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市の人口…109,442人
男…54,271人　女…55,171人
（令和4年11月1日現在）
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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！

　同センターでは、市民活動スタートアップ
講座やレベルアップ講座など、活動に役立つ
さまざまな講座を開催。これから始めたい人
から経験者まで、どなたでも参加できます。
市との協働事業や助成金などの相談、通年に
わたりボランティア体験もできます。
　また、市民ならどなたでも使うことができ
る交流スペース、パソコン、紙折り機、ラミ
ネート機（有料）の他、団体登録をすれば印刷
機（有料）、会議室、プロジェクター、スクリ
ーンも利用できます。
※市民活動団体の紹介やイベント
などの詳細は2次元コード

9時～17時（予約がある場合は水
曜・土曜日21時まで）
月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合

　市内では、市民の皆さんによる団体活動が、さ
まざまな分野で展開されています。そんな市民活
動を支援する施設が、市民活動支援センターです。
　あなたが好きなこと、得意なこと、こんな街に
なったらいいなと思うことは、全て活動を始める
種火です。種火を見つけて、新しい世界を広げて
みませんか。

は火曜日も休み）、年末年始
問市民活動支援センター☎48-4500 48-4510
i.shiencenter@minos.ocn.ne.jp（中央南

1-4-1中央駅前地域交流館2号館2階）

開館時間

休館日

市民活動
支援センター

地域への思い
を応援します

知っていますか？
市民活動支援センター

・ボランティア活動を体験してみたい
・ 仕事とは別に地域の団体を知り、仲
間をつくりたい

・何かを始めて、人の役に立ちたい
・自分たちの地域をより良くしたい
・やりがいのある何かを見つけたい

あなたを
お待ちしています

などの詳細は2次元コード

時12月11日㈰10時～16時
場文化ホール
内テーマ「地域をよくする“ワガママ”の可能性
～Beyondコロナの新しい市民活動を考える～」。
午前:全体フォーラム、午後:交流会
定80人　申前日まで（先着順）

「だんごフォーラム」開催!

交流の場で活動の
きっかけづくりをサポート

市民1人当たり5千円を給付市独自給付
　市では、市民生活や地域経済に大きな影響を及ぼしている食料品、日
用品および燃料などの多岐にわたる物価高騰に対し、市民へのきめ細や
かな支援を実施することで、家計への負担軽減を図るため、市独自の物
価高騰対策臨時特別給付金として、市民1人当たり5千円を給付します。
給付対象 
　基準日（令和4年10月31日）時点で市の住民基本台帳に記録されてい
る全市民を対象に、その者の属する世帯の世帯主に給付
 手続き方法 
　11月28日に世帯主宛てに通知文書を発送しましたので、次のいずれ
かの方法で手続きをしてください
1.  郵送による手続き
同封の確認書に必要事項を記載し市へ返送

2.  ちば電子申請サービスによる手続き
詳細は同封する案内チラシ

 手続き期限 
　令和5年2月28日㈫（消印有効）
 給付金の振り込み時期 
　市で確認書を受領し、処理が完了した人から順次（3～4週間程度）
※振込通知は送付しません。「インザイシブツカコウトウキユフキン（ドク
ジ）」の名称で振り込まれます
  配偶者からの暴力（DV）を理由に避難している人は 
　一定の要件を満たしている場合、世帯主でなくても、申出書を提出する
ことで給付金を受け取ることができますが、既に世帯主からの手続きが
済んでいる場合は、この措置を適用することができませんの
で、早めに手続きをしてください。詳細は市ホームページの特
設サイト、またはコールセンターへ。
問印西市物価高騰対策臨時特別給付金コールセンター
☎42-5116月曜～金曜日8時30分～17時15分（12月29日～1月3日除く）

給付金を装った
詐欺に注意!

　市役所が現金自動預払機（ATM）の操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
　このような電話や郵便物が届いたら、自分だけで判断せず、家族や警察（専用電話#9110）に相談しましょう。

印 西 市 物 価 高 騰 対 策 臨 時 特 別 給 付 金

みませんか。みませんか。みませんか。みませんか。

464

千葉ニュータウン
中央駅

アルカサール

コンビニ

銀行

銀行

交番

南口

至小室 至印西牧の原

1号館

中央駅前地域
交流館2号館

市民活動支援センター
はここの2 階です
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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。

「電話de詐欺」に注意

「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」

犯罪や交通事故のない
年末年始を過ごそう
犯罪や交通事故のない
年末年始を過ごそう

　去る9月26日、元印旛村長の吉岡敏夫氏がご逝
去されました。吉岡氏は、昭
和46年から平成7年まで、6
期24年にわたり印旛村長を務
め、順天堂大学や日本医科大
学千葉北総病院の誘致など、
まちの発展に大きく貢献されま
した。また、永年の功績に対
し、従五位を受章されました。

　去る10月21日、柔道家の大澤慶巳氏がご逝去
されました。大澤氏は、昭和39年東京オリンピッ
クの柔道競技コーチを務めた
ほか、全日本柔道連盟国際試
合選手強化委員会（女子）委員
長、早稲田大学名誉教授など
を歴任し、平成18年に柔道最
高段位10段に昇段。国内およ
び世界の柔道の隆盛に大きく
貢献されました。

名誉市民ご逝去

電話de詐欺に遭わないために

●留守番電話にしておく…在宅時でも留守
番電話にしておけば、詐欺の犯人と話をし
なくて済むため、被害を防げます。
●家族で合言葉を決めておく…「親子なら
声を聞き間違えない」というのは思い込み
です。「合言葉」などの約束事を決めておき
ましょう。

時12月10日㈯13時～　
場イオンモール千葉ニュータウン
問印西警察署☎42-0110

年末は、交通事故が増加する傾向があり、重大な交通事故の多発
も予想されます。また、忘年会などで飲酒の機会も増え、飲酒運転
による交通事故も懸念されます。飲酒運転は絶対にやめましょう。

「医療費の還付金があります。ATMに行ってください」
　還付金などに必要な手続きだとかたり、ATMを操作させて口座に送金させ、現金をだ
まし取る詐欺です。公共機関（国・県・市など）が還付のために、ATMの操作をお願いす
ることはありません。
「電話番号が変わった」
　息子などをかたり「電話番号が変わった」と伝え、本物の息子などと連絡を取らせない
ようにした上でだます詐欺です。
「キャッシュカードを預かる」
　警察官などをかたり自宅を訪れ、キャッシュカードを預かろうとするのは詐欺です。
「必ず儲かる」
　社債、未公開株、外国通貨などで「必ず儲かる」という話は、うその投資話で詐欺です。

年末年始
特別警戒

出動式

　犯罪被害に遭わないために

　冬の交通安全運動　12月10日㈯～19日㈪

　ひったくりの6割以上はバイクによる犯行です。車道
の反対側に荷物を持ちましょう。また、自転車のかごに
はカバーを付けましょう。

　鍵のかかっていない家は、泥棒にとって格好の標的で
す。短時間の外出でも鍵をかけ、玄関や窓に補助錠を付
けるなどしましょう。

ひったくりに注意 空き巣に注意

　次のような電話や手紙は詐欺です。すぐに警察などに相談しましょう。

電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506

印西警察署☎42-0110

　なお、歩行者は、夕暮れ時や夜間の外出時は、明るい服装や反射
材を身に着け、目立つようにし、自転車や自動車
を運転するときは、特に子どもや高齢者に注意し、
交通ルールとマナーを守りましょう。

問市民活動推進課防犯対策係☎33-4435

問市民活動推進課市民安全係☎33-4435

12月10日㈯～
　　  令和5年1月3日㈫

吉岡敏夫氏
（瀬戸・享年94）

大澤慶巳氏
（造谷・享年96）

　原山小学校は、先進的な情報教育を推進してきたことが評価され、2022年度学校情
報化認定（日本教育工学協会主催。文部科学省
後援）において「認定校」となり、さらに、そ
の中から特に優れた取り組みを行っている学
校として「学校情報化先進校（情報教育）」に選
定されました。
　去る10月28日に表彰を受賞した松本博幸
校長は「全国で4校のみが選定された先進校の
一つに選ばれ、原山小の取り組みの先進性、
独自性が高く評価されたことを誇りに思う」
と喜びを語りました。
問指導課指導班☎33-4705

独自のカリキュラムで情報教育

原山小学校　学校情報化先進校に認定

▲賞状を手にする松本校長

　印西市芸術文化協会が、令和4年度の千葉県教育
功労者表彰（芸術・文化の部（団体））を受賞し、去る
11月17日、同協会会長が市へ報告に訪れました。
　この表彰は、教育行政・学校保健・芸術文化・社
会教育・学校教育の5分野について、永年にわたり
県の教育・文化の発展に寄与した個人および団体の
功績をたたえ、県教育委員会から贈られるものです。
　同協会は平成5年の設立以来、印西市民文化祭を
主管する団体として毎年運営するなど、文化芸術の振興や継承などに尽力しています。
問生涯学習課文化係☎33-4714

