲覧場所…各担当課、行政資料コーナー、各支所・出張所・公民館・
図書館、市ホームページ
対市内在住・在勤・在学の人および市内に事務所または事業所を有す
る法人その他の団体
申閲覧期間中（消印有効）に、意見書（任意様式可）に住所、氏名、電話
番号を記入し、各担当課へ（閲覧場所の意見箱へ投函可）
※必要事項が未記入の物は無効。口頭による意見や個別回答不可。応
募に要する諸費用は本人負担

 公共施設整備基本方針（案） 
　本基本方針は、市全域の公共施設の配置を含めた整備の考え方を示
すものです。
時10月1日㈯～31日㈪
問企画政策課企画係☎33-4414 42-7242 kikakuka@city.inzai.
chiba.jp
 空き地の雑草等の除去に関する条例（案） 
　本条例は、空き地の雑草繁茂により、良好な生活環境を保持できな
い土地の管理者へ行政指導などを行い、市民の生活環境を保全するこ
とを目的としたものです。
時10月1日㈯～14日㈮
問環境保全課指導係☎33-4495 42-5339 kankyouka@city.inzai.
chiba.jp

皆さんの意見を募集

10月1日㈯から北総線運賃値下げ

北総線沿線活性化トレインも運行中!

　10月1日㈯から、北総鉄道㈱では運賃値下げを実施します。
　特に通学定期運賃については、これまでと比較し、約3分の1の運賃となるこ
とから、多くの皆さんに利用しやすい運賃体系となりました。

　今回の大幅な運賃値下げをきっかけに、さらなる沿線地
域の知名度向上と活性化を図るため、北総線沿線地域活性
化協議会（印西市、市川市、船橋市、松戸市、鎌ケ谷市、白
井市、千葉県、北総鉄道㈱）では、去る8月31日から、8両
編成の北総線車両の外側に広告をラッピングし、地域の魅
力を発信する「沿線活性化トレイン」を運行しています。
　また、市では、沿線活性
化トレインの1・4・7両目
に、本市の車内広告も掲載
し、利用促進のPRをして
います。
　この取り組みは、多くの
人が沿線に住み、電車を利
用し、さらに便利な北総線となることを目指すものです。
問交通政策課交通政策係☎33-4415

駅名 旧運賃 新運賃
(10月1日～) 値下げ額

千葉ニュータウン中央駅⇔京成高砂駅 14,350 4,850 ▲ 9,500
千葉ニュータウン中央駅⇔新鎌ヶ谷駅 10,760 3,640 ▲ 7,120
印西牧の原駅⇔京成高砂駅 14,990 4,990 ▲ 10,000
印西牧の原駅⇔新鎌ヶ谷駅 11,820 4,220 ▲ 7,600
印旛日本医大駅⇔京成高砂駅 15,430 5,080 ▲ 10,350
印旛日本医大駅⇔新鎌ヶ谷駅 12,880 4,620 ▲ 8,260

◎通学定期（中学生以上・1カ月）

駅名 旧運賃 新運賃
(10月1日～) 値下げ額

千葉ニュータウン中央駅⇒京成高砂駅 780 720 ▲ 60
千葉ニュータウン中央駅⇒新鎌ヶ谷駅 580 480 ▲ 100
印西牧の原駅⇒京成高砂駅 810 770 ▲ 40
印西牧の原駅⇒新鎌ヶ谷駅 650 550 ▲ 100
印旛日本医大駅⇒京成高砂駅 840 820 ▲ 20
印旛日本医大駅⇒新鎌ヶ谷駅 700 620 ▲ 80

◎普通運賃（大人・切符の場合）

駅名 旧運賃 新運賃
(10月1日～) 値下げ額

千葉ニュータウン中央駅⇔京成高砂駅 33,170 30,240 ▲ 2,930
千葉ニュータウン中央駅⇔新鎌ヶ谷駅 24,880 20,160 ▲ 4,720
印西牧の原駅⇔京成高砂駅 34,480 32,340 ▲ 2,140
印西牧の原駅⇔新鎌ヶ谷駅 27,490 23,100 ▲ 4,390
印旛日本医大駅⇔京成高砂駅 35,780 34,440 ▲ 1,340
印旛日本医大駅⇔新鎌ヶ谷駅 29,680 26,040 ▲ 3,640

◎通勤定期（大人・１カ月）

単位：円

　県内の事業場で働く全ての労働者（パート、アルバイトなど含む）とその使
用者に適用されます。

問千葉労働局労働基準部賃金室☎043-221-2328または最寄りの労働基準監
督署

千葉県最低賃金の改正

令和4年10月1日㈯～ 時間額 984円 （従来の953円から31円引上げ）

千葉労働局 検索

　I（アイ）レポとは、市民がスマートフォンアプリを使
い、「道路に穴が空いている」「公園の遊具が壊れている」
「照明が消えている」などの情報を投稿することで、市が
確認し対応するための仕組みです。
 利用・投稿方法 
① スマートフォンアプリ「MyCityReport」をダウンロ
ードする

② アプリを起動し、マイページからユーザー登録をする
③ アプリで位置情報、写真、状況説明の3点を投稿する
 投稿してほしい内容 
道路の穴、公園遊具や照明の故障・不具合
 運用・投稿時間 
◎投稿…24時間可能
◎ 市の対応…月曜～金曜日8時
30分～17時15分（祝休日・
年末年始除く）
問DX推進課デジタル戦略室
☎33-4401

「道路に穴が空いている」「公園の遊具が壊れている」など
そんなときは市民協働投稿サービス
「I（アイ）レポ」をご利用ください

App Store Google Play
アプリのダウンロードはこちら

▲詳細は市
ホームページ

▲車内広告の一例

単位：円

単位：円



　11月12日㈯に行われるイルミネーショ
ンイベント「イルミライ★INZAI」の点灯
式で、点灯ボタンを押す人を募集します。
対次の全てを満たすこと
①市内在住の人
②11月12日㈯および予備日の13日㈰の
16時30分から17時30分に参加できる
こと（点灯は17時）

③未成年者は保護者の同意があること
定5組（1組3人以内）
申10月10日㈷までに市ホームページから
応募用紙をダウンロードし下記へ（抽選。
当選者のみへ連絡）
※一つの応募につき3人以内
問経済振興課プロモーション推進室☎33-
4477 keishinka@city.inzai. chiba.jp

イルミライ★INZAI
イルミネーションの「点灯スイッチ」を
押してみませんか

オミクロン株対応ワクチン接種について
対次のいずれかに該当する3回目接種を完了し、かつ4回目接種が未完了の人
①60歳以上
② 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人および重症化リスクが高いと医師
が認めた人

③18歳以上60歳未満で医療機関や高齢者施設などの従事者
接種場所…接種可能な医療機関は、市ホームページまたは市コールセンターで
確認してください
接種開始日…10月1日㈯～
接種券…現在お持ちの接種券が、そのまま使用できます
※1・2回目接種を完了し最終接種から5カ月を経過した12歳以上の全ての人
へ、段階的に対象者を拡大
※1・2回目接種および小児（5～11歳）接種は、10月以降も従来と同じワクチ
ンを使用
３回目の小児接種について
　市では、5～11歳の人へ2回目接種から5カ月をめどに順次、接種券などを
送付しています。※2回目接種後に印西市に転入した場合には、接種券の発行
申請が必要。詳細は市ホームページまたは市コールセンター
問印西市コロナワクチンコールセンター☎50-2657平日9～17時

接種期間が令和5年3月31日まで延長
新型コロナワクチン

　市では、市民生活を支援し、地域経
済の活性化や消費喚起を図るため「い
んざい応援クーポン（第2弾）」を配布
しました。クーポンの使用期限は10月
31日㈪です。
　期限が過ぎたクーポンは使用でき
ませんので、ご注意ください。
◎発行対象者…令和4年3月31日時点
で市の住民基本台帳に登録のある人
※クーポンが届いていない場合は、
お問い合わせください
問経済振興課商工振興係☎33-4483

