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主 な 記 事 2…平成31年度決算を報告します　4…職員を募集します　5…コロナ禍でも住み慣れた地域で自分らしく介護予防
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▼ルールを守って、ごみを出しましょう！

白井市は「ときめきと みどりあふれる 快活都市 」を目指します

令和2年
（2020年）

毎月1日・15日発行

旧粗大ごみ処理券（350円券）をお持ちの人は
3月31日までに手続きが必要です！
　令和2年1月1日から粗大ごみ処理手数料の改定を行い、350円から
520円に処理券の料金を変更しました。旧粗大ごみ処理券を持っている
人は令和3年3月31日まで、差額分代金支払いによる処理手続きを行っ
ています。
手続き期間　令和3年3月31日まで
※令和3年4月1日以降の差額分
処理手続きは行いません。
■所 環境課
■持 旧粗大ごみ処理券、差額分代
金（1枚当たり170円）
■問 環境課☎401-5429

【市独自】中小企業持続化応援金（売上80％未満→10万円）　

　コロナ禍の影響を受ける市内企業を支援するた
め、今年の任意の1カ月の売上が昨年比80％未満
になった中小企業等に対し、10万円を支給する
制度が「白井市中小企業持続化応援金」です。

　県や市が実施する他の支援金制度を受けている
と支給不可など制限がありますが、まずは制度の
詳細をホームページなどで確認してください。
申請期限▶令和3年1月29日㈮
■申■問 産業振興課☎401-4641へ

1カ月の売上が昨年比

80％以下

コロナで
20％以上

減少

　年末年始のごみ収集は下表のとおり行いますので、
ごみはきちんと分別し、収集日の午前8時30分までに
集積所に出してください。
　12月31日㈭から1月3日㈰の間は、ごみの収集は行
われませんので、集積所にごみは出さないでください。
※年末年始は、ごみの量が特に多くなるため、収集が
遅れる場合があります。

種類 収集曜日 年末最終収集日 年始収集開始日

燃やすごみ 毎週 月・木 28日 1月4日
火・金 29日 1月5日

燃やさないごみ
毎月
第1・3の
各曜日

月 21日 1月4日
火 15日 1月5日
水 16日 1月6日
木 17日 1月7日
金 18日 1月15日

資源物 毎週

月 28日 1月4日
火 29日 1月5日
水 30日 1月6日
木 24日 1月7日
金 25日 1月8日

●マスクをしましょう
　ウイルスは飛沫により感染する可能性
があるため、マスクを着用しましょう。

●換気や加湿をしましょう
　密閉を防ぐことで感染リスクを減少さ
せることができます。窓を開けるなどの
換気を小まめに行いましょう。
　冬は湿度が下がり、空気が乾燥します。
空気が乾燥するとウイルスの水分量が少
なくなり、浮遊します。加湿器などを使
用して、部屋の湿度（50％～ 60％）を
保ちましょう。

●手洗いをしましょう
　石けんでの手洗いや、手指消毒用アル
コールによる消毒で感染リスクを減少さ
せることができます。小まめに手洗いしま
しょう。

●3つの密を避けましょう
（密閉・密集・密接）
　閉鎖された空間や、近距離で、一定時間
以上多くの人と会話するなどの場合、特に
感染を拡大させるリスクがあるとされてい
ます。
　密閉空間、密集場所、密接場面を避け
る行動を心掛けましょう。

感染防止対策を心掛けましょう
新型コロナウイルスとインフルエンザに注意年末年始のごみ収集

　粗大ごみの回収を依頼する場合、粗大ごみ受付センター（☎047-491-
4753）へ申し込みが必要です。12月29日㈫から1月3日㈰は受付センター
が休業となりますので、早めの申し込みをお願いします。
年末申込最終日　12月28日㈪
年始申込開始日　1月4日㈪
受付時間　土日祝日を除く、8：30 ～ 17：00
※受け付けを済ませた粗大ごみは、収集日に受付セ
ンターが指定した場所に出してください。

粗大ごみ（回収依頼）

印西クリーンセンターへの
ごみの直接搬入
　家庭ごみを直接搬入するには、環境課で発行する搬入許可証が必要に
なります。手続きの際に搬入物を目視で確認しますので、搬入物を持参
してください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、クリーンセンター
の廃棄物処理従事者および搬入者の安全性を確保するため、以
下の対応としています。
○クリーンセンターへ直接持ち込めるごみ
◦引っ越しに伴い多量のごみが出る場合
◦お亡くなりになった親族の部屋などの片づけで多量にごみが出る場合
◦住居内の枝木の手入れで多量に出る場合

（例：燃やすごみの袋の場合は10袋以上、剪
せんてい

定枝の場合は軽トラックの
荷台がふさがる程度、粗大ごみの場合は10点以上かつ軽トラックの荷台
がふさがる程度）
※上記以外の燃やすごみ、燃やさないごみは集積所へ出してください。
○搬入時の注意事項
◦分別を徹底し、係員の指示に従い、事故の無いよう十分に注意してください。
◦健康な人が搬入してください。
◦搬入の際は、マスクや手袋などで感染防止対策をしてください。搬入
者本人による分別、手おろしをお願いします。
■問 環境課☎401-5429、印西クリーンセンター☎0476-46-2732



◆掲載している行事などは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止または延期」になる場合があります。 2 広報しろい12月1日号
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　マイナンバーカードはオンラインで確実な本人確認を行うことができ、
デジタル社会の基盤となるものです。
　現在、市の交付状況は10月末時点で25.5㌫です。県内市町村の中で
も5番目の交付率となっています。市では交付申請書をなくされた人へ
の再交付や各出張所窓口で郵送用の交付申請書の配布を行っています。
　年末から来年3月にかけて、まだカードを取得されていない人にQR
コード入りの交付申請書を送付します。
　マイナポイントの受け付けは来年3月31日までとなっています。みな
さんぜひ、マイナンバーカードを取得してください。