印西市芸術文化協会
千葉県教育功労者表彰を受賞

▲賞状を手にする岩井会長
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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

　ごみ収集の休業期間は、集積所へ排出
された物は回収されません。
　各地区の年末の最終収集日と年始の初
回収集日は、表のとおりです。
　年末は大掃除などで大量のごみが排出
されますので、ごみ集積所への計画的な
ごみの排出にご協力ください。
※クリーンセンターへの直接搬入は、引っ
越しや遺品整理などで多量の場合のみ
問クリーン推進課推進係☎33-4504

粗大ごみの申し込みもお休みです
　ごみ収集と同じ期間は休業です。前日
までの申し込みが必要ですが、年末は電
話が混み合いますので、早めに申し込ん
でください。
申粗大ごみ収集事務所☎80-8686・8時
30分～17時（土曜、日曜日除く）

地区名
年末（最終収集日） 年始(初回収集日）

燃やす
ごみ

燃やさないごみ 資源物 燃やす
ごみ

燃やさないごみ 資源物有害ごみ 有害ごみ
大森・西埜原・七畝割・六軒・中の口・発作上・発作下・亀成 12/29㈭ 12/27㈫ 12/30㈮ 1/5㈭ 1/10㈫ 1/6㈮
西の原・原(千葉ニュータウン）・東の原・牧の原・牧の台 12/29㈭ 12/28㈬ 12/27㈫ 1/5㈭ 1/11㈬ 1/10㈫
木下（上町・下町・幸町）・木下東・竹袋・木下南 12/29㈭ 12/23㈮ 12/28㈬ 1/5㈭ 1/13㈮ 1/4㈬
七軒屋・内川・寺台・仲の側・柏木台・原（草深）・結縁寺・松
崎・宗甫・石道台 12/30㈮ 12/23㈮ 12/28㈬ 1/6㈮ 1/13㈮ 1/4㈬

鹿黒・鹿黒南・泉・草深上・多々羅田・船尾・戸神・戸神台・
武西・武西学園台・中央南・中央北・内野・原山・高花 12/30㈮ 12/28㈬ 12/26㈪ 1/6㈮ 1/11㈬ 1/9㈷

古新田 12/30㈮ 12/22㈭ 12/26㈪ 1/6㈮ 1/12㈭ 1/9㈷
別所・鳴沢 12/30㈮ 12/22㈭ 12/28㈬ 1/6㈮ 1/12㈭ 1/4㈬
本郷・宮内・白幡・浦部・浦幡新田・小倉・和泉・木刈・牧の
木戸・大塚・小倉台・高西新田 12/28㈬ 12/26㈪ 12/29㈭ 1/4㈬ 1/9㈷ 1/5㈭

平岡・馬場・小林牧場・小林台方・小林新田・砂田・小林北・
小林浅間・小林大門下 12/28㈬ 12/22㈭ 12/27㈫ 1/4㈬ 1/12㈭ 1/10㈫

岩戸・大廻・鎌苅・瀬戸・造谷・つくりや台・萩原・平賀・平
賀学園台・舞姫・松虫・美瀬・師戸・山田・吉高・吉田・若萩 12/29㈭ 12/20㈫ 12/28㈬ 1/5㈭ 1/17㈫ 1/4㈬

安食ト杭・和泉屋・押付・笠神・川向・行徳・荒野・酒直ト杭・
桜野・佐野屋・下井・下曽根・将監・甚兵衛・滝・滝野・立埜
原・角田・中・中田切・中根・長門屋・萩埜・松木・みどり台・
本埜小林・物木・竜腹寺

12/30㈮ 12/21㈬ 12/26㈪ 1/6㈮ 1/4㈬ 1/9㈷

地区（大字）名 年末
（最終収集日）

年始
(初回収集日）

浦部・小倉・和泉・白幡・浦幡新田・高西新田・浦部村新田・木刈・大塚・小倉台・牧の木戸 12/27㈫ 1/10㈫
船尾・武西・戸神・戸神台・結縁寺・多々羅田・松崎・草深・泉・高花・小林・小林北・小林浅
間・小林大門下・武西学園台・中央南・中央北 12/28㈬ 1/4㈬

内野・原山・安食卜杭・和泉屋・押付・笠神・川向・行徳・荒野・酒直卜杭・桜野・佐野屋・下
井・下曽根・将監・甚兵衛・滝・滝野・立埜原・角田・中・中田切・中根・長門屋・萩埜・松
木・みどり台・本埜小林・物木・竜腹寺

12/29㈭ 1/5㈭

木下・木下南・木下東・竹袋・平岡・別所・宗甫・大森・鹿黒・鹿黒南・亀成・発作・相嶋・浅
間前・西の原・原・東の原・牧の原・牧の台・岩戸・大廻・鎌苅・瀬戸・造谷・つくりや台・萩
原・平賀・平賀学園台・舞姫・松虫・美瀬・師戸・山田・吉高・吉田・若萩

12/30㈮ 1/6㈮

12月31日㈯～
1月3日㈫は、
ごみ収集が
お休みです

粗大ごみ

年末年始ごみ収集予定表　※当日8時30分までに出しましょう 

印西市空き家バンクに登録しませんか
　全国版空き家バンクを通じ「印西市空き家バンク」を開設し、市内の空き
家情報を公開することで、所有者と利用希望者の橋渡しをしています。
◎売りたい人、貸したい人は
市内に空き家を所有し、利活用を考えている人は、市へ物件登録の申請

をします。
◎買いたい人、借りたい人は
公開された情報を閲覧し、利用したい物件があれば、市と協定を締結し

た協力事業者の仲介、または当事者間で契約交渉を行います。

空き家・空き室リフォーム工事に補助金
　既存住宅(中古物件)を自己の居住のために購入し、リフォーム工事を行
う場合、その費用の一部に補助金を交付します。
◎補助額…対象工事費(20万円以上)の10分の1（上限10万円）※条件によ
り加算あり（最大30万円)
対築10年以上の住宅を購入した日から、1年以内に市内に本店のある業者
の施工でリフォーム工事を行う人
申工事契約前に申請書などを提出(12月28日（水）まで。先着順)
空き家バンクでの成約に補助金
◎補助額…不動産仲介や所有権移転登記などに要した費用(上限5万円)
対市の空き家バンクを利用して空き家を売却または購入した人
申所有権移転登記が完了した日から1年以内に申請書などを提出

空き家を活用しませんか

空き家バンクの仕組み

空き家の
所有者

印西市

全国版空き家バンク

協力事業者

利用
希望者

当事者間で売買・賃貸借の交渉・契約
もしくは

物件登録

物件調査

物件見学

交渉・契約

閲覧

利用者登録

物件見学

交渉・契約

録
登

定
協

携
連

市と協定を締結した団体
およびその構成員（ ）

売りたい
貸したい（ ） 買いたい

借りたい（ ）市は、（一社）千葉県宅地建
物取引業協会印旛支部と媒
介等に関する協定を締結して
います。

空き家などは適切な管理を

　「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「印西市空家等の適切
な管理に関する条例」では、所有者などの責務を規定しています。
　所有者などは、定期的に現地を確認し、樹木の伐採や除草、害虫駆除
などを行い、近隣に迷惑が及ぶことのないよう適切な管理をお願いします。
　事故などが発生した場合、損害賠償を求められることもあります。遠
方に住んでいるなどで、定期的に確認できない場合は、市へ相談してく
ださい。

問建築指導課住宅係☎33-4657

　このファンドでは、まちづくり活動を行う市民活動団体に助成金を交付
しています。
◎募集期間…令和5年1月4日㈬～31日㈫（必着）
◎助成金額…まちづくり活動スタートアップコース（立ち上げ支援部門）：
10万円以内（1団体1回）、まちづくり活動パワーアップコース（ソフト事業
支援部門）：50万円以内（1団体5回まで、2回目以降逓減）、または15万円
以内（1団体10回まで）、市民がつくるまちおこし整備コース（ハード事業
支援部門）：500万円以内（設計、工事費などに係る経費。1事業につき1回）
申応募用紙などは応募の手引きに記載の受付窓口へ提出
※詳細は応募の手引き（受付窓口、市役所市民活動推進課、各支所・公民
館・コミュニティセンター、総合福祉センター、市民活動支援センター、
千葉銀行ホームページで配布）
※相談受け付けは千葉銀行☎043-301-9269

公益信託印西市まちづくりファンド
活用団体を募集

応募団体相談会
時12月16日㈮9時30分～16時30分
場市民活動支援センター
内市民活動団体の立ち上げや、まちづくり活動支援のための助成金申請に
向けた相談会
申 問前日までに千葉銀行信託コンサルティング部公益信託担当☎043-301-
9269へ
※制度に関しては、市民活動推進課活動支援係☎33-4431
フォローアップ個別相談会
時12月17日㈯13時～17時
場市民活動支援センター
内ファンド申請のコツについて、影山貴大氏（市民活動支援センターコーディ
ネーター）が具体的に助言
定4団体
申 問前日までに市民活動支援センター☎48-4500 i.shiencenter@minos.
ocn.ne.jpへ（先着順）