いんざい応援クーポン
早めにご利用ください　使用期限は10月末

▲今年は過去最大約60万球の電飾
　（写真は昨年度）

2部制で開催します！

　自転車の利用増大に伴い、首都圏の各駅周辺に無秩序に自転車が
放置され、社会問題となっています。
　市では、きれいで快適な駅前空間を実現するため、駅周辺を ｢自
転車等放置禁止区域｣（図参照）に指定しています。
　この区域に放置された自転車、原動機付自転車（総排気量50cc以
下）は、随時撤去されます。
　マナーを守り、美しい駅前空間をつくりましょう。
問市民活動推進課市民安全係☎33-4435

自転車等放置
禁止区域

自転車駐車場

首都圏放置自転車クリーンキャンペーン やめよう自転車の放置10月1日㈯～
11月30日㈬

・ 対象者へ11月中旬に案内状を郵
送します

・ 市外に転出した人で、参加を希
望する人は、ちば電子申請サー
ビスで申請、または下記へ連絡
してください

・当日は手話通訳を用意します
※感染拡大などにより中止の場合
は、市ホームページでお知らせ
問生涯学習課推進係☎33-4713

令和5年印西市二十歳を祝う会

1部 2部

期日 令和5年1月8日㈰

会場 松山下公園総合体育館

対象者 平成14年4月2日～15年4月1日生まれ

対象
中学校区

印西・船穂・西の原・
印旛・本埜中学校区

木刈・小林・
原山・滝野中学校区

受け付け 10時20分～10時50分 13時～13時30分

式典 11時～11時30分 13時40分～14時10分
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各課等の連絡先(電話・ファクス番号)一覧はこちら
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防災行政無線の内容は、市公式ライン 防災ツイッター 防災メール などで確認できます。

事前申込制です

子ども服リユース事業「おさがりマルシェ」

　市では「農家で働いてみたい人（求職）」と「人手を必要としている農家（求人）」
の情報を登録し、雇用につなげる「農業版ハローワーク」を行っています。
　求職登録をしたい人は、農業の基礎知識を学ぶため、農業研修の参加が必要
です。
　なお、登録後は求人登録情報を基に、自分で雇用先を探した上で、条件（賃
金、労働時間など）についても、双方で直接話し合って決めていただきます。
※国が行うハローワーク（職業安定所）とは異なります
【農業研修の参加者募集】
時1日目：11月21日㈪13時～16時ごろ、2日目：22日㈫10時～16時ごろ
内市内農家での農作業（畑作）の実習など※マスク着用
対市内在住で両日参加できる人
定10人
250円程度（保険料）
申10月14日㈮までに住所、氏名、年齢、性別、電話番号を下記へ（先着順）
【求人登録をしたい農家の皆さんを随時受け付け】
　登録申請書・個人情報提供同意書（下記窓口、JA西印旛経済部、市ホームペ
ージで配布）、登録証用写真1枚（縦4.5㎝×横3.5㎝）を下記へ
問農政課振興係☎33-4488 nouseika@city.inzai.chiba.jp

農業版ハローワークに登録しませんか

　「おさがりマルシェ」とは、子どもの成長などで着ることができなくなった服を無償で提
供していただき、必要としている人に無償で提供するものです。市では、ごみの減量化（リ
デュース）と再利用（リユース）、再資源化（リサイクル）の3R意識の定着を目指しています。

　限りある資源を有効に使うため、ごみ減量のポイントである「3つのR」を実
践しましょう。
　また、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」を削減するため、食品
は必要な分だけ購入し、外食時も必要な分だけ注文しましょう。食品ロス削減
に取り組む市内店舗については、「印西市食品ロス削減協力店」として、市ホー
ムページで公開しています。
3つの「R」とは
1.Reduce（リデュース）：ごみの発生を抑える
・レジ袋を断り、マイバッグでの買い物を心掛ける
・物は修理しながら大切に長く使う
・食品ロスを減らす
・使い捨て商品の利用を減らす
・シャンプーなどは詰め替え用を選ぶ
・過剰包装を断る
・生ごみ処理容器や生ごみ処理機、生ごみしぼり器を利用し、生ごみを減量化
する

※市では生ごみ処理容器（処理機）に対する補助金制度があります
2.Reuse（リユース）：物を捨てずに再使用する
・ 不用品は必要な人に譲る。市の「リサイクル情報広場」や「おさがりマルシェ」
のほか、一般のフリーマーケット（フリマアプリも有効）やリサイクルショッ
プを活用する

・手を加えて別の物に作り変える（リフォーム）
3.Recycle（リサイクル）：再生利用（資源化）する
・地域の集団回収やスーパーなどの店頭回収を利用する
・資源物の分別をしっかり行う
・リサイクル商品を積極的に使う
食品ロスを減らすには
1.不要な食品はフードドライブ（食品の寄付活動）を利用する
※募集している食品は本紙8ページ「フードドライブにご協力を」参照
【受付場所】
〇市社会福祉協議会（通年）およびクリーン推進課（10月31日㈪まで）
〇生活クラブデポー木刈（通年）
2.家庭でできること
・日頃から消費期限を点検・把握する
・調理の際は食べきれる量を作る
・残った料理は冷凍など傷みにくい方法で保存し、保存したまま忘れないよう
に冷凍室の配置を工夫する

3.買い物時にできること
・家にある食材を確認し、買い過ぎないようにする
・すぐに食べる物であれば、消費（賞味）期限が近い商品を優先して買う
4.外食時にできること
・食べ切れる量を注文し、もし食べきれなかった場合は、持ち帰りができるか
店に確認する
問クリーン推進課推進係☎33-4504

10月は「3R（スリー・アール）推進月間」
「食品ロス削減月間」です

「おさがりマルシェ」開催　 不要な子ども服を提供してください

時10月22日㈯13時30分～16時20分
　※抽選で入場時間帯を割り振り
場中央駅前地域交流館　対市内在住の人（1世帯1人のみ）
申10月12日㈬（必着）までに、ちば電子申請サービス（2次元コ
ード）から、または申込書（市ホームページ掲載）を下記へ（抽選）
※参加者には整理券を後日送付
※商品に関する苦情はお受けできません

対市内在住の人
◎受付期限…10月12日㈬
◎受付場所…クリーン推進課、中央駅前地域交流館、そうふけ児童館、
いんば児童館

【持ち込む服について】
70cm～120cmの子ども服・サイズごとに分けて袋に入れ、袋にサイ
ズと男女の別を記入・必ず洗濯する（黄ばみ、臭いなどがないか確認）・
名前が書いてある物は油性マジックで消す
【持ち込みできない物】
破れや大きなシミのある物、毛玉の目立つ物、下着、トレパン、よだ
れかけ、おむつカバー、帽子、手袋、ベルト、靴など
※詳細は市ホームページまたはチラシ（市役所・各児童館で配布）

10月22日㈯ 10月12日㈬まで

問クリーン推進課推進係☎33-4504

申し込みは
こちら▼

【感染症対策のための諸注意】
●整理券記載の時間に来場してください●整理券に必要事項を記入（検温欄は
当日記入）し退場時に提出してください●整理券1枚につき入場は1人のみ（託
児はありません）●マスク・上履きを必ず持参してください●使い捨ての手袋
を配布しますので、入場中は着用してください●会場での検温も行い、熱が
ある場合は入場できません●会場内での会話は控えてください