【申請書の送付前にマイナンバーカードを作成するには】
市役所に来られる人
　交付申請書をなくしてしまった場合、市民課窓口で再交付しています

（本人または同一世帯の人が本人確認書類を持参してください）。
市役所に来られない人
　市内出張所（西白井出張所、桜台出張所、白井駅前出張所、冨士出張所、
公民センター出張所）で配布する交付申請書を利用して、地方公共団体
情報システム機構に郵送することで申請を行うことができます。

マイナンバーカードの交付申請書を配布します！ 申請のサポートが必要な人
　「マイナンバーカードを作りたいけ
れど申請方法がわからない」という
人は、市民課窓口で職員がパソコン
を利用して無料で写真撮影を行い、
カード申請のサポートを行います。
■持 ①通知カード②本人確認書類
③住民基本台帳カード（持っている人）
■問 市民課☎401-3846

平成31年度白井市
決算を報告します

　一般会計の歳入決算総額は207億5,918万円で、前年度決算に比べ2.6㌫の減、歳出決
算総額は197億6,320万円で、前年度決算に比べ3.5㌫の減となっています。差し引きは
9億9,598万円の黒字でしたが、この中には平成31年度で完了しなかったため令和2年度
に繰り越して引き続き実施する事業などに使う財源1億9,435万円が含まれています。こ
れを差し引いた実質的な平成31年度の収支は8億163万円の黒字となりました。
※表中の数値は四捨五入しています。合計と内訳が一致しないことがあります。

平成31年度に実施した主な事業
事業名 事業費 内容

西白井地区コミュニティ
施設整備事業 2億7,419万円 地域づくりの活動拠点となる西白井コミュニティプラザを開所し

ました。

子ども医療費
助成事業 2億3,606万円

子育て中の保護者の経済的負担の軽減と子どもの保健対策の充実
を図るため、中学3年生までの子どもの入院・通院・調剤に係る
医療費の助成を実施し、所得制限の撤廃を行いました。

工業団地アクセス道路
整備事業 2億2,171万円 工業団地地域から、国道16号などの幹線道路へアクセスする道路

を整備するため、補償補填や道路改良工事などを実施しました。

農産物ブランド化
推進事業 965万円

梨や自
じねんじょ

然薯などのブランド力強化により国内外での販路、消費拡大
を図るため、市場などでのPR、市民プール内物販施設「やおぷぅる」
で農産物の販売や市内周遊イベントを実施しました。

地域生活支援拠点等
整備事業 222万円

障がい者の居住支援機能と地域支援機能を一体的に整備した地域
生活支援拠点の建設完了に伴い、拠点施設と既設の委託相談支援
事業所を合わせて地域生活支援拠点とし、夜間休日における常時
の相談受付体制を構築しました。

財産区分 財産保有高
土地 1,261,604㎡
建物 149,140㎡
車輌 33台
無体財産権 商標権 2 件
有価証券 1億4,186万円
出資による権利 3億2,877万円

基金
土地 40,412㎡
現金 50億3,630万3,804円
債権 9,408万6,352円

市の財産

区分 地方債残高
（平成31年度末現在）

住民1人当たりの
地方債現在高

一般会計債 215億1,652万円 339,720円
総務債 135億1,507万円 213,387円
民生債 3億7,311万円 5,891円
衛生債 9億5,151万円 15,023円
農林水産業債 308万円 49円
土木債 13億8,437万円 21,858円
消防債 4,330万円 684円
教育債 52億3,908万円 82,719円
災害復旧事業債 700万円 111円

下水道事業債 18億6,327万円 29,419円
水道事業債 11億8,671万円 18,737円

合計 245億6,650万円 387,876円
令和2年3月31日現在の住民基本台帳人口63,336人で計算

地方債の残高

健全化判断比率
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

白井市 ー ー 2.5％ 53.0％
早期健全化基準 13.09％ 18.09％ 25.0％ 350.0％
財政再生基準 20.00％ 30.00％ 35.0％ ー

資金不足比率
会計名 資金不足比率

白井市水道事業会計 ー
白井市下水道事業特別会計 ー
経営健全化基準 20.0％

健全化判断比率・資金不足比率の状況
　財政の早期健全化の必要性を判断するための「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
に基づき、財政状況を示す健全化判断比率を算出したところ、全ての指標で早期健全化基準
を下回りました。市の財政状況および公営企業の経営状況は、ともに健全であることを示し
ています。
　公営企業の経営状況の悪化の度合いを示す資金不足比率は、対象となる市の公営企業に資
金不足が生じなかったため、数値の算定がされませんでした。
　今後も健全な財政運営に努めていきます。

一般会計歳入
科目 決算額 構成比
市税 92億8,198万円 44.7％

国庫支出金 28億6,178万円 13.8％
市債 15億4,175万円 7.4％

県支出金 11億9,994万円 5.8％
地方交付税 11億2,650万円 5.4％

繰入金 10億4,249万円 5.0％
繰越金 8億2,660万円 4.0％
諸収入 5億2,231万円 2.5％
その他 23億5,583万円 11.4％
合計 207億5,918万円 100％

市税：市民税、固定資産税、都市計画税など
市債：市が銀行などから長期にわたって借りる資金
地方交付税：所得税などの国税5税の一定割合が自治体間
の財政力の格差を是正するために国から交付されるもの

一般会計歳出
科目 決算額 構成比

民生費 78億1,034万円 39.5％
総務費 27億8,908万円 14.1％
教育費 24億5,394万円 12.4％
公債費 18億3,739万円 9.3％
土木費 16億5,297万円 8.4％
衛生費 15億3,795万円 7.8％
消防費 11億8,853万円 6.0％
その他 4億9,300万円 2.5％
合計 197億6,320万円 100％

民生費：高齢者や児童などの福祉にかかる費用
総務費：広報、企画、交通安全対策などの市全体
に関わる事務にかかる費用
教育費：学校教育や社会教育などにかかる費用
公債費：市の借入金の元金や利息の返済金