※詳細は2次元コード
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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。

歳入
市税
46.3%

国・県支出金
28.2%

税交付金　5.9%

諸収入　2.7%

繰越金　4.6%

繰入金　4.5%

市債　2.3%

地方交付税　1.3% その他　4.2%

歳出
民生費
39.7%

教育費
16.9%

衛生費
12.7%

総務費
12.0%

土木費　7.5%

消防費　5.0%

公債費　4.0% その他　2.2%

令和3年度

市の決算概要
　市議会の9月定例会で、一般会計・特別会計および公営企業会計の決算が認定されました。
　皆さんが納めた税金などがどのように使われたか、歳入歳出の内容や健全化判断比率など、市
の財政状況について概要をお知らせします。
問財政課財政係☎ 33-4424

一般会計
　一般会計最終予算は、486億372万円（うち、前年度からの繰越分が15億406万円）となり、前年度と比較して18.8％の減と
なりました。※各項目を1万円未満で四捨五入しているため、合計額が一致しない箇所あり

歳入 歳出

科目 予算現額 収入額 収入率
市税 214 億4,856 万円 220 億2,273 万円 102.7％
地方譲与税 3 億8,334 万円 3 億7,742 万円 98.5％
利子割交付金 1,100 万円 1,066 万円 96.9％
配当割交付金 7,600 万円 1 億1,073 万円 145.7％
株式等譲渡所得割交付金 5,261 万円 1 億4,015 万円 266.4％
法人事業税交付金 2 億1,100 万円 2億 496万円 97.1％
地方消費税交付金 20 億1,400 万円 21 億6,772 万円 107.6％
ゴルフ場利用税交付金 1 億2,700 万円 1 億3,154 万円 103.6％
環境性能割交付金 5,300 万円 4,819 万円 90.9％
地方特例交付金 2 億4,035 万円 3 億2,410 万円 134.8％
地方交付税 4 億5,583 万円 6億 795万円 133.4％
交通安全対策特別交付金 1,200 万円 1,207 万円 100.6％
分担金及び負担金 10 億1,834 万円 9 億8,487 万円 96.7％ 
使用料及び手数料 2 億3,499 万円 2 億4,382 万円 103.8％ 
国庫支出金 115 億7,343 万円 104 億1,128 万円 90.0％ 
県支出金 33 億5,338 万円 29 億8,979 万円 89.2％ 
財産収入 3,782 万円 3,912 万円 103.4％ 
寄附金 1,909 万円 1,978 万円 103.6％ 
繰入金 22 億5,491 万円 21億 555万円 93.4％ 
繰越金 21 億9,917 万円 21 億9,917 万円 100.0％ 
諸収入 12 億3,969 万円 12 億7,557 万円 102.9％
市債 15 億8,820 万円 11億 230万円 69.4％ 

歳入合計 486 億 372 万円 475 億2,947 万円 97.7％ 

　一般会計の他に国民健康保険、介護保険および後
期高齢者医療の独立した会計があり、これを特別会
計といいます。受益者からの税金、使用料、保険料
の他、国・県の補助金、一般会計からの繰入金など
で運営しています。

特別会計

会計 予算現額 収入額/支出額 収入率/執行率

国民健康保険 歳入 96億 169万円 93 億7,126 万円 97.6％ 
歳出 96億 169万円 93 億4,129 万円 97.3％ 

介護保険 歳入 59 億6,995 万円 58 億1,153 万円 97.3％ 
歳出 59 億6,995 万円 55 億9,719 万円 93.8％ 

後期高齢者医療 歳入 9 億9,480 万円 9 億8,111 万円 98.6％ 
歳出 9 億9,480 万円 9 億6,871 万円 97.4％ 

　市債残高は、154億2,433万円で、前年度から
6億5,025万円減少しました。

市債の残高

会計名 令和2年度末残高 令和3年度末残高 増減
一般会計 133 億6,803 万円 128 億6,195 万円 ▲ 5億 608万円
水道事業会計 2億 119万円 1 億7,970 万円 ▲2,149 万円
下水道事業会計 25億 536万円 23 億8,268 万円 ▲1 億2,268 万円

合計 160 億7,458 万円 154 億2,433 万円 ▲6 億5,025 万円

科目 予算現額 支出額 執行率
議会費 2 億7,612 万円 2 億6,294 万円 95.2％
総務費 53 億5,334 万円 50 億9,219 万円 95.1％ 
民生費 190 億1,001 万円 168 億5,341 万円 88.7％ 
衛生費 59 億9,331 万円 53 億8,633 万円 89.9％
農林水産業費 5 億2,135 万円 4 億9,554 万円 95.0％ 
商工費 7 億6,549 万円 1 億5,928 万円 20.8％
土木費 45 億1,133 万円 32 億2,230 万円 71.4％ 
消防費 21 億5,801 万円 21 億1,096 万円 97.8％
教育費 82 億1,784 万円 71 億7,189 万円 87.3％ 
災害復旧費 2,221 万円 1,706 万円 76.8％
公債費 16 億9,197 万円 16 億9,049 万円 99.9％ 
予備費 8,274 万円  0円 0.0％

歳出合計 486 億 372 万円 424 億6,237 万円 87.4％ 

一般会計予算ではこんな事業を行いました 

■民間保育園の保育委託に関する経費 ...............................31億1,077万円
■障害者自立支援給付事業 ...................................................21億8,797万円
■民間保育園の助成に関する経費 .......................................14億1,161万円
■そうふけ公民館施設管理に要する経費 ..............................8億8,977万円
■小学校施設整備改修事業 ......................................................6億7,225万円

■歳入内訳 ■歳出内訳

　水道事業および下水道事業では、経営の健全
化・透明化を図るため、地方公営企業法におけ
る公営企業会計を導入しています。

公営企業会計

会計 予算現額 収入額/支出額 収入率/執行率

収益的収支 歳入 7 億3,347 万円 7億 612万円 96.3％
歳出 7億 824万円 6 億4,837 万円 91.5％ 

資本的収支 歳入 9,355 万円 1億 297万円 110.1％ 
歳出 2 億7,958 万円 2 億2,156 万円 79.2％ 

■水道事業会計

会計 予算現額 収入額/支出額 収入率/執行率

収益的収支 歳入 31 億8,567 万円 32 億2,940 万円 101.4％ 
歳出 31 億2,818 万円 29 億9,866 万円 95.9％

資本的収支 歳入 1 億4,776 万円 9,880 万円 66.9％ 
歳出 3 億7,765 万円 2 億8,406 万円 75.2％ 

■下水道事業会計

　全ての比率が早期健全化基準（資金不足比率の場合は経営健全化基準）を下回
り、健全財政を維持しています。今後も効率的、効果的な財政運営に努め、皆
さんが安心して暮らせるまちづくりを進めます。

健全化判断比率および資金不足比率

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないので「-」と表示

指標名 令和3年度 早期健全化基準
実質赤字比率 - 12.25 
連結実質赤字比率 - 17.25 
実質公債費比率 0.2 25.0 
将来負担比率 2.2 350.0 

■健全化判断比率 単位:%

※資金不足比率は、資金不足額が生じていないので「-」と表示

会計名 令和3年度 経営健全化基準
水道事業会計 - 20.0 
下水道事業会計 - 20.0 

■資金不足比率 単位:%
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【発熱、のどの痛み、咳などの症状があり受診したい場合は】　かかりつけ医や身近な医療機関へ事前に電話（必ず症状を伝達）、または千葉県発熱相談コールセンター
☎0570-200-139（24時間）へ

令和３年度財務書類から見る

市の財政状況
　市では、総務省が示した「統一的な基準」により財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算
書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成しています。ここでは、令和３年度決算に基づ
き作成した一般会計の貸借対照表と行政コスト計算書を公表します。
問会計課出納係☎ 33-4587

貸借対照表
　年度末に市が保有する「資産」「負債」「純資産」の残高を示すもので
す。表の左側に資産を、右側に負債および資産と負債の差額である
純資産を計上しています。
　最下段の資産合計と負債・純資産合計が一致しバランスが取れて
いることから、バランスシートとも呼ばれています。
行政コスト計算書
　１年間の行政活動のうち、福祉サービスやごみの収集にかかる経
費など資産形成につながらない行政サービスに要した経費（経常行政
コスト）と、その行政サービスの対価として得られた財源（経常収益）
などを表しています。
　経常行政コストから経常収益合計を差し引いたものが、当該年度
の純経常行政コストとなります。
純資産変動計算書
　貸借対照表の「純資産の部」に計上されている各項目が、１年間で
どのように変動したかを表す財務書類です。
資金収支計算書
　１年間の現金の収支を性質の異なる３つの区分に分けて表示し、
どのような活動に資金が必要とされ、どのように賄ったかを表す計
算書です。