　本市に所在する順天堂大学が学生三大駅伝にシード校として出場します。皆さ
んの熱い応援をお願いします。
●第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走
時10月10日㈷13時スタート
●第54回全日本大学駅伝対校選手権大会
時11月6日㈰8時5分スタート
●第99回東京箱根間往復大学駅伝競走
時未定
問経済振興課プロモーション推進室☎33-4477

学生三大駅伝が始まります！
順天堂大学を応援しよう！
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●3つの「密」を避ける ●人との距離を保とう ●会話はマスク着用
●買い物はすいている時間に ●手洗いなどの手指衛生 ●小まめな換気

新型コロナウイルス感染症から
自分と大切な人を守るために！

　県立印旛明誠高校は、平成22年4月、県立印旛高校の移転に伴い、校名を変更し開校した、
古くて新しい県立高校です。部活動も活発で、伝統を引き次ぐ陸上部や野球部、県内でも数少
ないゴルフ部など、文武両道を目指す生徒たちも多く活躍しています。中でも吹奏楽部は、学
校行事や吹奏楽コンクールへの出場、さらには地域のイベントへの参加など、年間を通して数

多くの演奏活動を行っています。
　去る6月18日に市文化ホールで開催された、8回目
を迎える「定期演奏会」を訪れました。当日のプログ
ラムは3部構成で、第一部はディズニーのキャラクタ
ーの衣装で「東京ディズニーシーメドレー」などを軽
快に演奏、第二部は劇「不思議の国のアリス」、主役
のアリスは男子生徒が熱演。第三部は「大いなる約束
の地～チンギスハーン」など、高度なテクニックが必

要な楽曲を多彩な表現で演奏、改めて実力の高
さを実感させられました。
　「毎日の練習の中で、部員一人一人の思いを
一つにして演奏することを心掛けました。多く
の人たちに感動を届ける喜びを、後輩たちに伝
えていければうれしいです」と、この夏で後輩
に道を譲る3年生の部長・中村春南さんは語っ
てくれました。
　若さあふれる吹奏楽の力、ホールに響く力強
い音量に元気をもらった取材でした。

響き合う音色で感動を届けたい
「印旛明誠高等学校吹奏楽部」

定期演奏会

劇「
不思
議の
国のアリス

」はミュージカル仕立てで熱
演

広報レポーター
宇野　建夫（小倉台）

　浄化槽は、微生物の働きでトイレや台所などからの排水をきれいな水にし、
放流するための設備です。
　この機能を十分に発揮するためには、専門業者による適正な設置工事と保守
点検・清掃が必要であり、正常に機能しているかどうか、指定機関による法定
検査が義務付けられています。
　大切な環境を守るため、浄化槽の正しい使用と管理を徹底しましょう。
問（一社）千葉県浄化槽協会☎043-246-2355、環境保全課保全係☎33-4491

10月1日㈯は浄化槽の日

　印旛沼と手賀沼は、飲料水、農業用水、工業用水の水源として、また、水産
漁場や県民の憩いの場として、私たちの貴重な財産です。
　しかし、いずれも水質が悪化し、印西市を含む関係市町、千葉県および関係
団体では、さまざまな水質浄化対策に取り組んでいますが、改善を図るために
は、流域住民の皆さんの協力が必須です。
　次のような「家庭でできる浄化対策」などを実践し、水質浄化にご協力くだ
さい。
【家庭でできる浄化対策】
① 三角コーナーやろ紙袋を使い、生ごみなどを「流し」に流さないようにしま
しょう

② 油はできる限り使い切り、使い切れない場合は「流し」に流さず、回収など
に出しましょう

③ 食器や鍋についた油は使わない布や古紙などで拭き取ってから洗いましょう
④ 米のとぎ汁は庭へまく、または無洗米を使うなどし、できるだけ「流し」に
流さないようにしましょう

⑤ 台所で石けんや洗剤は使い過ぎず、それらを使わないアクリルタワシも使っ
てみましょう

⑥ 風呂の残り湯は、洗濯に使ったり庭にまいたりなどして活用しましょう
⑦ 洗濯で石けんや洗剤は必要な分だけ使いましょう
問環境保全課保全係☎33-4491

10月は水質浄化推進運動月間

今年度の各月の
レポートはこちら▶ 

ディズニ
ーキャラクターの衣装で演奏

▲会場の文化ホールには多くの来場者

▲息の合った管・弦楽器と打楽器のハーモニー

　県税・市町村税の滞納の発生を防止する
ため、千葉県と県内全54市町村では、強化
期間中に滞納者に対する徴収対策（文書催
告や勤務先・取引先などへの財産調査、自
宅などの捜索、給与・預貯金などの差し押
さえ、自動車のタイヤロック）を強化して
います。
　税金は納期限までに必ず納めましょう。
問（県税）佐倉県税事務所☎043-483-1115、千葉県税務課☎043-223-
2127、（市町村税）市納税課債権回収対策室☎33-4448

10月～12月千葉県下一斉　滞納整理強化期間
滞納は絶対に見逃さない!

▲自動車の差し押さえの様子

　期間中は、公開建築パトロールが実施されます。
　建築基準法では、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物などの安全性
の確保に関する、敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。
　建物を建てる場合は、法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進め
ましょう。また、工事完了後は、法令に基づき安全なものであるか検査を受け
ましょう。
　なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途（使い方）の変更により、違
反になってしまう場合がありますので、改修などの際は建築士などに相談しま
しょう。

ブロック塀なども点検を!
　ブロック塀の崩落により、死傷事故が発生する場合がありま
す。ブロック塀なども法令に適合しているか、建築士に相談する
など、適切な維持管理をしましょう。

問建築指導課審査指導係☎33-4657

10月15日㈯～21日㈮
違反建築防止週間

点検方法などは
市ホームページ▶
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10月1日㈯
～31日㈪

第27回印西市民文化祭

場ふれあい文化館
内写真を撮ることによる良い影響やカメラ
を通して、子どもの「らしさ」を見つける。
講師:大河佳織氏（フォトグラファー）
対生後半年から2歳児までと保護者
定7組（2人1組）
他スマートフォンまたはカメラ持参
申11月4日㈮15時までに2
次元コードまたはメール
問市民活動推進課男女
共 同 参 画 係 ☎ 33-4431
siminkatudou@city.inzai.chiba.jp

内1カ月間、スマートフォンアプリを使って参加者の「ウオーキン
グ」「ランニング」の累積歩数・走行距離を集積し、ランキングを行
う全国参加型のオンラインイベント（(一財)アールビーズスポーツ財
団主催）。運動場所・時間は問わず、個人や自治体でランキングさ
れます
※本市も市区町村対抗戦に参加
申10月31日㈪まで

　文化活動を行っている皆さんの日頃の成果や芸術に触れ、心豊かなひとときを楽し
みましょう。
※オンライン文化祭は12月1日㈭から市ホームページで開催

11月8日㈫
10時～11時30分

シャッターチャンスは
子どもの好奇心!