特別会計
会計 歳入 歳出 差し引き

国民
健康保険 59億3,087万円 58億3,965万円 9,122万円

介護保険 37億7,085万円 36億3,063万円 1億4,022万円

後期
高齢者医療 7億2,009万円 7億1,762万円 247万円

下水道事業 9億9,644万円 8億5,567万円 1億4,077万円

企業会計
事業名 歳入 歳出 差し引き

水道
事業

収益的収支 4億7,806万円 5億5,424万円 △7,618万円
資本的収支 4億1,181万円 4億3,925万円 △2,744万円

資本的収支の不足額は留保資金などから補
ほてん

填しました。

特別会計・企業会計

生活相談窓口を開設しています｜新型コロナ関連
　「収入が減って、今後の生活が不安…」「ストレスから家庭
環境が悪化している…」など、新型コロナウイルスの影響に
より、生活上の困りごとや不安を抱えていませんか。
　専門の相談員にどんなことでも相談してください。
日時・場所　平日の8：30 ～ 17：15・保健福祉
センター 3階
■問新型コロナウイルス感染症に関する生活相談
窓口☎401-5358



行事などに参加する際は、事前の検温（37.5℃以下）とマスクの着用にご協力をお願いします。  3広報しろい12月1日号

講座などの申し込み開始日は1日から（休所・館の場合は翌日）です。

手しごと倶楽部「サンキャ
ッチャーづくり」
　スワロフスキー
ビーズを使用した
サンキャッチャー
を作ります。
　美しいものを見
て触って心を癒し
ませんか。
■時13日㈰10：00 ～ 12：00
■所西白井複合センター
■対一般　6人
■持ハサミ、手芸用ペンチ
■費1,300円（材料費）
■申■問6日㈰までに西白井複合セン
ター☎492-1011へ

You Tubeで「輪
わ お ん

音」3DAYS!
～音でつながるまちづくりライブ～

　例年6月に行われていた「輪音」は、
新型コロナウイルス感染症対策によ
り開催することができませんでした。
今回は、動画配信に形を変えて熱い
気持ちを発信します。
■時1日㈫～ 3日㈭10：30配信スタート
■所オンライン（「白井駅前センター
チャンネル」で検索）
■内 i・Beatles、 え り な ＆ 轟DUO、
TOM、Junk・market・company、
Shiroi.Music.Jam、Tiaraなど
■問白井駅前センター☎ 497-1151

手賀沼統一クリーンデイ

　「今井の桜」として有名な金山落
の桜並木をご家族や友人と一緒にク
リーンアップしませんか。今年は今
井２号橋から名内橋方面と今井３号
橋方面に分かれ清掃します。
■時 13 日㈰ 10：00 ～ 11：30（少
雨決行、荒天中止）

■所金山落（名内橋から今井 3 号橋
の桜並木）今井 2 号橋に現地集合・
現地解散
■対一般　先着 30 人
■他作業しやすい服装で参加してくだ
さい。車で来る場合は、案内の指示
に従ってください。駐車場所は今井
2 号橋付近です。
■申 ■問2日 ㈬9時 か ら 白 井 コミュニ
ティセンター☎491-1505へ

最新出土考古資料展

　縄文時代の土器や、古墳時代の鏡
などの展示が行われています。
■時令和3年6月25日㈮までの10：
00～17：00（入館は16：30まで）
※土・日・祝日・年末年始休館
■所印旛郡市文化財センター
■費無料（新型コロナウイルスの感
染拡大防止のため要事前電話予約）
■申■問（公財）印旛郡市文化財センター

（佐倉市春路1-1-4）☎043-484-0126へ

運動公園イベント
レディースダブルステニスマッチ
＜女子連 C・D 級レベル＞
　ダブルスの実践試合を行います。
■時 23日㈬ 9：00 ～16：00（雨天中止）
■対 18 歳以上の女性ペア　先着 24 組
■内リーグ戦およびトーナメント戦
■費 1 組 3,000 円（保険代含む）
■申■問 20 日㈰までに白井運動公園☎
497-0222（9：00 ～ 17：00）へ
※キャンセルは 13 日㈰までに。

トレイルランニング
　「トレイルランニング」
は野山を走るランニング
スポーツです。
　自然豊かな白井運動公

園の周辺にトレイルランニングのミ
ニコース（約4㌖）を設定しました。
　健康維持のため、チャレンジして
みませんか。
■時随時■対一般■内トレイルランニン
グコース案内を白井運動公園管理事
務所で配布しています。ホームペー
ジでも確認することができます。
※運動公園内での事故は、自己負担
となります。
■問白井運動公園☎497-0222（9：
00 ～ 17：00）

麻しん・風しんの予防接種
　子どもの麻しん・風しん（MR）
ワクチンは接種しましたか。まだの
家庭は早めに受けましょう。
■時令和3年3月31日㈬まで
■対平成26年4月2日～ 27年4月1日
生まれの人
■問健康課☎497-3495

保育所の申し込み（2・3月入所）
　令和3年2・3月から新規に保育所
などの利用を希望する子どもの利用
申し込みを受け付けます（2次申込）。
■対保護者が以下のいずれかに該当する児童
◦就労◦出産◦疾病や障がい◦親族の
介護・看護◦その他（災害や就学など）
■申■問28日㈪までに申請書類（市ホー
ムページ、保育課、各保育所にありま
す）を直接保育課☎497-3488へ

年賀状写真撮影会
　正月の背景で写真撮影を
しましょう。
■時8日㈫～ 10㈭11：00 ～ 12：00
■所冨士センター
■対市内在住乳幼児親子　先着各５組
■持カメラまたはスマートフォン、お
気に入りのおもちゃ
※空調工事のため、暖房の運転が停
止しています。暖かい服装で来館し
てください。
■申■問前日までに電話か直接冨士セ
ンター☎446-1911へ

クリスマスの背景で写真撮
影をどうぞ
　児童館内に「クリ
スマスフォトスポッ
ト」を用意しました。
自由に撮影を楽しん
でください。

■時15日㈫～18日㈮ 10：00 ～ 11：30
■所白井駅前センター
■対未就学児（来館順）
■問白井駅前センター☎497-1151

書き初め練習会
 

　冬休みの宿題の書き初め
を練習しましょう。
■時25日㈮10：00 ～ 12：00
■所冨士センター
■対市内在住の小学3～6年生　先着8人
■持習字道具一式、書き初め用の筆・
手本・用紙、新聞紙、雑巾、水筒、
上履き　
※空調工事のため、暖房の運転が停
止しています。暖かい服装で来館し
てください。
■申■問前日までに電話か直接冨士セ
ンター☎446-1911へ