　お正月の「門松カード」を市
役所、各支所・出張所・公民
館および市内郵便局で配布し
ています。
※市ホームページか
らのダウンロード可

問農政課農政係
☎33-4487

お正月
「門松カード」の配布

　森林環境譲与税は、森林の整
備・促進のため国から市へ譲与
されるものです。その使途につい
て、森林環境税および森林環境
譲与税に関する法律の規定によ
り公表します。
※歳入の森林環境譲与税11,740
千円と歳出の各事業に使われた
当年度森林環境譲与税11,022千
円の差額718千円は、令和4年度
に繰り越して印西市森林環境整
備基金積立金に積み立てます
問農政課農政係☎33-4487

令和３年度「森林環境譲与税」の使途

事業名 事業費
財源内訳

当年度森林
環境譲与税 基金取崩額 その他

千葉県森林クラウドシステム使用料 83 82 0 1
チェーンソー及び刈払機の安全講習会実施業務委託 342 342 0 0
林業体験教室 36 36 0 0
千葉県森林経営管理協議会会費 109 109 0 0
「草深の森」病害虫等被害木伐採業務委託 1,702 1,702 0 0
「草深の森」樹木伐採業務委託 495 495 0 0
「草深の森」伐採木等撤去処分業務委託 1,034 1,034 0 0
「草深の森」看板設置工事業務委託 466 466 0 0
木材パーテーション（ベビーアスレ）の購入 212 212 0 0
印西市森林環境整備基金積立金 6,544 6,544 0 0

合計 11,023 11,022 0 1

【歳入】森林環境譲与税　11,740千円
【歳出】

※市ホームページか
らのダウンロード可

１. 人にかかるコスト：行政サービスの担
い手である職員にかかるものです。給
与費や退職手当引当金の増加額などが
含まれています。

２. 物にかかるコスト：地方公共団体が最
終消費者となっているものです。物件
費、施設の維持管理費、減価償却費
（※）などが含まれています。
※減価償却費…有形固定資産が時の経
過で、損耗磨耗などにより価値が減少
したと認められる額

３. 支払利息などにかかるコスト：人や物
にかかるコスト以外のものです。市の
借金の支払い利息などが含まれます。

４. 移転にかかるコスト：他の主体に移転
して効果が出る（消費される）もので
す。生活保護などのように、被扶助者
に支給されるものや、各種の負担金や
補助金、一般会計から他の会計への繰
出金などが含まれます。

行政コスト計算書

全体 市民1人
当たり

1.使用料・手数料Ⓑ 243,780 2
2.その他Ⓒ 1,301,001 12
3.経常収益合計（Ⓑ+Ⓒ）Ⓓ 1,544,781 14
4.（差引）純経常行政コスト
Ⓐ-Ⓓ 41,632,887 385

■経常収益の部 （単位:千円）

全体 市民1人
当たり

1.人にかかるコスト 6,909,007 64 
2.物にかかるコスト 17,665,970 163 
3.支払利息などにかかるコスト 538,459 5 
4.移転にかかるコスト 18,064,232 167 
経常行政コスト　計　Ⓐ 43,177,668 399 

■経常行政コスト（消費）の部 （単位:千円）

（単位:千円）

貸借対照表（バランスシート）の見方
　表の左側（借方）に市が保有している土地・建物・預金などの資産を示し、右側（貸方）にその資産を形成したために、将来の世代が負担し今後支払いが
必要となる「負債」と、これまでの世代が既に負担し支払いの必要がないもの「純資産」がいくらあるのかを示しています。

印西市貸借対照表（バランスシート）

借方 貸方

〔資産の部〕 全体 市民1人
当たり 〔負債の部〕 全体 市民1人

当たり

1
固　
定
資
産

(1)有形固定資産 200,374,461 1,853 1
固
定
負
債

(1)地方債 11,346,042 105
①事業用資産 63,107,736 584 (2)長期未払金 1,978,021 18
②インフラ資産 135,992,602 1,258 (3)退職手当引当金 4,094,430 38
③物品 4,990,558 46 固定負債合計 17,418,493 161
④物品減価償却累計額 ▲3,716,436 ▲34 2

流
動
負
債

(1)1年内償還予定地方債 1,515,907 14
(2)無形固定資産 59 0 (2)未払金 604,168 6
(3)投資その他の資産 10,641,415 98 (3)賞与等引当金 482,653 4
①投資及び出資金 2,591,280 24 (4)預り金 444,556 4
②長期延滞債権 349,596 3 流動負債合計 3,047,284 28
③基金 7,719,973 71 負債合計 20,465,777 189
④徴収不能引当金 ▲19,434 0

固定資産合計 211,015,934 1,951 〔純資産の部〕
２　

流
動
資
産

(1)現金預金 5,511,649 51 １固定資産等形成分 220,623,367 2,040
(2)未収金 164,379 2 ２余剰分（不足分） ▲14,799,101 ▲137
(3)基金 9,607,433 89 純資産合計 205,824,266 1,903
①財政調整基金 9,519,485 88

※千円未満で四捨五入しているため、合計額が一致しな
い箇所あり

②減債基金 87,948 1
(4)徴収不能引当金 ▲9,353 0

流動資産合計 15,274,109 141
資産合計 226,290,043 2,093 負債・純資産合計 226,290,043 2,093

固定資産
市が所有する土地・建
物などの資産を区分表
示したもの

地方債
市債のうち、翌々年度
（令和5年度）以降の償還
が予定されている元金

投資及び出資金
水道事業などへの出資
金や信用保証協会な
どへの出捐金

退職手当引当金
年度末に在職する職員
が普通退職する場合に
必要な退職手当推計額

未収金
基準日までに徴収でき
なかった税金など

純資産合計
これまで形成された資
産のうち、既に負担し
た金額

流動資産
年度間の財源を平準化
するための基金や将来
の市債償還に充てるた
めの基金などで、年度
末の歳計現金も含む

負債合計
これまで形成された資
産のうち、今後返済が
必要な金額

基金
まちづくりなど特定の
目的に使用する基金

1年内償還予定地方債
市債のうち、翌年度(令
和4年度）中の償還予定
元金

令和4年3月31日現在　（単位:千円）
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「おでかけインフォメーション」は、今後開催されるイベントなどを紹介し、「写真deホットNEWS」は、最近開催されたイベントやまちの出来事などを紹介します。

　お囃
は や

子
し

や太鼓の演奏、年明けには威勢の良い掛け声ととも
に境内を練り歩く勇壮な神輿が見られます。地元の皆さんが
振る舞うそばや甘酒で、心も体もポカポカに。
場六軒厳島神社（大森）
内お囃子、印旛龍凰太鼓の演奏、下総誠粋會の万灯神輿など

第30回
六軒年越し神

み

輿
こ し12月31日㈯

21時～

3年ぶりの開催！
新年は神輿で験担ぎ

　スイム（水泳）・バイク（自転車ロードレース）・ラ
ン（長距離走）の3種を連続して行う耐久競技、トライアスロン。9月
17日・18日にカザフスタンのアクタウで開催されたアジアトライアスロン選手権に出
場した池野さんは、男女4人で挑むミックスリレーで優勝を飾り、個人戦エリート女子
の部でも6位入賞を果たしました。
　小学1年から高校3年生まで競泳に力を注いできた池野さん。選手としてインターハ
イに手が届かなかったもどかしさから、他の分野での自分の可能性を試したいと思った
ことがきっかけで、トライアスロンへの道が開けたそうです。現在の池野さんのトレー
ドマークであるスイムで差をつける戦法は、今まで競泳技術を磨いてきた賜物です。
　現在は、パリ五輪出場をかけたポイント争いのさなか。「海外選手の体格や軸の強さに
負けないような体づくりに取り組みたい」と意気込みました。

不屈の精神で世界に挑む!
トライアスロンアジア選手権・
ミックスリレー優勝

平成9年生まれ。滝野中学校出身。大学入学と同時
にトライアスロンを始める。現在は佐賀県スポー
ツ協会に所属し、得意のスイムを武器に海外のレ
ースにも出場し活躍。

さまざまな分野で活躍する人をご紹介

池野　みのりさん

31

大型絵本や紙芝居の読み聞かせで、
楽しい時間を過ごそう！

クリスマスイベント
図書館の

大森図書館クリスマス会

小倉台図書館クリスマスのおはなし会

本埜図書館クリスマスのおはなし会

時12月10日㈯11時～※45分程度
場文化ホール
対幼児～小学3年生ぐらい
定50人
申12月2日㈮9時から下記窓口で整理券
を配布（先着順）
問大森図書館☎42-8686

時12月17日㈯11時～※30分程度
場中央駅前地域交流館
対幼児～小学3年生ぐらい
定20人
申12月2日㈮9時から下記へ（先着順）
問小倉台図書館☎47-5511

時12月17日㈯10時30分～※30分程度
場本埜図書館
対幼児～小学3年生ぐらい
定10人
申12月2日㈮9時から下記へ（先着順）
問本埜図書館☎97-3210