オクトーバー・ラン&
ウォーク2022

カメラワークショップで
わが子らしさを撮ろう！

印西市の秋を文化・芸術で彩る

※ダンスフェスティバルの観覧については下記へお問い合わせください
問生涯学習課文化係☎33-4714

部門 事業名 開催日 開場/開演または
展示時間など 会場

発表

合唱の集い 11月3日㈷ 13時/13時30分

文化ホール

舞踊・邦楽の集い 11月5日㈯ 11時30分/12時

能楽の集い　 11月6日㈰ 9時30分/10時

歌謡の集い 11月12日㈯ 9時/10時

民謡の集い 11月13日㈰ 12時30分/13時

ダンスフェスティバル（※） 11月19日㈯・20日㈰ 11時30分/11時50分

展示

盆栽・陶芸 11月3日㈷～6日㈰ 10時～16時
※最終日は15時まで 文化ホール

絵画・写真など 11月3日㈷～7日㈪

10時～17時
※華道の6日は15時
まで

イオンホール
（イオンモール千葉
NTモール棟3階）

書道・工芸・俳句・
俳画・手芸・その他 11月9日㈬～13日㈰

華道 11月5日㈯・6日㈰
ガーデンコート
（イオンモール千葉
NTモール棟1階）

催し 体験コーナー（けん玉
体験など） 11月12日㈯・13日㈰ ①10時20分

②13時50分

ガーデンコート
（イオンモール千葉
NTモール棟1階）

大会

健康マージャン大会 10月29日㈯ 9時30分/9時45分 ふれあいセン
ターいんば

俳句大会
10月30日㈰ 12時/13時 中央公民館

短歌大会

囲碁大会 11月13日㈰
9時/9時30分 総合福祉セン

ター将棋大会 11月20日㈰

日程一覧

参加方法など
はこちら

第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭第27回印西市民文化祭

印西市の秋を文化・芸術で彩る
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秋の実りを収穫

▲沿線自治体の市長らがテープカット

場中央公民館
内枝道について学び、貴重な黒竹や漆を使った
手のひらサイズの和モダン飾りを作る
対市内在住・在勤の18歳以上
定18人　 千円
申10月1日㈯から（先着順）
問中央公民館☎42-2911

場文化ホール多目的室
内素話、朗読、篠笛演奏など
対成人
定50人
申10月4日㈫から下記で整理券配布（先着順）
問大森図書館☎42-8686

　10月1日㈯からの北総線運賃値下げを控えた去る8月31日、北総鉄道㈱と沿線6市、県が
連携し、地域の魅力をPRする広告を全面に装飾した「北総線沿線活性化トレイン」の出発式
が、印西牧の原駅で行われました。
　当日は、北総鉄道㈱の室谷社長や沿線自治体の市長らが出席。各市などのご当地キャラ
クターたちも登場する中、板倉市長から室谷社長へ、北総鉄道㈱といんザイ君がコラボレー
ションした特製ぬいぐるみが贈呈されました。
　市長らはテープカットの後、沿線地域の活性化を願い、一番電車の発車を見送りました。
問交通政策課交通政策係☎33-4415

　稲刈り時季を迎えた9月13日、牧の原小学校の敷地内にある水田で、5年生
児童による稲刈り体験が行われました。児童らが5月の田植えから育ててきた
コシヒカリは、鎌を使った昔ながらの方法で刈り取られ、約1週間の天日干し、
脱穀、もみすりの後、学校給食として提供されます。
　収穫を終えた児童からは「いろいろな人の協力のおかげで楽しくできた」「お
いしいお米ができたらいいな」「食べるのが楽しみ」などの声が聞かれました。

10月22日㈯
14時～15時 大人のおはなし会

素話や朗読などを「聴いて楽しむ」11月16日㈬
13時30分～15時30分 大人ものづくり教室

枝道体験　黒竹で作る和モダン飾り

北総線沿線活性化トレイン出発式8月31日

9月13日
牧の原小学校の稲刈り体験
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■おはなし会（10月）紙芝居や大きな絵本など、楽しいおはなしをご用意しています。　【大森図書館】9日㈰、23日㈰14時～　【そうふけ図書館】毎週土曜日15時～　【小倉台図
書館】13日㈭、27日㈭15時30分～【印旛図書館（いんば児童館）】20日㈭11時～※当日8時30分～電話で「いんば児童館」へ予約　【本埜図書館】15日㈯10時30分～

高校生などの医療費を助成
◎助成金額…保険診療の範囲内で医療費の一部ま
たは全部※自己負担額…通院1回200円、入院1日
200円、調剤無料
◎助成方法…償還払い方式（医療機関に支払った後、
申請に基づき市が助成）
対15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に
達する日以後最初の3月31日までに該当する人（保
護者の扶養を外れた人や婚姻した人は除く）※就学
の有無は問わない
申申請書と承諾書、医療機関に支払った領収書、子
どもの健康保険証の写し、保護者名義の振込口座が
分かる物の写しなどを下記へ※その他必要書類など
詳細は市ホームページ
◎申請窓口…子育て支援課、各支所、中央駅前出張所
問子育て支援課給付係☎33-4645

申請はお済みですか
子ども医療費助成制度

◎助成金額…保険診療の範囲内で医療費の一部ま
たは全部※自己負担額…通院1回200円、入院1日
200円、調剤無料
対中学3年生まで
申出生や転入などから1カ月以内に申請書、子ども
の健康保険証の写しなどを下記へ※詳細は市ホーム
ページ
問子育て支援課給付係☎33-4645

母子・父子・寡婦福祉資金の貸し付け
　20歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭、
寡婦の経済的自立を支援します。
◎貸し付けの種類…修学資金、就学支度資金、修業
資金、事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、
就職支度資金、医療介護資金、転宅資金、結婚資金
※詳細は県ホームページ
問子育て支援課給付係☎33-4645

言葉かけで変わる子育てのコツ講座
時①11月2日②16日③30日の各水曜日10時～
11時30分
場①②中央駅前地域交流館③ふれあい文化館
内子育てにおける、ほめ方や対応のコツを学ぶ。
講師：飯野弥生氏（（特非）ほっとすぺーす・つき）
対市内在住の3歳～小学3年生ぐらいまでの保護者
定各14人　他生後6カ月以降の未就学児5人まで
託児あり（先着順）
申10月3日㈪9時から2次元コー
ドまたは下記へ（先着順）
問子育て支援課児童相談係☎
33-4961

子育て
情報

　各子育て支援センター・保育園・
認定こども園・児童館では、親子で
楽しめるイベントや講座などを開催して
います。詳細は各施設のおたより（２
次元コード）をご覧ください。

高齢者インフルエンザ予防接種
　対象者には9月末に通知を発送しました。通知が
届かない人は連絡してください。
時12月31日㈯まで
※年末は医療機関が休診の場合あり
対接種当日、市に住民登録されている65歳以上お
よび60歳～64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能に障
害がある、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫
の機能に障害があり、身体障害者手帳1級を有する
人※新型コロナワクチンと間隔を空けずに接種可。
ただし、他のワクチンは、新型コロナワクチン接種
の前後13日以上の間隔が必要
千円
問中央保健センター☎42-5595

日本脳炎予防接種の特例措置
　平成17年度の積極的な勧奨の差し控えにより、
接種を受けられなかった人も接種できます。まだ済
んでいない人は、接種してください。
※詳細は市ホームページ（2次元コード）
※予診票を持っていない場合や母子手
帳を紛失してしまった場合は、再発行
しますので、下記または印旛保健セン
ターへお越しください

問中央保健センター☎42-5595

精神障がい理解促進講座
時①11月4日㈮②11日㈮③24日㈭10時～12時（全
3回）

場中央駅前地域交流館2号館
内身近な病気である精神障がいについて正しい理解
を深め、地域の支援者になりませんか
①うつ病と統合失調症の理解について
◎講師：花岡晋平氏（千葉県精神科医療センター精
神科医師）
②精神障がいに関する家族の関わりについて
◎講師：印西市精神障害者家族の会「わの会」
③発達障害の理解について
◎講師：田熊立氏（千葉県発達障害者支援センター
副センター長）
対どなたでも　定15人　
申11月3日㈷まで（先着順）
問障がい福祉課支援係☎33-4136 42-0381

初めての手話講習会
時11月25日、12月2日、9日、16日の各金曜日13
時30分～15時30分（全4回）
場市役所会議棟他
◎講師…印西市聴覚障害者協会
対市内在住・在勤の人　定15人
他フェイスシールド持参
申10月3日㈪から（先着順）
問障がい福祉課支援係☎33-4136 42-0381