書き初め教室

　冬休みの定番「書き初め」を一緒
に仕上げよう。
■時 25 日㈮① 10：00 ～ 11：30
② 13：30 ～ 15：00
■所公民センター
■対①小学 3・4 年生②小学 5・6 年
生　各回先着 15 人
■師岩立忠義さん
■持習字道具、書き初め用紙、新聞紙、
上履き、書き初めのお手本
■申■問21日㈪までに電話か直接公民
センター☎492-5266へ

講座・講演

イベント

スポーツ

子ども・学生

12月は「白井市いじめ防止強化月間」　
　市では、「いじめ防止基本方針」のもと、「いじめは絶対に許
されない」「いじめは卑

ひきょう
怯な行為である」「いじめはどの子ども

にも、どの学校でも起こりうる」という意識を持ち、全ての児
童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう学校の内外
を問わず、いじめが行われることのないよう小中学校でさまざ
まな取り組みを行っています。
　特に6月と12月を、「いじめ防止強化月間」と位置付け、集
中していじめ防止に関わる取り組みを実施し、いじめの未然防
止や早期発見・早期対応に努めています。地域や家庭でも、い
じめ根絶に向けて見守りをお願いします。

いじめで困ったときは迷わず相談を！
♦市教育相談室☎492-2301（平日の8：30 ～ 17：15）
♦千葉県子どもと親のサポートセンター☎0120-415-446（24
時間対応）
♦ヤングテレホン（千葉県警察少年センター）
☎0120-783-497（平日の9：00 ～ 17：00）
♦子どもの人権110番（千葉地方法務局人
権擁護課）☎0120-007-110（平日の8：
30 ～ 17：15）
■問教育支援課☎401-9471

中小企業等臨時サポート相談を延長します　

　コロナ禍で実施している中小企業診断士による白井市中小企業等臨
時サポート相談の実施期間を1月まで延長します（当初は12月まで）。
相談日▶毎週水曜日（予約制） 場所▶市役所東庁舎相談室202（対面式）
対象事業者▶市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主
相談内容▶持続化給付金や家賃支援給付金
の申請サポート、各種支援策の案内・相談、
各種資金融資の相談など
■申■問産業振興課☎401-4641へ

↗

↗
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職員を募集します

サンレイ 工機株式会社が市内初選出！　　　
　サンレイ 工機㈱が市内企業で初めて「地
域未来牽引企業」に選出されました。
　「地域未来牽引企業」は、地域経済への
影響力が大きく、成長性が見込まれる企業
を国が選定するものです。
　地域経済のバリューチェーンの中心的な
担い手になっていることが評価されました。
　今後も地域の特性を生かし高付加価値を
創出し、地域経済を力強く牽引していくこ
とが期待されます。
■問産業振興課☎401-4641

会計年度任用職員 各種任期付職員
来年3月末までの 職員の育児休業などに伴う

株式会社シラヤマが選出！　　
　㈱シラヤマが生産性向上や多様な人材活
用などに取り組む全国の中小企業・小規模
事業者を国が選定する「はばたく中小企業・
小規模事業者300社」に選出されました。
　「高度な溶接技術を追求したものづくり」
といった自社の強みを最大限に活かして地
域社会に貢献しているところが高く評価さ
れました。
　今後もさまざまな取組で地域を活性化し
ていくことが期待されます。
■問産業振興課☎401-4641

市民の作品が千葉県身体障害者作品展で
「絵画の部」千葉県教育長賞を受賞　　

　千葉県立美術館で10月に開催された「第49
回千葉県身体障害者作品展」において、白井市
障害者地域活動支援センターの講座受講者の
山口正治さんが絵画の部で千葉県教育長賞を
受賞しました。
　この作品展は、県内の身体障がい者が趣味や
リハビリ活動の中で制作した作品を展示して
います。積極的な自立への活力を目的として開
催されています。
■問障害者地域活動支援センター☎497-3485

職種 人数 勤務場所 勤務条件 給与

保育士 1人 清水口保育園 フルタイム
（シフト制の土曜日出勤有）

月給
（正規職員と同様）

採用期間　令和3年2月～令和5年3月末
■他詳細は募集案内（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問11日㈮までに総務課☎401-5976へ

職種 人数 勤務場所 勤務条件 給与

保育士 4人 市立保育園
（清水口・南山・桜台）

フルタイム
（シフト制の土曜日出勤有）

月給
（正規職員と同様）

採用期間　令和3年4月～令和6年3月末
■他詳細は募集案内（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問11日㈮までに総務課☎401-5976へ

職種 人数 勤務場所 勤務条件 給与

保育士 6人 市立保育園
（清水口・南山・桜台）

週5日（土曜日出勤有）
週31時間

月給

調理員 1人 市立保育園
（清水口・南山・桜台）

週5日
週31時間

作業療法士 1人 こども発達セン
ター

週4日
週31時間

作業療法士 1人 こども発達セン
ター

週2日
週15.5時間

言語聴覚士 1人 こども発達セン
ター

週2日
週15.5時間

一般行政職
（建築） 1人 市役所 週4日

週31時間

採用期間　令和3年4月～令和4年3月末（更新する場合有）
■他詳細は募集案内（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問11日㈮までに総務課☎401-5976へ

■保育園関係 ■育休任期付職員（採用：2月～）

■一般任期付職員（採用：4月～）

■任期付短時間勤務職員（採用：4月～）

職種 人数 勤務場所 勤務条件 時給

①保育士
②子育て支援員
③保育補助員
のいずいれか

1人 清水口保育園 週5日
週20～35時間（職種で変動）

①1,153円～
②1,043円～
③981円～

1人 南山保育園 週5日
週20時間

3人 桜台保育園 週5日
週10時間

調理員 1人 清水口保育園 週5日
週20時間 981円～

採用期間　令和3年1月～ 3月末
※勤務評価などを考慮し、翌年度以降の再任用もあり
■他詳細は募集要項（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問8日㈫までに保育課☎497-3487へ