大型絵本や紙芝居の読み聞かせで、
楽しい時間を過ごそう！
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　印西市のマイナースポットを発掘したい!そんな思いから地
図を開いてみると、ある場所を発見。印西市竹袋“ふれあいの
小径”……?これは確かめに行くしかない!
　“ふれあいの小径”は200メートルほどの短い散歩道。事前情
報によれば、竹袋稲荷神社から出発するルートがおすすめとの
こと。神社の専用駐車場に車を止め、赤い鳥居をくぐると、そ
こは青々と生い茂るコケが神秘的な空間でした。神社の歴史は
古く、「1288年、京都伏見稲荷神社より勧

か ん

請
じょう

された」との説明
も。あちこちに祭られたキツネの像や人形が癒しです。

　神社の本殿を右手に、奥へと進んでいくと、「ふれ
あいの小径」の看板が。見上げるほど高い木々に圧
倒されたり、高い声でさえずる鳥たちの声に癒され
たり、巨大なキノコの数々に興奮したり。葉の隙間
から差し込む木漏れ日は美しく、思いがけず感動的。
自然の世界にゆったりと身を委ねる心地よさを、皆
さんも味わってみてくださいね。

五感で感じる散歩道!
印西市のパワースポット
“ふれあいの小

こ

径
みち

” 広報レポーター
木下　詩織（大塚）

今年度の各月の
レポートはこちら ▶ 

▶
鳥
居
の
先
に
は
神
秘
的
な
空
間
が

◀
高
い
木
々
に
囲
ま
れ
た
「
ふ
れ
あ
い
の
小
径
」

この
看板か

ら小径がスタート

竹
袋

稲荷神社の本殿からのルートが
おす
すめ

▲中高生で演じられた天狐乱舞 ▲大蛇の舞

◀ 500年以上
続く伝統を
つなぎます

　新型コロナウイルスの影響で、今年
の奉納はありませんでしたが、例年浦
部鳥見神社で舞われる神楽です。
問生涯学習課文化係☎33-4714

　中根鳥見神社では、地元住民らの参加
で3年ぶりに神楽が奉納されました。
　演目は16座伝わるうち「かためみこ
の舞」「天狐乱舞」「五穀祖神種蒔」の3座
のみ上演。今年は後継者として、本埜中
学校2年の加藤結虎さんが無形民俗文化
財伝承書を手渡されました。
問生涯学習課文化係☎33-4714

浦部の神楽

中根鳥見神社の神楽

10月
第3日曜日

10月17日

県指定無形民俗文化財

県指定無形民俗文化財

　去る11月12日、秋晴れの下、千葉ニュータウン中央駅周辺で開催された
「イルミライ★INZAI点灯式イベント」には、多くの人出がありました。
　ステージイベントやキッチンカーも登場し、昼ごろからにぎわいを見せた会場。
点灯時間になると、板倉市長と5組15人の市民がスイッチを押し、一面が光に包まれま
した。来場者からは拍手が沸き起こり、冬の風物詩の幕開けを飾りました。
問経済振興課プロモーション推進室☎33-4477

イルミライ★INZAI点灯式イベント

11月12日
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おはなし会（12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】11日㈰、25日㈰14時～　【そうふけ図書館】毎週土曜日15時～　【小
倉台図書館】8日㈭、22日㈭15時30分～　【印旛図書館（いんば児童館）】8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】17日㈯10時30分
～

対初回接種(1・2回目)を完了し、最終接種か
ら3カ月を経過した12歳以上（モデルナの場合
は18歳以上）
※既にオミクロン株対応2価ワクチンを接種し
た人は除く
接種券…送付日は市ホームページ
小児（5～11歳）のワクチン接種
　国から供給された小児用ワクチンの有効期限
は12月末まで（延長される場合あり）となって
いますので、早めの接種を検討してください。
※3回目接種券の送付日は市ホームページ
乳幼児のワクチン接種
対生後6カ月～4歳
接種券…送付日は市ホームページ
※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へ

中途失聴者・難聴者のための例会
時①12月3日㈯13時30分～16時②17日㈯14時
～16時30分
場佐倉市中央公民館
内①手話学習会②聞こうかい・話そう会
対聞こえに関係なくどなたでも
初めての人は1,200円
他要約筆記のサポートあり
問（特非）千葉県中途失聴者・難聴者協会印旛事務
所 043-461-6533

「新ヘルスアップ教室」受講者募集
　タニタヘルスリンクのシステムを使い、一人一
人の健康状態や生活習慣に応じた、プログラムを
専門のスタッフが指導します。自宅でも続けられ
る運動です。
時令和5年1月から3カ月1クール・毎週火曜～土
曜日のいずれかの日・9時～15時50分の間で80
分程度
場そうふけふれあいの里※令和5年度は松山下公
園で実施予定
内ストレッチおよび筋力トレーニング集団指導
（自体重やセラバンドを使用）、有酸素運動（ステッ
プウェル、エアロバイク）など
対市内在住の35歳以上
定30人
月4回コース6,270円（3カ月分）、月8回コース

7,830円（3カ月分）、活動量計代4,950円（入会
時に購入）
申12月15日㈭まで（先着順）
【初回面接】
12月6日㈫～17日㈯のいずれかの日で50分程度
問ヘルスアップ教室☎37-3510（9時～16時、火
曜～土曜日（祝日除く））

ご存じですか ?特別児童扶養手当
　心身に重度、中度の障がいがあるため、日常生
活で介護を必要とする在宅の20歳未満の児童を
養育している父母や養育者に支給される手当で
す。
対身体障害者手帳3級以上、療育手帳Bの1以上、
精神保健福祉手帳2級以上、身体障害の内部障害
（心臓、腎臓など）で手帳所持者と同程度の人
◎手当月額…1級52,400円、2級34,900円

※施設などへ入所、または障がいを事由とする公
的年金を受給した場合は資格を喪失します
問障がい福祉課支援係☎33-4136

印旛山武地域難病相談支援センター
講演会

時12月21日㈬14時～16時
場オンライン（Zoom）開催
内テーマ「難病患者就職サポーターにきく就労支
援～自分らしく働こう～」。印旛山武地域難病相
談支援センター（成田赤十字病院）、印旛保健所、
山武保健所共催。講師:芦沢久恵氏（ハローワー
ク千葉専門援助部門難病患者就職サポーター）
対難病患者、長期療養者および家族、
支援者など
申2次元コードから
問成田赤十字病院地域医療連携課☎22-9950

健康・
福祉情報

　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。

法律相談
（弁護士）

①9日㈮②16日㈮③23日㈮10
時～15時【予約開始】①2日㈮②
9日㈮③16日㈮※先着8人（初め
ての人優先）

市役所附属棟

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）

23日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈭※先着6人（初
めての人優先）

市民生活相談
（税理士）

16日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈭※先着6人（初
めての人優先）

人権よろず
相談

9日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈭※先着4人

行政相談
（行政相談委員）

9日㈮10時～15時
【予約開始】1日㈭※先着8人・電
話相談の場合あり

交通事故巡回
相談

16日㈮10時～15時【予約受付】
14日㈬まで※先着4人

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

毎週火曜日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

1日㈭、15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

22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 3日㈯、毎週水曜、金曜日（2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 毎週月曜～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

20日㈫13時30分～15時30分
※先着2人

中央駅前地域
交流館

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 11日㈰10時～15時
【事前予約優先】

市商工会
☎42-2750

Consultation
for
Foreigners
外
が い

国
こ く

人
じ ん

のため
の無

む

料
りょう

相
そ う

談
だ ん

9日
にち

、金
き ん

曜
よ う

日
び

9時
じ

～16時
じ  

電
で ん

話
わ

で予
よ

約
や く

してください
市
し

役
や く

所
し ょ

企
き

画
か く

政
せ い

策
さ く

課
か

政
せ い

策
さ く

推
す い

進
し ん

係
がかり

☎33-4068

結婚に関する
なんでも相談
会

24日㈯10時～18時
【オンライン相談可】

アンソレイエ
（中央南2-3-1）

㈱C・B・H
☎080-6955-6080

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 12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

　新型コロナワクチン接種には、接種券が必
要です。転入者など接種券が届かない人は、
市コールセンターへ問い合わせてください。
12歳以上の初回接種（1・2回目）は年内に
　新型コロナワクチン接種は、現時点で令和
5年3月31日㈮までとなっていますが、それま
でにオミクロン株対応2価ワクチンを接種する
場合には、12月末までに2回目の接種を完了
させる必要がありますので、早めの接種を検
討してください。
オミクロン株対応2価ワクチン
　市内医療機関では、ファイザー社製のオミク
ロン株（BA.4-5）対応ワクチンが接種できます。
　モデルナ社製のオミクロン株（BA.4-5）対応
ワクチンは、12月中旬から接種できるように
調整中。

　　　　問印西市コロナワクチンコールセンター
　 ☎50-2657平日9時～17時

新型コロナワクチン
※詳細は市ホームページ



9令和4（2022）年12月1日号 ̶ No.966

保健センター通信
中央保健センター☎ 42-5595

237 毎朝すっきり起きられますか ?