じぶんの町を良くするしくみ
赤い羽根共同募金運動にご協力を

　10月1日㈯から赤い羽根共同募金運
動が始まります。「困ったときはお互い
さま」の精神で始まったこの運動。印
西市支会では、町内会や自治会などを
通じての募金や市内各駅頭などでの募
金を実施します。
　寄付金は、福祉施設や福祉団体、社会福祉協議会
などが行うさまざまな地域福祉活動などに活用され
ます。
問市社会福祉協議会☎42-0294

いんざい福祉交流展示会
　市社会福祉協議会では、市内の地域福祉活動につ
いて皆さんに知ってもらうために「いんざい福祉交
流展示会」を開催します。

時10月22日㈯10時～15時
場総合福祉センター
内地域福祉活動をしている団体の活動紹介や自主製
品の展示・販売
問市社会福祉協議会☎42-0294

フードドライブ（食料品の寄付）にご協力を
　フードドライブとは、家庭や企業にある不要な食
品などを持ち寄り、福祉施設や団体、困窮する世帯・
個人に無償で提供する活動です。
　市社会福祉協議会では下記のとおり受け付けます。
時10月31日㈪まで9時～17時
場総合福祉センター
◎対象食品…米（前年度産まで。玄米可）、麺類、乾物、
保存食品、フリーズドライ食品、インスタント食品、
レトルト食品、ギフトパック、各種調味料、食用油、
飲料、災害備蓄食品、菓子類など常温保存可能で、
賞味期限が2カ月以上ある物
問市社会福祉協議会☎42-0294、フードバンクち
ば☎043-301-4025

市地域自立支援協議会就労部会主催
障がいのある人のための「おしごと発見フェア 2022in 印西」

時11月1日㈫14時～16時
場中央駅前地域交流館2号館
内障がいのある人の雇用についての説明会や情報提供
対障害者手帳を持っている人（ない人は要問い合わ
せ）
申前日まで※手話通訳などが必要な場合は1週間前
まで
問（福）光明会・就職するなら明朗塾企業合同説明会
係☎043-488-5499 043-488-5498

成田赤十字病院公開健康講座
時10月15日㈯14時～15時30分
場成田市保健福祉館
内有病者の歯科治療についての講義（ユーチューブ
でライブ配信あり）。講師：林幸雄氏（同病院歯科
口腔外科部長）
対どなたでも　定50人
申下記または2次元コードから
問成田赤十字病院社会課☎22-2311

健康・
福祉情報

特例措置の対象者 現在の接種状況 残りの接種回数

H14.4.2～
H19.4.1生まれの

20歳未満

3回終了 1回
2回終了 2回
1回終了 3回
未接種 4回
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保健センター通信
問中央保健センター☎ 42-5595

■千葉県こども急病電話相談☎#8000(局番なし)または☎043-242-9939毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談
■印旛市郡小児初期急病診療所☎043-485-3355◎診療時間平日、土曜日19時～翌朝6時、日曜日、祝日、年末年始9時～17時、19時～翌朝6時（受け付けは診療終了時間の15
分前まで）

225 がんを予防するには

▼健康づくり相談（一般対象・予約制）
時月曜～金曜日9時～16時
場中央健康センター、ふれあいセンターいんば
内血圧測定、体組成測定、健診結果の見方や生活習慣
病予防についての相談、食事や栄養についての相談(食
生活分析)、歯についての相談（個々に合ったブラッシ
ング指導など）、禁煙相談
申来所する2日前(休日の場合はその前日）までに中央
保健センターへ※電話相談可

▼乳児相談
ころころ相談（ブックスタート事業と同時開催）
内子どもの成長や生活などについての相談
対4～6カ月ごろ

▼離乳食個別相談（予約制・先着順）
時10月14日㈮
場文化ホール
内栄養士・歯科衛生士との個別相談、身体計測（希望
者）
対5～18カ月ごろ
申9日㈰までに2次元コードから
※電話・メール相談可

▼オンライン離乳食教室（予約制・先着順）
時10月7日㈮
内栄養士による講話、質問コーナー
対5～11カ月ごろ
申2日㈰までに2次元コードから
※電話・メール相談可

▼幼児健診
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた
上で、集団健診を実施しています。対象者には個別通
知します。
1歳6カ月児健診（集団）
内身体計測、内科診察
対1歳6～8カ月ごろ

1歳6カ月児歯科健診（個別）
対1歳6～8カ月ごろ
※受診票は、集団健診会場で配布

2歳児歯科健診（個別）
内フッ化物塗布あり（希望者）
対2歳6カ月ごろ
※受診票は、個別に郵送

3歳児健診(集団)
内身体計測、尿検査、内科健診
対3歳6～8カ月ごろ

3歳児歯科健診（個別）
対3歳6～8カ月ごろ
※受診票は、集団健診会場で配布

下記に該当する人は、中央保健センターへお問い合
わせください。
▪妊婦・産婦・乳児健康診査受診票および新生児聴
覚スクリーニング検査受診票が未手続きの妊産婦・
0歳児の保護者

▪予防接種・乳幼児健診実施状況届が未届けの19歳
以下

▪おとなの健（検）診の受診希望者
▪風しん抗体検査（無料クーポン）対象の男性（昭和37
年4月2日～54年4月1日生まれ）で検査が未実施の人

転入者の皆さんへ

　日本人の2人に1人はがんになるといわれています。がんは、
全ての人にとって身近な病気です。
がんを予防する生活習慣
　国立がん研究センターをはじめとする研究グループが定めた
「日本人のためのがん予防法」によると、「禁煙」「節酒」「食生活」
「身体活動」「適正体重の維持」の5つの生活習慣に気を付けるこ
とで、将来がんになるリスクをほぼ半減できるとされています。
①禁煙　喫煙は、多くのがんを引き起こすリスクがあります。
たばこを吸う人は、吸わない人と比較した場合、将来がんにな
るリスクが1.5倍高くなります。また、受動喫煙にも注意が必要
です。
②節酒　お酒は、摂取量が多くなるほどがんになるリスクが高
くなります。1日の飲酒量は、日本酒1合、ビール大瓶1本、ワイ
ン2杯のいずれかの程度にしましょう。女性や高齢者の場合は、
この半量が目安です。
③食生活　塩分の過剰摂取、野菜や果物の摂取不足などもが
んの原因として挙げられます。味が薄い場合は、だしを効か
せたり、香味野菜や減塩調味料を利用するなどして、塩分の
取り過ぎに気を付けましょう。また、野菜は1日に小鉢で5皿
分（350g）、果物は小鉢1皿分を目安に摂取することを目標に
しましょう。
④身体活動　身体活動量が多い人はがんになるリスクが低くな
ります。1日に推奨されている運動量は、歩行またはそれと同
等以上の身体活動を60分行うこととされています。
⑤適正体重の維持　太り過ぎや痩せ過ぎに注意し、適正体重
を維持できるよう心掛けましょう。
がん検診は受けていますか?
　生活習慣に気を付けていても、がんに絶対にならないという
わけではありません。がん検診を受けて、早期発見・治療を行
うことが大切です。
　市では、年に1度のがん検診に補助をしていますので、まだ
受けていない人は、ぜひ受診しましょう。

問中央保健センター☎ 42-5595

市立「瀬戸・もとの」幼稚園

【入園資格・定員】　※市内に住所を有すること

【受付会場・日時】

【書類配布】10月1日㈯から11月7日㈪まで、学務課、各幼稚園、市ホームページで配布
【事前見学】随時対応。各幼稚園へお問い合わせ
申入園願を受付会場へ持参（予約不要）
※会場で簡単な面接を行いますので、保護者と入園児でお越しください
※定員を超えた場合は公開抽選

【個人面談・入園決定】個人面談（日程は別途通知）の上、入園を決定
【通園方法】瀬戸幼稚園は印旛地区内、もとの幼稚園は本埜地区内の送迎バスあり
問瀬戸幼稚園☎98-0434、もとの幼稚園☎97-1010、学務課学務係☎33-4704