■市民への受診勧奨
職種 人数 勤務場所 勤務条件 時給

保健師 1人 保健福祉セン
ター

全8日程度
1日3時間 1,435円～

採用期間　令和3年1月～ 3月末
業務内容　がん検診精密検査未受診者への受診勧奨
■他詳細は募集要項（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問18日㈮までに健康課☎497-3495へ

■マイナポイント申請の支援
職種 人数 勤務場所 勤務条件 時給

事務補助員 2人 市役所 週2 ～ 3日
1日7時間 952～ 981円

採用期間　令和3年1月～ 3月末
業務内容　市民のマイナポイント申請手続きを支援（パソコン使用）
■他詳細は募集要項（ホームぺージにあります）を確認してください
■申■問11日㈮までに総務課☎401-5974へ

「脳いきいき教室の日」
山口正治さんの作品

地域未来牽引企業

千
葉
県
教
育
長
賞

はばたく中小企業・小規模事業者300社



行事などに参加する際は、事前の検温（37.5℃以下）とマスクの着用にご協力をお願いします。

お元気ですか　理学療法士です

♦定期的な運動を行っていますか？
　コロナ禍の外出控えによる身体活動量の減少が問題とされていま
すが、皆さんは定期的に運動をできているでしょうか。
　運動をした方が良いということはなんとなくわかっていると思い
ますが、なぜ運動をしなくてはいけないのでしょうか。
♦運動しなくてはならない理由が2つあります！
　1つ目は、生活習慣病の予防です。食べ物から摂取したエネルギ
ーと、運動により消費したエネルギーがバランスよく保たれている
ことが健康のために良い状態です。
　運動を行わないと摂取エネルギーが消費エネルギーを上回り、使
われなかったエネルギーは脂肪として身体に蓄えられます。脂肪が
必要以上に蓄積すると肥満になり、肥満が原因となって糖尿病、高
血圧、脂質異常症といった生活習慣病になるリスクが高くなります。
　2つ目は、筋力や身体機能の維持です。人間は持っている機能を
使わないと驚くようなスピードでその機能は低下していきます。
　骨量は、20代にピークを迎えて加齢とともに減少していきます。
しかし筋肉は骨量と違って、いくつになってもトレーニングを行え
ばその分増やすことができる組織です。運動をすることで、筋力の
維持・向上を目指しましょう。
♦毎日歩くことからでも始めよう！

　「歩く」という動作を例に出してみると、大
だいたいしとうきん

腿四頭筋、
前
ぜんけいこつきん

脛骨筋、下
かたいさんとうきん

腿三頭筋といった脚の筋肉を使います。さ
らに、お尻、背中、腕、体幹の筋力も使用しています。
つまり全身の筋肉を使ってはじめて「歩く」ことができ
るのです。もし、歩く動作をしなくなったら、多くの筋
肉の減少やバランス能力・心肺機能の低下など、日常生
活に多大な影響を及ぼすおそれが出てきます。

　毎日歩くことからでも大丈夫です！定期的な運動を始めましょう。
理学療法士　川合正

まさと

登

運動の効果と筋肉の重要性

 5広報しろい12月1日号

講座などの申し込み開始日は1日から（休所・館の場合は翌日）です。

　11月1日号と今号で、障がいのある人やその家族に向けた「親な
き後」の準備について、お話ししています。
　今回は、市内で相談できる市役所以外の機関を紹介します。
♦障害福祉サービスの相談
　ヘルパーやグループホームなどの障害福祉サービスについて、適
しているサービスを一緒に考えたり、利用する際の計画を作成する
のが「相談支援事業所」です（相談・計画作成は無料）。障害福祉サ
ービスの種類や市内の事業所については、市ホームページやしろい
保健福祉ガイドブックでも紹介しています。

♦金銭面についての相談
　広範囲にわたるため、主な支援先のみ紹介します。
●くらしと仕事のサポートセンター（生活困窮者相談、家計管理支援）
●市社会福祉協議会、なし坊あんしんサポート（成年後見制度）
●地域包括支援センター（終活支援ノートの配布、説明）
♦その他の相談
　市では、身体障害者相談員、知的障害者相談員を委嘱しているほか、
精神障がい者家族会「しらゆりの会」、心身障がい者の父母の会「手
をつなぐ育成会」などがあります。詳しくは問い合わせてください。

　コロナ禍で外出を控える状態が続くことで、筋力の低下や交流の
減少によるフレイル（虚弱）に陥る人が増えることが懸念されてい
ます。
　介護サービスなどを利用しないで元気でいられる「健康寿命」を
伸ばすためには、自ら介護予防に心掛けることが重要です。
　今後、コロナ禍でもできる健康寿命を延ばすためのポイントなど
を連載していく予定です。
　今回は、地域で子どもたちの見守り活動をしている2人を紹介します。

　朝早くから、南山保育園の正門の近くで、通学途中の子どもや保
護者に元気な声であいさつをしている人がいます。1人は佐藤考一さ
ん、もう1人は長谷川理

おさむ

さんです。
　佐藤さんは、この活動を始めて10年、長谷川さんは40年近くに
なります。2人とも、80歳近い年齢ですが、背筋が伸びていて年齢
を感じさせないぐらい元気な様子です。
　この活動のやりがいをお聞きしたところ「子どもや保護者の皆さ
んとの会話や触れ合いかがなによりも嬉しい。元気をもらえる」と
笑顔で話してくれました。
今回のポイント！
　健康寿命を延ばすには、4つの鍵があるといわれています。
①運動 ②栄養・食事 ③お口の健康 ④社会参加（地域交流や就業など）
　今回紹介した2人の活動は④社会参加と毎日歩くことによる①運動
になっているため、自然と健康寿命の延伸につながっています。
　コロナ禍で生活や活動が自粛になりがちですが、地域や自宅で自
身の体調に合わせながら無理なく行える介護予防を見つけてみてく
ださい。
　8月頃、65歳以上の
市民に送付したコロナ
禍の新しい生活様式で
のフレイル予防をまと
めたパンフレット（右
図参考）も参考にして
ください。