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）

◎感染症の感染防止対策を講じた上で実施します。

▼健康づくり相談（一般対象・予約制）
時月曜～金曜日9時～16時
場中央保健センター、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（対象者へ個別に通知）
ころころ相談（集団）
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12月14日㈬
場文化ホール
内栄養士、歯科衛生士による相談、
　身体計測（希望者）
対5～18カ月ごろ
申12月9日㈮までに2次元コードから

▼オンライン離乳食教室（予約制・先着順）
時12月9日㈮
内栄養士による講話、
　質問コーナー※Zoomで
対5～11カ月ごろ
申12月4日㈰までに2次元コードから

▼幼児健診（対象者へ個別に通知）
1歳6カ月児健診
内集団：身体計測、内科健診
　個別：歯科健診
対1歳6～8カ月ごろ

2歳児歯科健診
内個別：フッ化物塗布あり（希望者）
対2歳6カ月ごろ

3歳児健診
内集団：身体計測、尿検査、内科健診
　個別：歯科健診
対3歳6～8カ月ごろ

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

　1日8時間の睡眠をとる人は、人生の3分の1は眠っている
ことになります。人生100年だとしたら、そのうち約33年
は眠っているということです。睡眠は、人が生きる上で欠か
せないものです。
　日中に強い眠気があったり、疲れが取れなかったりする
場合は、睡眠が不足しているサインです。これを機に、睡眠
について見直しましょう。
日本人の睡眠時間は
　令和2年度にNHKが調査した国民生活時間調査による
と、平均睡眠時間は平日7時間12分、土曜日7時間46分、
日曜日8時間2分でした。
どれだけ眠れば良いか
　人の眠りには、レム睡眠（浅い眠り：記憶の整理や定着）
とノンレム睡眠（深い眠り：脳や体の疲労回復）があり、90
分の周期で変動します。個人差はありますが、6～8時間の
睡眠をとるように心がけましょう。
快適な睡眠をとるには
　良い睡眠をとれるかは、1日の過ごし方で決まります。で
きることから実践しましょう。
【朝】決まった時間に起きて太陽の光を浴びる。朝食をきち
んと食べる
【昼】趣味や家事などを楽しむ。明るい所で過ごす。眠くな
ったら15～20分の短い昼寝をする。買い物や散歩など軽い
運動を心がける
【夜】心が落ち着く音楽などで脳と心身をリラックスさせる。
お風呂はぬるめ（38～40℃）にする。飲酒は控えめにして
寝酒をしない。寝る前3～4時間以内は激しい運動をしな
い。たばこを吸わない。スマートフォンやパソコンなどから
出るブルーライトを見ない
どうしても眠れない場合は
　無理に眠ろうとすると余計に眠れなくなるため、一度寝
床から出て、眠くなったら寝床に戻ると良いでしょう。睡眠
が十分にとれないと感じる人の中には、睡眠時無呼吸症候
群や睡眠障害、うつ病といった精神疾患などの疑いがある
場合もあります。原因に合わせた対処が必要ですので、気
になる症状がある場合は専門機関で早めに受診しましょう。

問中央保健センター☎42-5595

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、世界人権宣言が採択された昭和23年の12月
10日にちなんで人権週間を定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思
想の普及高揚に努めています。

STOP！コロナ差別
　新型コロナウイルス感染症に関連した差別やいじめも決してあってはなりません。
正しい理解で差別をなくしましょう。悩み事などがあれば、まずはご相談ください。
◎みんなの人権110番☎0570-003-110
◎インターネット人権相談（https://www.jinken.go.jp）
◎特設人権相談所 時12月5日㈪～9日㈮10時～16時　場問千葉地方法務局佐倉支局
（佐倉市）☎043-484-1222

 北朝鮮人権侵害問題啓発週間　12月10日㈯～16日㈮ 
　この週間は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深め、国際社会
と連携しつつ実態を解明し、その抑止を目的として、平成18年に定められました。拉
致問題の解決など、人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と
して、関心と認識を深めていくことが重要です。
問法務省人権擁護局☎03-3580-4111

第74回人権週間　12月4日㈰～10日㈯

「誰か」のこと
じゃない

第74回人権週間　12月4日㈰～10日㈯

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・人KENあゆみちゃん
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▶市役所本庁…10日（土）、24日（土）8時30分～17時15分　▶ 中央駅前出張所…3日（土）、17日（土）8時30分～17時15分
▶印旛支所…毎週土曜日8時30分～12時（31日を除く）　▶ 滝野出張所…毎週土曜、日曜日8時30分～17時15分（31日を除く）

今月の市民課窓口業務の
土曜・日曜開庁（祝日除く）

※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時～

壊した場合、令和5年度のその家屋
にかかる固定資産税・都市計画税は
課税されません。
　登記簿に登記されていない家屋
（未登記家屋）を取り壊し（滅失）し
た場合や、家屋の滅失登記を申請し
ていない場合は、必ず連絡してくだ
さい。
問課税課家屋係☎33-4446
従業員の個人住民税は特別徴収で納付を
　特別徴収とは、事業主が従業員に
代わって、毎月従業員に支払う給与
から個人住民税を天引きし、市町村
に納付する方法です。事業主は、全
ての従業員の個人住民税を特別徴収
で納付する必要があります。
　特別徴収を行うためには、事業主
は、令和5年1月31日㈫までに、従
業員が居住する市町村に給与支払報
告書を提出する必要があります。
※詳細は2次元コード
問課税課市民税係☎33-
4443、県税務課☎043-
223-3099

納め忘れはありませんか
国民年金保険料
　国民年金保険料は日本年金機構か
らの納付書（領収済通知書）などに
より、毎月の保険料を翌月末日まで
に納めるものです。未納付があると、
将来の老齢基礎年金や障害・遺族年
金などが受けられない場合がありま
す。
　今年度の保険料額は、1カ月16,590
円です。納めた保険料は全額が社会
保険料控除の対象となり、税負担が
軽減されます。未納付の人は納付書
を持参し、金融機関やコンビニで納
付してください。
　なお、納付が困難な場合は所得条
件などにより「保険料免除制度」「納
付猶予制度」「学生納付特例制度」が
ありますので、ご相談ください。
問船橋年金事務所☎047-424-8811、
国保年金課高齢者医療年金係☎33-
4470
ご存じですか
後期高齢者の障害認定
　75歳の誕生日から、手続き不要
で後期高齢者医療制度の被保険者と
なりますが、65歳以上75歳未満で
も一定の障害がある人は、申請する
ことで広域連合の認定を受けた日か
ら後期高齢者医療制度の被保険者と
なることができます。
【一定の障害とは】①国民年金証書
（障害基礎年金など）1・2級②身体
障害者手帳1～3級および4級の一部
（音声、言語、下肢1・3・4号）③
療育手帳（重度の区分）④精神障害
者保健福祉手帳1・2級
【申請に必要な書類】身体障害者手
帳など障害の程度が分かる物
問国保年金課高齢者医療年金係☎
33-4470

リフレッシュ教室
【ストレッチ（筋膜リリース）】 時
令和5年1月11日～3月15日の毎週
水曜日（全10回）10時～11時　内
ストレッチの他、ボールやローラー
などを使い、筋肉と筋膜の動きを正
常な状態に戻す。血行促進と柔軟性
を向上し、ゆがみや痛みを解消
【コンディショニング】 時令和5年
1月12日～3月23日の毎週木曜日
（2月23日を除く・全10回）10時～
11時　内音楽に合わせて身体を動
かしたり、ストレッチをしたり、自
宅にある物を使ったエクササイズで
筋肉の張りを解消。慢性的な疲れの
解消を目指す
【ヨガ】 時令和5年1月13日～3月
24日の毎週金曜日（2月24日を除
く・全10回）10時～11時　内呼吸
を整え、ポーズ、瞑

め い

想
そ う

などをし身体
をリラックスさせ、心身のバランス
を整える
◎共通事項 場松山下公園総合体育
館　対市内在住・在勤・在学の人※
初心者優先　定各20人　 1回400
円　申12月15日㈭までに申込書
を下記へ（抽選）※詳細は市ホーム
ページ　問スポーツ振興課振興係☎
42-8417 42-8427 sportska@
city.inzai.chiba.jp
第20回印西オープンテニス大会
時令和5年1月15日、22日、29日の
各日曜日8時15分～受け付け※予備
日2月5日㈰、12日㈰　場松山下公
園テニスコート　内男子ダブルス、
女子ダブルス（トーナメント方式に
よる6ゲームマッチ、セミアドバン
テージ、7ポイントタイブレーク）
対どなたでも　定男女各64ペア　
連盟加盟者ペア2千円、連盟加盟

者と未加盟者ペア2,500円、連盟
未加盟者ペア3千円　他12月25日
㈰17時から松山下公園総合体育館
でドロー会議開催。代表者は必ず
出席　申12月15日㈭までに申込書
（松山下公園総合体育館、連盟ホー
ムページで配布）に参加費を添え、
現金書留で下記へ（先着順）※大会
要綱などは連盟ホームページ　問市
テニス連盟・齋藤輝一☎42-3685
（〒270-1326印西市木下1341-1）