所在地 年齢 定員 保育年数

瀬戸幼稚園 瀬戸1580 平成30年4月2日～
31年4月1日生まれ（4歳児） 105人 2年

もとの幼稚園 中根1403-10 平成31年4月2日～
令和2年4月1日生まれ（3歳児） 105人 3年

会場 日時

瀬戸幼稚園 11月2日㈬ 9時～12時
13時～16時本埜公民館 11月7日㈪

令和5年度入園児募集
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▶市役所本庁…8日㈯、22日㈯8時30分～17時15分 ▶中央駅前出張所…1日㈯、15日㈯8時30分～17時15分
▶印旛支所…毎週土曜日（29日を除く）8時30分～12時 ▶滝野出張所…毎週土曜、日曜日（29日、30日を除く）8時30分～17時15分

今月の市民課窓口業務の
土曜・日曜開庁（祝日除く）

司法書士無料相談会
時10月12日㈬18時～20時※受け付
け19時30分まで　場中央駅前地域交
流館2号館　内相続・贈与などの不動
産登記、多重債務問題、成年後見・少
額訴訟、会社設立・役員変更などの商
業登記など、司法書士業務に関するこ
と　申不要　問千葉司法書士会佐倉支
部・白井☎043-488-4633

養育費無料法律相談
時10月22日㈯13時～16時（1人40
分）　場鎌ケ谷市中央公民館　内個別
相談　対県内在住者（千葉市、船橋市、
柏市を除く）　申10月19日㈬12時ま
で　問（一財）千葉県母子寡婦福祉連合
会事務局☎043-222-5818平日9時
30分～16時30分

シルバー人材センター会員
　シルバー人材センターの仕事内容に
ついて説明します。
時①10月12日㈬②24日㈪、11月21
日㈪、12月19日㈪③11月9日㈬④12
月7日㈬10時～　場①中央公民館②
そうふけふれあいの里③中央駅前地
域交流館④本埜公民館　対市内在住
の60歳以上　他入会する場合は年会
費3,600円　申予約者優先　問市シル
バー人材センター☎45-0468

講座・催し

みんなの情報モラル講座
時10月20日㈭①10時～11時30分②
13時30分～15時　場中央駅前地域交
流館　内スマートフォンを使用する際
に守ってほしいルールやマナー、知っ
てほしいインターネットに関わるトラ
ブルや事件・事故の事例を紹介※操作
方法の講座ではありません 定各20
人　他スマートフォン持参（貸し出し
はありません）　申10月14日㈮まで
（先着順）　問DX推進課デジタル戦略
室☎33-4401

手賀沼講座④「手賀沼と私たちの地域
（生活編～グリーンインフラと私たちの生活～）」
時11月5日㈯14時～16時　場中央公
民館　内手賀沼流域（亀成川）の自然
環境と保全の実情から、まちづくり・
減災・生物多様性保全について学ぶ。
講師：小山尚子氏（（特非）亀成川を愛す
る会） 対市内在住の人　定20人　申
10月2日㈰から　問中央公民館☎42-
2911

自力整体を体験
時10月29日㈯、11月5日㈯10時～
12時　場印旛公民館　内ゆらゆらと

区などの関係機関も協力しますので、
ご相談ください。　問農政課振興係☎
33-4488

危険なブロック塀など
除却工事に補助金
◎補助金額…除却工事に要する費用の
2分の1（限度額10万円）
対建築基準法第42条に規定する道路
に面した危険なブロック塀などを所有
する人で、令和5年2月28日㈫までに
工事完了見込みであり、申請者と世帯
内に市税の滞納がない人※その他要件
は市ホームページ　申12月28日㈬ま
で（先着順）※契約前に要相談。着手
後の申請不可　問建築指導課住宅係☎
33-4657

住宅・建築物耐震改修などに補助金
◎補助上限額…【戸建て住宅】診断・
設計各6万6千円、工事15万1千円な
ど※詳細は市ホームページ
◎対象経費…市内の築後10年以上経
過した建物の耐震診断（現地調査を行
わない簡易診断含む）、耐震改修設計、
耐震改修工事※ 建物の規模、構造、用
途に応じて専門の建築士に依頼が必要
対建物の所有者（マンションなどの共
有部分は区分所有者の団体の管理者ま
たは管理組合法人の理事）で、令和5年
2月28日㈫までに工事完了見込みの人
申11月30日㈬まで（先着順）※契約前
に要相談。着手後の申請不可　問建築
指導課住宅係☎33-4657

耐震無料相談会
時11月6日㈰9時～13時（1件30分～
1時間）　場中央駅前地域交流館2号館
内建築物の耐震診断・改修設計・改修
工事に関する相談※特殊構造・大規模
建築物は相談員の手配ができる場合に
限る　対市内の住宅・建築物の所有者
や管理者、またはその委任を受けた人
※図面などが必要
定4件　申10月21日㈮まで　問建築
指導課住宅係☎33-4657

軽油引取税
軽油は県内で買いましょう!
　軽油引取税は、購入した販売店の所
在する県の収入になり、教育・福祉・
道路整備などに使われます。
NO!不正軽油宣言
　不正軽油の製造・販売・使用は、軽
油引取税の脱税だけではなく、県民の
健康や地域の環境に悪影響を与える悪
質な犯罪行為です
買わない・売らない・使わない
　不正軽油の流通を防止するため、不
正軽油を買ったり、使用したりしない
ようにしましょう
問佐倉県税事務所軽油引取税課☎
043-483-1116

会計年度任用職員・パートタイム
（保育園・登録制）
◎勤務時間…①平日7時～19時、土曜
日7時～17時の間で1日6～7.5時間②
平日7時～9時30分③平日16時～19
時の延長保育時間※園により多少異な
る
◎報酬…時給①保育士1,220円～
1,270円、看護師1,370円～1,430円
②③無資格1,020円～1,050円※諸手
当あり
場市立保育園　対①保育士または正看
護師の資格を持つ人②③資格不問　申
履歴書（写真貼付）、①は資格証の写
しも下記へ持参　問保育課保育係☎
33-4651

クライミング施設利用認定会
時10月15日㈯17時15分～　場松山
下公園総合体育館　対原則高校生以上
（オンサイトのグレードが5.11a以上
の小中学生可）　定10人　 千円（保
険代など）　申10月
12日㈬までにちば
電子申請サービスで
（先着順）※詳細は市
ホームページ　問ス
ポーツ振興課振興係
☎42-8417

秋季バドミントン大会（個人戦）
時11月6日㈰9時～　場松山下公園総
合体育館　内男女別個人戦ダブルス
（1部上級、2部中級、3部初級）　対中
学生以上で審判ができる人　 中高生
および会員千円、市内在住・在勤の
人1,200円、その他1,500円※当日徴
収　申10月28日㈮までに住所、氏名、
年齢、電話番号、参加種目（市内在勤・
在学の人は勤務先または学校名も）を
下記へ※詳細は下記協会ホームペー
ジ　問市バドミントン協会・鳥羽洋志
〒270-1345印西市船尾1071☎/
46-0359 inzaibado-th@etude.
ocn.ne.jp

国民健康保険特定健康診査・後期高齢
者健康診査を受けましょう
　対象者に案内通知を送付していま
す。年に1回は必ず健康診査を受けま
しょう。※人間ドックを同一年度内に
受診し、市の助成制度を利用した人は、
受けられません