障害者週間に向けて　■問障害福祉課☎497-3483

コロナ禍でも住み慣れた地域で自分らしく介護予防① 　　　　　　　　　　　  　　　■問高齢者福祉課☎497-3484

「親なき後」というと、漠然とした不安になりがちですが、具体的
にどんな不安があって、どんな支援が必要なのかを話し合ってお
くと、不安軽減や、今できることのヒントになるかもしれません。

●市内指定相談支援事業所一覧
事業所名 運営者 主な対象者 日時 連絡先

座ぐり（手織り）社会福祉法人
フラット 身体・知的・

精神・障がい
児・難病

月～金、第2・4土曜日*
9：00～ 17：00

☎401-0637
N491-7333

にこにこ相談室 一般社団法人
ＳＥＴ

月～金曜日*
9：00～ 15：00

☎401-7223
N404-9298

アサンテ ＮＰＯ法人
ぽれぽれ・ちば 精神 月～金曜日*

9：00～ 17：00
☎404-4871
N404-4871

*年末年始、祝日を除く

左から長谷川理さんと佐藤考一さん



風しん予防接種費用の一部助成
　免疫のない妊婦が風しんに感染す
ると胎児に難聴や心疾患などを引き
起こすおそれがあります。
　市では、風しんの予防接種費用の
一部を助成しています。
■対①か②に該当する市民で、抗体検
査の結果が抗体陰性や判定保留など
と判定された人
①妊娠を希望中の女性とその同居者
②妊婦の同居者
対象となる予防接種▶令和2年4月1
日以降に受けた風しんワクチンまた
は麻しん風しん（ＭＲ）ワクチン
助成額▶予防接種費用の半額（上限
額あり、1人1回まで）
■申■問令和3年3月31日㈬までに①
抗体検査の結果②予防接種の領収書

（原本）③振込口座の情報を持参の
上、健康課☎497-3495へ

風しん抗体検査・予防接種
　風しんの感染拡大防止のため、抗
体保有率が低い世代の男性に検査や
予防接種を無料で受けることができ
る券を送付しています。
■対昭和37年4月2日～昭和54年4月
1日生まれの男性
■他券が手元にない場合は再発行します
■問健康課☎497-3495

【終了】甲状腺エコー検査費
用の助成
　福島第一原子力発電所事故に伴う、
放射性物質への不安を軽減するため
に実施していた甲状腺エコー検査費
用の一部助成は来年3月31日受診分
までで終了します（助成内容は以下）。
■対平成4年4月2日～ 23年４月１

日生まれで事故当時と検査日におい
て白井市に住民票がある人（甲状腺
疾患受診者を除く）
対象費用▶令和3年3月31日までに
保険診療外（自費）で受診し、支払い
が完了している検査費用
対象助成額（年度内1回）▶対象費用
の半額（上限3,000円）、生活保護受
給世帯は全額（上限6,000円）
申請期限▶支払日から1年以内
■問健康課☎497-3495

環境審議会委員
　環境の保全に関する基本的
事項や施策の実施状況などに
ついて、審議する委員を募集します。
■対平日の会議に参加できる20歳以
上の市在住・在勤者 3人
任期▶令和3年2月14日から2年間
報酬▶会議1回6,600円（年2回程度）
■申■問18日㈮までに申込書（市ホーム
ページなどにあります）を環境課☎401-
5409へ

意見公募｜情報提供計画
　市は、市と市民の双方向の情報共
有のため、情報をいつ、どんな手段
で伝えるかなどの指針を定める「白
井市情報提供計画」を策定します。
　策定にあたり、素案に対する意見
を募集します。意見および検討結果
は、後日公開します。
■時1日㈫～ 14日㈪
■所総務課、市役所情報公開コーナー、
各センター、市ホームページ
■対市内在住・在勤・在学者、市内
に事業所を有する法人や団体
■申 ■問14日㈪までに意見書（閲覧
場所にあります）を総務課☎401-
5974へ

意見公募｜①地域防災計画
②災害廃棄物処理計画

　市は、災害に備えて「白井市地域
防災計画及び白井市災害廃棄物処理
計画」を策定します。
　策定にあたり、素案に対する意見
を募集します。意見および検討結果
は、後日公開します。
■時1日㈫～ 22日㈫
■所担当課、市役所情報公開コーナー、
各センター、市ホームページ
■対市内在住・在勤・在学者、市内
に事業所を有する法人や団体
■申■問22日㈫までに意見書（閲覧場
所にあります）を①は危機管理課
☎401-4650、② は 環 境 課 ☎401-
5429へ

人権週間｜4日㈮～ 10日㈭

　12月4日～ 10日の「人権週間」で
は全国的に人権尊重思想の普及・高
揚を図る啓発活動が行われます。
市の啓発活動▶人権啓発パネル展示
■時4日㈮～ 10日㈭8：30 ～ 17：15
■所市役所東庁舎1階エントランス
■問市民活動支援課☎401-4078
特設人権相談所▶いじめや家庭問題、
借金・名誉・信用・差別など人権上
の問題や悩みごとの相談に応じます
■時4日㈮～ 10日㈭10：00 ～ 16：00

（土・日曜日を除く）
■所■問 千葉地方法務局佐倉支局☎
043-484-1222

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　10日㈭～16日㈬は「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」です。拉致問題の
解決など北朝鮮当局による人権侵

害問題への関心と認識を深めましょう。
■問法務省人権擁護局☎03-3580-4111

働き方改革｜同一労働同一賃金
　同じ会社内で、同じ仕事をする正
社員とパートタイム労働者などの給
与や賞与などの待遇に不合理な差を
つけることが禁止されます（大企業
は既に、中小企業は令和3年4月から）。
　待遇の差を感じた場合、事業主に
説明を求めることができます。「パー
トだから仕方がない」などと思わず
に相談してください。
■問千葉労働局雇用環境・均等室「雇用形態
にかかわらない公正な待遇の確保のため
の特別相談窓口」☎043-221-2307