会計年度任用職員・パートタイム
（市立保育園・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③16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　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
令和4年度会計年度任用職員・パー
トタイム（環境保全課）
◎任用期間…令和5年1月4日～3月
31日　◎勤務時間…平日9時～16
時(週5日)　◎報酬…時給1,020円
～1,050円※諸手当あり　内窓口業
務および事務処理業務など　対パソ
コン操作ができる人　定2人　他面
接あり　申12月15日㈭(消印有効)
までに履歴書(写真貼付)を下記へ　
問環境保全課鳥獣被害対策係☎33-
4439
令和4年度会計年度任用職員・パー
トタイム（会計課）
◎任用期間…令和5年2月1日～3月
31日　◎勤務時間…平日9時～16
時（週5日）　◎報酬…時給980円※
諸手当あり　内伝票・事務用品の整
理など　定1人　他面接あり　申12
月15日㈭（消印有効）までに履歴書
（写真貼付）を下記へ　問会計課出
納係☎33-4587
令和5年度会計年度任用職員・パー
トタイム（①草深ふれあい市民セン
ター②牧の原地域交流センター）
◎任用期間…①令和5年4月1日～8
月31日②令和5年4月1日～令和6年
3月31日
◎勤務時間…8時30分～17時15分
（週3日）※土曜、日曜日、祝日勤
務あり　◎報酬…時給1,020円～
1,050円※諸手当あり　内窓口業
務、施設管理など　対パソコン操
作ができる人　定各2人　他面接あ
り　申12月16日㈮（消印有効）まで
に履歴書（写真貼付）を下記へ　問
社会福祉課厚生係☎33-4513
令和5年度会計年度任用職員・パー
トタイム（市民課（出張所含む））
◎任用期間…令和5年4月1日～令和
6年3月31日　◎勤務時間…8時30
分～17時15分（週4日）または9時
～16時（週5日）※土曜、日曜日勤
務の場合あり　◎報酬…時給1,020
円～1,050円※諸手当あり　内窓口
業務および旅券事務、マイナンバー
カードに関する業務　対パソコン操
作ができる人　定10人程度　他面
接あり　申12月15日㈭（消印有効）
までに履歴書（写真貼付）を下記へ　
問市民課住民記録係☎33-4442

令和5年度会計年度任用職員・パー
トタイム（学務課）
◎任用期間…令和5年4月1日～令和
6年3月31日　◎職種…①【小・中
学校学習指導員】児童生徒の指導・
支援②【小・中学校介助員】児童生
徒の支援・介助③【幼稚園補助教員】
園児の指導・支援④【幼稚園支援員】
園児の支援・介助⑤【日本語指導員】
帰国子女の日本語指導　◎勤務時間
…平日8時～16時30分（①②週3～
5日③④週5日）の間で1日6時間⑤
平日8時～16時30分（週2日）の間で
1日3時間　◎報酬…時給①1,250
円～1,310円②1,150円～1,200円
③1,220円～1,270円④1,020円～
1,050円⑤1,130円～1,160円※諸
手当あり　場①②⑤市内小中学校③
④市内幼稚園　対①教員免許を有す
る人②④資格不問③幼稚園教諭免許
を有する人⑤外国語が話せる人　他
面接あり　申12月16日㈮（必着）ま
でに履歴書（写真貼付）、資格書の
写しを下記へ　問学務課学務係☎
33-4704
令和5年度会計年度任用職員・パー
トタイム（指導課）
◎任用期間…令和5年4月1日～令和
6年3月31日　◎職種…【英語教育
コーディネーター】小学校での学級
担任および外国語指導助手との英語
授業補助、授業指導案や教材の作成
補助など　◎勤務時間…平日8時～
16時（週4日）の間で1日4～6時間
※学校により勤務曜日は異なる　◎
報酬…時給1,150円～1,200円※諸
手当あり　場市内小学校　対英語が
堪能な人　他面接あり　申12月16
日㈮（必着）までに申込書（写真貼付）
を下記へ　問指導課指導班☎33-
4705
令和5年度会計年度任用職員・パー
トタイム（市教育センター）
◎任用期間…令和5年4月1日～令和
6年3月31日　◎職種…①【教育相
談員】教育相談室などでの相談業務
②【適応指導教室指導員】適応指導
教室での学習指導および支援など
③【学校司書】小中学校図書館の整
備・児童生徒の読書活動推進に関す
る業務　◎勤務時間…①平日9時～
16時（週3日）②平日9時～15時（週
3～4日）③平日1日5～6時間（週3
～5日）　◎報酬…時給①1,310円
②1,250円～1,310円③1,020円～
1,050円※諸手当あり　場①市教育
センター②③市内小中学校　対①教
員・相談員経験者またはそれに準ず
る資格②教員免許またはそれに準ず
る資格③司書または司書教諭　他面
接あり　申12月16日㈮（必着）まで
に履歴書（写真貼付）、資格証の写
しを下記へ　問市教育センター☎
47-0400

家屋を取り壊したら連絡を
　令和5年1月1日までに家屋を取り
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市長談話室 市長と直接対話のできる市長談話室。今月は第4回市議会定例会などのため、市長談話室はお休みします。次回の開催は、本紙1月1日号でお知らせ
します。　問秘書広報課広報広聴係☎42-5117

プラザ　内クリスマスフラワーBOX
を作る。講師：萩山幸子氏（T.JYU
主宰）　対どなたでも　定10人　
2千円　他はさみ持参　申氏名、連
絡先を下記へ（先着順）　問永治プラ
ザ☎42-1101

救命講習
時12月17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
12月5日㈪から9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

農地の保全などに交付金を活用しませんか
　市では、農業・農村の持つさまざ
まな機能を守るため、農地や水路、
農道などの農村環境を保全する地域
の共同活動に対し交付金を交付し、
支援しています。
【交付金の種類】
◎農地維持支払交付金
・地域資源の基礎的な保全活動（農
地周りの草刈り、水路の泥上げ、農
道の路面維持など）
・地域資源の適切な保全管理のため
の推進活動（将来的に農地や水路な
どを維持管理していくための体制強
化や構想策定）
◎資源向上支払交付金（共同活動）
・施設の軽微な補修（水路のひび割
れ補修など）
・農村環境保全活動（花の植栽によ
る景観形成、生態系保全活動など）
・多面的機能の増進を図る活動（遊
休農地を活用した農業体験など、創
意工夫のある活動）
◎資源向上支払交付金（長寿命化）
・施設の長寿命化のための活動（水
路、農道などの施設の補修、更新）
【対象農地】
・農振農用地区域内の農用地
・多面的機能の発揮の観点から取り
組む必要があると市町村が認める農
用地（農振農用地区域内の農用地と
一体的に取り組む必要がある農用地
など）
【対象者】
・農業者のみ、または農業者および
その他の者（地域住民、団体など）
で構成される活動組織など
※詳細は市ホームページ
問農政課振興係☎33-4488
農地を貸したい人・借りたい人は
　農地中間管理機構では、農地を貸
したい所有者（出し手）から農地を
預かり、地域の担い手（受け手）へ
紹介しています。「高齢で農作業がで
きなくなった」「相続した農地を誰
かに貸したい」「経営規模を拡大し
たい」「新規就農したい」「分散した
農地を1カ所にまとめて効率化した
い」など、農地の貸借に関する悩み
があればご相談ください。
　書類の作成、賃料の徴収・支払い
の代行も機構が行うため安心して貸
し借りができます。
　貸し借りの相手が決まっている場
合でも、書類の作成などのお手伝い
をしますのでご相談ください。
　一定割合の農地を機構に貸し付け
た地域には、協力金が交付されます。
※再生困難な遊休農地などは借り受
けできません
問農政課振興係☎33-4488、（公社）
千葉県園芸協会☎043-223-3011

司法書士無料相談会
時12月14日㈬18時～20時　場中

㈮③2月14日㈫①③13時～15時30
分②13時30分～16時　場①中央駅
前地域交流館2号館②印旛支所③ふ
れあい文化館　内デジタル活用能力
を身に付けるための講座と相談会。
講師：ソフトバンク㈱スマホアドバ
イザー　対どなたでも※初心者歓
迎　定各20人　申開催日の前日ま
でに2次元コードから、または氏名、
電話番号、参加希望日を
下記へ　問DX推進課デ
ジタル戦略室☎33-4401

みんなのいけばな教室
時12月27日㈫10時～11時30分　
場印旛公民館　内正月に飾る花を楽
しみながら生ける　対市内在住・在
勤の人　定20人　 千円　他持ち
帰り用袋、花ばさみ（持っている人）
持参　申12月15日㈭まで（先着順）
問印旛公民館☎98-0427

はつらつシニア講座
「こころ浄らかな時間」～写経会～
時12月15日㈭10時～11時30分　
場総合福祉センター　内心を込めて
般若心経を書く。講師:中村高教氏
（東祥寺住職）　対市内在住の60歳
以上　定15人　 300円　他汚れ
てもよい服装で　申12月2日㈮から
（先着順）　問総合福祉センター☎
42-0144
ミニ企画展「近代化する印西」