問国保年金課
【国民健康保険特定健康診査】給付係
☎33-4464
【後期高齢者健康診査】高齢者医療年
金係☎33-4470

傷病手当金申請の臨時的な取り扱い
　国民健康保険または後期高齢者医療
制度に加入し、給与の支払いを受けて
いる人が、新型コロナウイルスに感染、
またはその疑いにより仕事を休んだと
きは、傷病手当金が支給される場合が
あります。これまでは申請の際に医療
機関の証明が必要でしたが、当面の間
は、事業主が所定の様式で被保険者が
療養のために休んだことを証明するこ
とで申請できます。※詳細は市ホー
ムページ　問国保年金課給付係☎33-
4464、高齢者医療年金係☎33-4470

農業振興地域整備計画の変更願い
提出期限は10月31日㈪
　農業振興地域内で農用地区域に指定
されている土地に住宅などを計画する
場合には、農用地区域からの除外手続
きが必要です。
　また、農業用倉庫など、農業用施設
を建築する場合にも、用途区分変更の
手続きが必要です。
申着手前に下記で相談し、計画変更
願いを提出　問農政課農政係☎33-
4487

将来の地域の農業について考えてみま
せんか～人・農地プランづくり～
　市では、各集落において農業者同士
が話し合い、地域農業の将来ビジョン
となる「人・農地プラン」づくりの推
進を支援しています。現在、市内のい
くつかの集落では、関係機関を交えて
有志の皆さんが中心となって「人・農
地プラン」づくりが行われています。
「話し合いの場を設けたい」などの希
望がありましたら、市・県・土地改良

※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時～

実施日 会場

自己負担額
特定
健康
診査

後期高
齢者健
康診査

個別健診
12月
20日
㈫
まで

各医療機関
※要予約。ただ
し一部の医療機
関は不要

1,500
円 なし

集団健診※要申し込み
11月
25日
㈮

ふれあい セン
ターいんば（午前
のみ） 1,100

円 なし
12月
26日
㈪

中央駅前地域交
流館2号館（午前
のみ）
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市長と直接対話のできる市長談話室。下記の日程（変更の場合あり）で開設します。予約不要（先着順）。　時10月20日㈭10時～12時　場本埜支所　
対市内在住・在勤・在学の個人または団体（感染防止のため1グループ3人まで）　問秘書広報課広報広聴係☎ 42-5117市長談話室

体を揺らし自分自身でコリや緊張をほ
ぐす　対市内在住・在勤の人　定各
16人　他バスタオルかヨガマット、
フェイスタオル持参　申10月20日㈭
まで（先着順）　問印旛公民館☎98-
0427

おとなの工芸教室
時10月22日㈯13時～16時　場印旛
公民館　内昔ながらの技による、竹か
ごづくり　対市内在住・在勤の人　
定10人　 1,200円（材料費）　他は
さみ持参　申10月16日㈰まで（先着
順）　問印旛公民館☎98-0427

ふるさと再発見～秋の自然観察会～
「生き物たちの冬じたく」

時11月5日㈯9時30分～12時ごろ　
場本埜小学校駐車場集合　内植物や昆
虫たちは、どのように冬を越す準備を
しているか、里山の会エコモの案内で
周辺を約2時間歩いて観察　対市内小
学生（3年生以下は保護者同伴）　定20
人　 50円（保険代）　他長袖シャツ、
長ズボン、運動靴で帽子持参　申10
月5日㈬から19日㈬まで（先着順）　問
本埜公民館☎97-2011

手工芸タイム
「ずーっと飾れる華やかリース作り」講座
時10月21日㈮10時～11時　場総合
福祉センター　内アーティフィシャル
フラワー (造花)を使用して、場所を選
ばず飾れるフラワーリースを作る。講
師：阿部真希氏（フラワーカラーコー
ディネーター）　対市内在住の60歳以
上　定15人　 800円　他はさみ持
参　申10月6日㈭から(先着順)　問総
合福祉センター☎42-0144

知ってる?私のまちの支え合い
～地域福祉フォーラム～

時10月29日㈯13時30分～15時　場

参加できる人　定40人程度（20人ま
で印西市民優先）　申11月10日㈭ま
でに「ちば電子申請サービス」（2次元
コード）から、または氏名（ふりがな）、
住所、勤務先・学校名（市町村名）、
携帯電話番号、メールアドレスをメー
ルで　問県総合企画部国際課多文化
共生推進班☎043-223-
2436 kokusaig3@
mz.pref.chiba.lg.jp

保育de就職!@千葉
保育のしごと就職フェスタ

時10月30日㈰13時～16時　場市
川グランドホテル（市川市）　申当日
会場で※履歴書不要　問（福）県社会
福祉協議会ちば保育士・保育所支援
センター☎043-222-2668　 http:
//www.chibahoiku.net/

なかよし動物フェスティバル2022
時10月15日㈯10時～15時　場イオ
ンモール成田　内各種イベント、動物
相談、獣医師体験、チーバくんと写真
撮影他　問県動物愛護センター☎93-
5711

ふれあい文化館　内テーマ「地域の支
え合いって何?」について考える。地
域で活動している民生委員、支部社協、
地域包括支援センターなどの活動を紹
介　対どなたでも（船尾・草深・松崎・
松崎台・戸神・武西・結縁寺・多々羅田・
原・西の原・東の原・泉・泉野に住む
人優先）　定40人　申前日まで（先着
順）　問船穂地域包括支援センター☎
29-4001

パッチワーク講習会
時10月11日㈫10時～13時　場永治
プラザ　内ボータイパターンを使っ
たバッグを作る。講師：椎名照子氏
（日本手芸普及協会会員）　定8人　
1,500円　他裁縫道具持参　申当日
まで（先着順）　問永治プラザ☎42-
1101

救命講習
時10月15日㈯9時～11時　場印西地
区消防組合消防本部　内いざというと
きに冷静に対応できるよう、応急手当
ての知識やAEDの使用方法を身に付
ける　対印西市または白井市に在住・
在勤の人　定10人　申10月3日㈪か
ら7日㈮12時まで（先着順）　問印西地
区消防組合消防本部警防課救急救助係
☎46-9964

災害時外国人サポーター養成講座
時 12 月 10 日㈯ 10 時～17 時　場
中央駅前地域交流館　内県と印
西市、白井市、関係団体が共催
で「災害時の外国人支援」や「やさ
しい日本語」についての講義や、
災害時多言語支援センターの設置
運営訓練などを行う。講師：（特非）
多文化共生マネージャー全国協議会※
詳細は市ホームページ
対県内在住・在勤・在学で、オンラ
イン開催（Zoom）に変更になっても