償却資産の申告を忘れずに
　固定資産税の対象となる償却資産
の所有者は、資産が所在する市町村
への申告が必要です。
　商店・工場を経営したり、アパー
ト等を貸したりしている場合、事業
用の構築物（門扉、外構など）や機
械類（旋盤、プレス機などの製造設
備）が償却資産です。
♦税務署への確定申告とは別に市へ
の申告が必要です
　詳細は市ホームペー
ジで確認してください。
申告期限▶令和3年2月
1日㈪まで
■申■問課税課☎401-4586へ

計
は か り

量器の定期検査を実施
　商店や工場、病院など
で取引や証明に使用する
計量器は、2年に1回の定
期検査が必要です。検査
を希望する事業者などは
申請してください。
■時 令 和3年1月13日 ㈬ ～ 14日 ㈭
10：30～12：00 、13：00～15：00
■所市役所東庁舎1階多目的スペース
■他平成30年度に検査を受けた事業
者などには別途案内を送付
■申■問12月15日㈫までに産業振興
課☎401-4641へ

定例教育委員会議
■時11日㈮ 16：00 ～
■所市役所東庁舎会議室302・303
■問教育総務課☎401-8729

天の場合は旧平塚分校校舎内）■対市
民　先着10人■費1人1基500円（材料
費、保険料など）同伴者100円■持飲
み物、タオル、帽子、軍手、防寒具
■申■問2日㈬から、電話でしろい環境塾
事務所☎404-3298（月・水・土曜日
の午前10時～午後3時）へ
■建築士による無料住宅相談会
　建築士が住いの相談に答えます。
■時 25 日㈮ 9：00 ～ 12：00 ■所市役
所東庁舎相談室 203 ■対市民 10 人（予
約不要）
■問白井市建築士協力会　渋谷☎492-
0556
■地域防災サポーター養成講座
　ゲリラ豪雨・水害・台風・地震など
が矢継ぎ早に国中を襲っています。家
族の安全、地域の防災は「マイハザー
ド」「マイ避難」が欠かせません。防災

の専門家による研修で「命・近所・地
位を守る」技術と知識を身に付けませんか。
■時 1月6日 ㈬・11日 ㈪、2月2日 ㈫
10：00 ～ 16：00■所我孫子市けや
きプラザ■対一般　50人（内オンライ
ン受講者25人）■費全3回500円（テ
キスト代など）
■申■問12月21日㈪までに、電話、ファ
クス、メールでNPO法人ACOBA事務局
☎04-7181-9701N04-7185-2241
{acoba@key.ocn.ne.jpへ

■無料・創業プラン作成スクール開催
　これから創業を考えてる人、創業し
て間もない人を対象に、創業計画書の
作成を目標とした、「創業スクール」
を開催します。新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から今回は「Zoom
など」を用いたオンラインでの開催と
なります。

凡例　■時＝とき　■所＝場所　■対＝対象・定員　■内＝内容　■師＝講師　■費＝費用など　■持＝持ち物　■他＝その他　■申＝申し込み　■問＝問い合わせ

■ハートの会「我が子が学校に行けな
くなった時…」
　同じ悩みを持つ親の会です。一緒に
語り合い、聴き合いませんか。
■時12月～ 2月の第3土曜日13：30 ～
16：00■所市役所東庁舎まちづくりサ
ポートセンター会議室■対保護者また
は家族（当日参加可）■費100円（施設代）
■問水﨑☎080-5467-3037
■ミニ門松作り体験講習会（お正月の
飾りを手作りしよう）
　ミニ門松作りを体験していただきま
す。作ったミニ門松は持ち帰りできます。
■時19日㈯午前中終了予定■所9：30平
塚の里ベースキャンプ(延命寺北側)に
集合。駐車場は旧平塚分校校庭。（雨

インフォメーション 市民団体の催しものや会員募集などの情報を掲載しています。
※参加費などの記載のないものは無料です。

　イベント
　経験豊富な中小企業診断士が講師と
なり、創業計画の作成をしっかりとサ
ポートします。
　同時並行で無料個別相談会を実施。
最終日には創業経験者の先輩社長の講
演も行います。
■時1月16日・23日・30日、2月6日（各
土曜日・全4回）■所オンライン（ZOOM
など）■対先着30人
■申千葉県信用保証協会のWEBサイトへ
■問千葉県信用保証協会　成長サポー
ト部創業サポートチーム☎043-311-
5001
■英語劇ワークショップ
　大人も子どもも楽しく体験できます。
■時12月19日㈯、1月23日㈯10：00
～ 12：00■所冨士センター■対小学生
から中学生5人■費500円（保険料）
■申■問前日までに中村☎443-8645へ

◆掲載している行事などは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止または延期」になる場合があります。 6 広報しろい12月1日号

案内募集

健康

↗↗

新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス
の感染防止対策として「手洗い」が有効です！

手洗い後は
清潔なタオル
やハンカチで
よく水をふき
取って乾かし
ましょう！
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■ニート引きこもり相談会
■時 7日㈪18：20 ～ 21：00
■所 保健福祉センター
■問 生涯学習課☎401-8942
■中小企業経営・創業なんでも
相談
■時 8日㈫14：00 ～ 17：00
■所 市役所東庁舎相談室203
■問 産業振興課☎401-4641
■こころの相談

【精神保健福祉士による相談】（要予
約）
■時 9日㈬・23日㈬10:15 ～ 15:00

【医師による相談】（前日正午までに
要予約）
■時 10日㈭10:00 ～ 12:00
■所 保健福祉センター相談室
■申■問 障害福祉課☎497-3483へ
■女性生き生き相談(要予約）
■時 10日㈭・24日㈭10:00 ～ 16:00
■所 保健福祉センター
■問 社会福祉課☎497-3491
■年金・労働相談
■時 14日㈪10：00 ～ 15：00
■所■問 保険年金課☎401-3942