時令和5年1月15日㈰まで9時～17
時　場木下交流の杜歴史資料セン
ター　内江戸から明治に代わり、明
治政府が近代国家を目指し諸制度を
整備する中、印西の人々が歩んだ近
代化の足跡を、残された資料などか
ら展示紹介　問木下交流の杜歴史資
料センター☎40-3500

太巻き寿司講習会
時12月7日㈬10時～12時　場永治
プラザ　定６人　費800円　他食材
など持参　申氏名、連絡先を下記へ
（先着順）　問永治プラザ☎42-1101

カルトナージュ講習会
時12月13日㈫10時～13時　場永治

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、司法
書士業務に関することなど　申当日
会場で19時30分まで　問千葉司法
書士会佐倉支部・白井☎043-488-
4633

印旛郡市広域市町村圏事務組合
職員採用試験
時令和5年1月8日㈰　◎採用予定
…土木上級・若干名、電気上級・若
干名※受験資格などは組合ホーム
ペ ー ジ（https://www.i-kouiki.jp/
kouiki/）申12月5日㈪から19日㈪
（消印有効）までに申請書（組合ホー
ムページ）を下記へ問事務局管理課
☎043-485-0397

狂犬病予防注射済票の交付手続きは
お済みですか
　交付手続きが済んでいない飼い主
へ通知文を12月5日㈪に発送します。
　飼い犬は、法律に基づき年1回（原
則4～6月）予防注射を接種し、市で
予防注射済票の交付を受けることと
なっています。予防注射が済んでい
ない場合は、動物病院で予防注射を
済ませてから市で予防注射済票の交
付手続きをしてください。
※予防注射は12月31日㈯までに接
種してください
◎手続きに必要な物…狂犬病予防注
射済証明書（動物病院発行）、狂犬
病予防注射済票交付手数料550円
問環境保全課指導係☎33-4495

講座・催し

第27回印西市民文化祭
～おうちでオンライン文化祭～

　自宅や外出先でも、スマートフォン
などを使い、市民の文化芸術活動の
成果や活動の様子を鑑賞できます。
時12月31日㈯まで
◎視聴方法…市ホームページで
印西市民文化祭 検索
または2次元コードから
問生涯学習課文化係☎
33-4714

異文化理解講座⑤
～中国内モンゴル地区～

時12月22日㈭14時～15時30分　
場ふれあいセンターいんば　内外国
人の講師が日本語で母国を紹介。講
師：安智宏氏（中国内モンゴル地区
出身）　対どなたでも　定40人　申
氏名、連絡先を下記へ（先着順）　問
企画政策課政策推進係☎33-4068
kikakuka@city.inzai.chiba.jp
スマートフォンセミナー

時①12月20日㈫②令和5年1月20日

市税などの夜間・休日納付相談窓口
【相談日】12月24日㈯9時～12時、26
日㈪17時30分～20時
【場所】市役所国保年金課
【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

納期限は12月26日㈪
固定資産税・都市計画税第3期
問納税課収納管理係☎33-4447
国民健康保険税第6期
問国保年金課保険税係☎33-4462
後期高齢者医療保険料第6期
問国保年金課高齢者医療年金係
☎33-4470
介護保険料第5期
問高齢者福祉課介護保険係☎33-4623

納期限内は、LINEPay、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。

問文化ホール☎42-8811

令和5年1月14日㈯
①  9時10分～10時　　②10時10分～11時
③11時10分～12時　　④13時～13時50分
⑤14時～14時50分　　⑥15時～15時50分
⑦16時～16時50分

市内在住・在勤・在学の小学生以上
（高校生以下は保護者同伴）

7人(1人1回)

2千円(当日支払い)

12月4日(日)9時から電話で
(先着順)
※詳細は市ホームページ

日時

対象

定員

費用

申し
込み

文化ホールで保有しているグランドピアノ
(スタインウェイ)を試弾してみませんか。

ピアノ演奏体験
(スタインウェイ)



この広報紙は、古紙パルプ配合率70％の再生紙と植物油インキを使用しています。
本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

広
報

ずっと このまち いんざいで

アプリ「マチイロ」で広報
いんざいの配信を行って
います。上記2次元コード
からダウンロードできます。
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鶏肉と野菜の煮込みうどん
レシピ提供 : 保育課

野菜たっぷりの煮込みうどん。
根菜も取れて身体ぽかぽかに。

ゆでうどん 2人分(400g)
鶏ももこま切れ ・・ 70g
サトイモ ・・・・ 小2個
ゴボウ ・・・・・ 1/4本
ダイコン ・・・・・ 50g
ニンジン ・・・・ 1/4本
長ネギ ・・・・・・ 1本
こんにゃく ・・・・ 40g
油揚げ ・・・・ 1/2枚
サラダ油 ・・・・大さじ1
だし汁 ・・・・・ 800cc
〈調味料〉
みりん ・・・・・大さじ1
しょうゆ ・・・・小さじ2
塩・・・・・ 小さじ1/5

1人分の栄養価
エネルギー 429kcal
たんぱく質 16.4g

脂質 16.2g
食塩相当量 1.9g

郵便制度と木下郵便局
　近代の郵便制度の始まりは、今から
約150年前、明治時代のことです。明
治政府は近代的な中央集権国家の形成
を目指し、税制の改革、地方行政制度
の整備、産業の振興、交通網や教育制
度の整備などを進めました。こうした
中、明治4年（1871）、従来の飛脚制
度からの脱却を図り、東京・大阪間で
官営事業として郵便制度が始まりまし
た。翌5年には全国へ広がり、印西市
域でも、木下河岸の問屋を務めていた吉岡家に木下郵便取扱所が
設置されました。当時、「郵便取扱所」は交通の結節点や宿場など
の有力者が所有する敷地内に設置され、木下が交通の要衝として
繁栄していたことがうかがえます。明治7年に「郵便役所」、翌8
年には「郵便局」と改称し、木下郵便局は明治時代を通して郵便
為替や郵便貯金、電信などの業務を担いながら存続します。大正
期に木下駅前に移転した同局は、後に「印西郵便局」と改称し、
旧印旛高校下、千葉ニュータウンへと移転し現在に至ります。
　木下交流の杜歴史資料センターでは、現在開催中のミニ企画展
「近代化する印西」の中で、木下郵便局の関係資料を展示していま
す。また、かつて木下郵便局が置かれていた場所にある吉岡まち
かど博物館では、企画展「木下郵便局と吉岡家三代」を令和5年1
月15日㈰までの第1土曜・第3日曜日（13時～16時）に開催してい
ます。近代の変革期に誕生した郵便制度は、今も重要な通信手段
として私たちの生活に根差しています。

オシドリ
　オシドリは、東アジア地域に固有の珍
しいカモ類です。日本での生息数は少な
く、地域によっては絶滅が懸念されてい
ます。オシドリの雄は、白、緑、オレン
ジ、紫、黒など目立つ色彩の美しい姿が
特徴です。繁殖期には、雄が雌に寄り添
う姿が見られることから、「おしどり夫
婦」という言葉の由来になっています。
　冬は南に渡るため、県内では、秋の渡
りの期間から冬季にかけて各地の池で見られ、印西市では、別所谷
津公園や印旛沼で確認されています。

問環境保全課保全係☎33-4491

材料（2人分）
① サトイモは皮をむき厚さ5mmの輪切り、
ダイコン・ニンジンは薄いいちょう切り、
ゴボウ・長ネギは斜め薄切り、こんにゃ
く・油揚げは1cmの短冊切りにし、こん
にゃくは下ゆでをする

② 鍋にサラダ油を熱し、鶏肉を炒めた後、
❶を加えてさっと炒める

③ ❷にだし汁を加え、野菜が軟らかくなるま
で煮たら、調味料を加え味を調える

④ ❸にゆでうどんを加え、弱火でひと煮立
ちさせる

作り方

１年間でできることがたくさん増え

たね。前向きに頑張る姿を見れてう

れしかったよ。元気に大きくなぁれ！

須
す

田
だ

　つぐみちゃん

令和2年
生まれ

いつも笑顔が素敵なひまちゃん。み
んなを明るくしてくれるニコニコパワ
ーはお父さんお母さんの自慢です。

柚
ゆ ず

原
は ら

一
ひ

茉
ま

李
り

ちゃん

令和3年
生まれ

アンパンマンが大好きなあーちゃん★お誕生日おめでとう♪これからも兄弟仲良く元気いっぱいで育ってね！

渡
わ た

邉
な べ

碧
あ お

音
と

ちゃん

令和2年
生まれ

いろいろな所でつかまり立ちを楽
しんでいる澪那ちゃん。いつもたく
さん笑わせてくれてありがとう！

綿
わ た

引
ひ き

澪
み お

那
な

ちゃん

令和3年
生まれ

3人兄妹の末っ子娘♡お誕生日お
めでとう！最近はお話上手にな
ってきました！

田
た

中
な か

花
は

波
な

ちゃん

令和2年
生まれ

▲「印西郵便発祥の地」記念碑（木下）

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