法律相談
（弁護士）

①14日㈮②21日㈮③28日㈮
10時～15時【予約開始】①7日
㈮②14日㈮③21日㈮※先着8
人（初めての人優先）

市役所
①③会議棟
②附属棟

市民活動推進課男
女共同参画係
☎33-4071
（受付専用番号）
※予約開始8時45
分
※空きがあれば当
日受け付け可
（交通事故巡回相
談を除く）

市民生活相談
（司法書士）

28日㈮10時～15時
【予約開始】3日㈪※先着6人
（初めての人優先）

市役所会議棟

市民生活相談
（税理士）

21日㈮10時～15時
【予約開始】3日㈪※先着6人
（初めての人優先）

市役所附属棟

人権よろず相談 14日㈮10時～15時
【予約開始】3日㈪※先着4人

市役所会議棟行政相談
（行政相談委員）

14日㈮10時～15時
【予約開始】3日㈪※先着8人・
電話相談の場合あり

交通事故巡回相談 21日㈮10時～15時【予約受
付】19日㈬まで※先着4人 市役所附属棟

障がい福祉の総合相談 月曜～金曜日9時～17時【電話
相談可】

いんば障害者相談センター
☎99-2501　 33-6024

障害者就労支援相談 火曜日10時～16時【電話相談
可】

ふれあいサポートセンターいんざい
☎42-1118　 42-1055

家庭児童相談
母子・父子自立支援
相談

月曜～金曜日9時～16時 市役所子育て支援課家庭児童相談
☎42-5180

女性の悩み相談 6日㈭、20日㈭10時～16時
【電話相談可】 市役所会議棟 子育て支援課支援係

☎33-4640

消費生活相談 月曜～金曜日9時30分～16時
30分【電話相談可】 市役所附属棟 市消費生活センター

☎42-3306

若者サポートステー
ション出張相談

27日㈭10時～17時
対15～50歳未満の職業的自立
を目指す若者と保護者

市役所会議棟
ちば北総地域若者
サポートステーショ
ン☎24-7880

心配ごと相談 8日㈯、水曜、金曜日（7日を除
く）10時～15時

社会福祉協議会（総合福祉センター内）
☎42-0294

生活困窮相談 月曜～金曜日8時30分～17時
15分【電話相談可】

いんざいワーク・ライフサポートセ
ンター
☎85-8267

成年後見相談会 25日㈫13時30分～15時30分
※先着2人 そうふけ公民館

社会福祉協議会（総
合福祉センター内）
☎42-0294

教育相談 月曜～金曜日
9時30分～15時30分 教育センター教育相談専用電話

☎47-7830子ども相談室 月曜～金曜日9時～17時
特別支援教育に関す
る就学相談

月曜～金曜日
9時30分～16時30分

市役所指導課指導班
☎33-4705

住宅相談 9日㈰10時～15時
【事前予約優先】

市商工会
☎42-2750
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☎33-4068

相談名 とき（12時～13時を除く） ところ 問い合わせ 相談名 とき（12時～13時を除く） ところ 問い合わせ

各種 10月相談 ※祝・休日の相談はありません。全て無料です。※階段の昇降に支障のある人は予約時に申し出てください　※ 予約が必要

納期限は10月31日㈪
市民税・県民税第3期
問納税課収納管理係☎33-4447
国民健康保険税第4期
問国保年金課保険税係☎33-4462
後期高齢者医療保険料第4期
問国保年金課高齢者医療年金係
☎33-4470

　納期限内は、LINE Pay、PayPayでも
納付できます。また、口座振替の人は、
残高不足のないようご確認ください。な
お、納付が困難な場合はそのままにせ
ず、相談してください。

市税などの夜間納付相談窓口
【相談日】10月31日㈪17時30分～20時
【場所】国保年金課
【必要な物】納税通知書、催告書、本人
確認書類など
【取扱科目】
固定資産税･都市計画税
市民税・県民税、軽自動車税（種別割）
問納税課債権回収対策室☎33-4448
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
問国保年金課
　保険税係☎33-4462
　高齢者医療年金係☎33-4470
介護保険料
問高齢者福祉課介護保険係☎33-4623

千葉
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切り取って集めて自分だけのしぜん図鑑をつくろう

切り取って集めて自分だけのしぜん図鑑をつくろう

10月
No.43

　災害時は、ライフラインの損傷などにより、生活に欠か
せない水の供給が十分に行われない場合があります。
　そこで市では、災害時に無償で井戸水を提供していた
だける井戸の所有者を募集しています。ご協力いただける
人は、下記へ連絡してください。
【登録できる井戸の条件など】
●災害時に無償で提供できる井戸●市内にある電動式、手動式、またはその併
用のポンプ井戸●適正に管理され、現在使用中で、今後も使用する予定の井戸
●洗面、洗濯、トイレなどの生活用水として使用できる水質●災害時協力井戸
の標識（右上画像）を家の外の分かりやすい場所に表示できること
問防災課危機管理室☎33-4428

災害時協力井戸を募集No.1

NO.1

おてんばな桃花ちゃん。2歳のお
誕生日おめでとう！お姉ちゃんと
仲良く、優しい子に成長してね。

角
か く

頼
ら い

桃
も も

花
か

ちゃん

令和2年
生まれ

食べるの大好き!これからも、に
いにと楽しく過ごしてね！

白
し ら

石
い し

燈
と う

真
ま

ちゃん

令和3年
生まれ

赤ちゃんの
写真募集中!

対市内在住で、掲載希望月
に誕生日を迎える、満2歳
までの赤ちゃん
※応募方法など
の詳細は、市ホー
ムページ

切り干し大根のベーコン煮
レシピ提供 : 中央学校給食センター

　栄養価が高く保存もきく、切り干し大根を使った
レシピです。ベーコンを加えることで、コクやうま味
が増します。

切り干し大根（乾） ・20g
ニンジン・・・・・ 2cm
ベーコン・・・・・・ 2枚
むき枝豆・・・・・・20g
サラダ油・・・・・・適量
だし汁・・・・・ 150cc
白いりごま・・・ 小さじ1

〈A〉
酒・・・・・・小さじ1/2
砂糖・・・・・小さじ2/3
しょうゆ・・・小さじ2/3
こしょう・・・・・・少々

① 切り干し大根はたっぷりの水で戻した後、水
気を切って搾り、食べやすい長さに切る

② ニンジンは千切り、ベーコンは短冊切りにする
③ 鍋にサラダ油を入れて熱し、ベーコンを炒める
④ 切り干し大根とニンジンを加え、さらに炒める
⑤❹にだし汁と調味料Aを加えて煮る
⑥ 汁気がなくなったら、むき枝豆と白いりごま
を入れて、全体を混ぜ合わせる

1人分の栄養価
エネルギー144kcal
たんぱく質5.0g

脂質9.9g
食塩相当量0.8g

源頼政伝説
　現在、テレビで放映中の大河
ドラマ「鎌倉殿の13人」では、鎌
倉幕府2代執権・北条義時を中心
に、鎌倉の最高権力者である鎌
倉殿と御家人たちの様子が描か
れていますが、実はドラマに登
場する人物伝承の地が、市内に
あることをご存じでしょうか。
　市内の結縁寺周辺には、平安時代末期に活躍した源氏の長老・源
頼政に関する伝説が幾つも残されています。頼政は、平氏打倒の以
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じ

を諸国の源氏一族に飛ばした人物で、治承4（1180）年
に、京都の宇治平等院で敗死しました。伝説では、頼政は亡くなる
間際、自分の首が敵に渡ることを恥じ、家臣に首を持って東国へ逃
げるよう命じました。家臣は頼政の愛馬に乗り、首を背負って坂東
へ落ち延びましたが、首が急に重くなり馬も立ち止まって動かなく
なったため、そこに首を埋葬し、その場所が、現在の「頼政塚」だと
伝えられています。塚の前には糸が供えられており、農作業で手首
を痛めた際に手首に巻くと痛みが消えるといわれています。
　他にも、頼政の首を運んできた馬を葬ったとされる「名馬塚」や、
戦国時代に伊勢源氏の子孫の娘が、夢のお告げにより頼政の墓所を
訪れ入定したといわれる「入定塚」が残されています。
　新・印西八景の一つでもある結縁寺（結縁寺516）は、秋には境内
にヒガンバナが咲き誇り、里山の原風景が広がります。頼政や中世
の面影を探しに、散策してみてはいかがでしょうか。

草深の森 （草深178-2）

　千葉ニュータウンの住宅地に隣接しな
がらも、印西らしい里山の自然にふれあ
える憩いの場として市民に親しまれてい
ます。
　森の中には、散策路やベンチが整備さ
れ、森林浴やウオーキングもでき、四季
折々の自然を楽しむことができます。
　また、自然の森の中で、野鳥や昆虫の
生態を観察することもできます。
　木の実や落ち葉拾いなど、子どもたちの自然とのふれあい体験に
もお薦めです。

問環境保全課保全係☎33-4491

材料（2人分） 作り方

りんちゃん1歳の誕生日おめでと
う！いつも家族みんなを笑顔にして
くれてありがとう。大好きだよ♡
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▲頼政塚（結縁寺）