相談 ■住宅リフォーム無料相談会（5
日前までに要予約）
■時 16日㈬13：00 ～ 16：00
■所 市役所東庁舎相談室203
■申■問 建築宅地課☎401-4675へ
■行政相談
■時 17日㈭13：00 ～ 16：00
■所 市役所東庁舎相談室203
■問 総務課☎401-5974
■健康相談（予約不要）
■時 21日㈪10:00 ～ 11：30
■所 保健福祉センター
■内 保健師などが対応。成人の血圧測
定、体脂肪率測定、腹囲測定、乳幼児
の身体計測（バスタオル持参）、栄養
相談。
　自宅で体温を測定し、来所時はマ
スクを着用してください。発熱など
の症状がある場合は来所を控えてく
ださい。
※電話や窓口でも相談を随時受け付
けています。
■問 健康課☎497-3494
■どんぐり広場子育て相談（先着
10組の事前申込制）
■時 21日㈪10：30 ～ 11：30
■所 保健福祉センター

■問 ボランティアセンター☎492-
5716
■交通事故相談（2日前までに要
予約）
■時 23日㈬10:00 ～ 12：00
13：00 ～ 15:00
■所 ■申 ■問 市 民 活 動 支 援 課 ☎401-
4081へ
□教育相談（相談員による相談）
■時 月～金曜日9:30 ～ 16:30
■所 市役所東庁舎教育相談室　
■問 教育支援課☎492-2301
□就学相談
■時 月～金曜日8:30 ～ 17:00
■所■問 教育支援課☎401-9471
□消費生活相談
■時 月～金曜日10:00 ～ 16:00
■所 市役所本庁舎消費生活センター
■申■問 内線3202へ
□無料職業紹介
■時 月～金曜日9:00 ～ 17:00（受
け付け9:00 ～ 16:00）
■所 市役所本庁舎無料職業紹介所
■問 内線3203
□ボランティア相談
■時 月～金曜日　8:30 ～ 17:00

■所■問 保健福祉センターボランティ
アセンター☎492-5716
□家庭児童相談
■時 月～金曜日9:30 ～ 16:30
■所■問 保健福祉センター家庭児童相
談室☎497-3477
□障がい者就労相談（要予約）
■時 毎週水曜日10：00 ～ 16：00　
■所 保健福祉センター会議室1
■申■問 障害福祉課☎497-3497へ
□心配ごと相談（予約枠有り）
■時 10:00 ～ 15:00

【一般】4日㈮、11日㈮、25日㈮
【弁護士（法律）】9日㈬、18日㈮
【税理士（相続）】16日㈬
■所■申■問 保健福祉センター社会福祉
協議会☎492-5713へ

◆今月の相談はありません◆
■人権相談
■問 市民活動支援課☎401-4078
■木造住宅無料耐震診断相談
■問 建築宅地課☎401-4675
■千葉県よろず支援拠点サテラ
イト経営相談
■問（公財）千葉県産業振興センター
☎043-299-2921

開催日 ホール 催し物名 開演 入場料 問い合わせ

12日㈯ かおり 吉本音楽学院　グレードテ
スト 13:30 無料 吉本　

☎492-2230
※主催者の都合により中止・延期になる場合があります。

文化会館 ☎492-1121　

　　　　　木星・土星の大接近　
　日没の早い今月、たそがれ時の南西の空低
くに、並んで輝く二つの星が目を引きます。
どちらも太陽系の惑星で、西側(向かって右)の明るい方が木星、もう
一つが土星です。今年はこの二つの惑星が接近して見える二十年に一
度の年で、春ごろからずっと並んで見えていましたが、いよいよ今月、
大接近する様子が見られます。午後5時～ 5時半ごろの南西の空に注
目してください。特に21日～ 22日にかけては、一つの星かと思う
ほどに近づいて見えます。双眼鏡などがあれば、使ってご覧ください。
　22日を過ぎると二つの惑星の位置は入れ替わり、土星が木星の西
側に見えるようになります。
■問 プラネタリウム館 ☎492-1125

講座などの申し込み開始日は1日から（休所・館の場合は翌日）です

広報しろい12月1日号

 文化センター 　復 1148 － 8
 （文化会館・ 図書館・郷土資料館・プラネタリウム館）

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催が中止または
延期となる場合があります。詳細は電話やホームページで確認して
ください。

プラネタリウム館 ☎492-1125 

プログラム 内容 日時 料金

子ども投映
ロイ君アワー

子どもクリスマス
アワー 2020

（全編生解説・約45
分間）

土・日曜日
23日㈬～ 25
日㈮11：30

市内
大人280円、
高校生以下110円
市外
大人350円、
高校生以下160円

各回開始30分前から
券売
(各回定員30人)

季 節 の 星 座（ 生 解
説）とぼくらのう
ちゅうりょこう(約
45分間）

26日㈯、27
日㈰11：30

一般向け投映
（ 季 節 の 星 座 と 天
文の話題を紹介し
ます）全編生解説　
約45分間

ベツレヘムの星
土・日曜日
23日㈬～ 25
日㈮15：00

今
こ よ い

宵の星空散歩 26日 ㈯、27
日㈰15：00

プラチナアワー
(シニア向け)

慣れ親しんだ曲と
ともに、今回は「カ
レンダー」のお話
です。
(約45分間)

3日㈭
11：00

星を見る会

ドームで星空解説
の 後、 屋 外 で 月・
火星・木星・土星
ほかを観望します
(約60分間）
対象：小学生以上
雨天曇天時はドー
ム内解説のみ

（約45分間）

19日㈯
17：30

大人200円
高校生以下無料
要電話予約
1日㈫9：00から受け
付け開始
(先着30人)

出張所での住民票等の発行日
♦新型コロナウイルスの感染拡大を防
ぐため、変更となる場合があります。

■祝日など各センターの閉館日は、各
出張所も閉所します。
■戸籍証明は、平日のみ発行可能です。
■問 市民課☎401-3846

出張所 曜日 時間

白井駅前出張所
冨士出張所

火・木 8：30 ～ 12：00

土 8：30 ～ 13：00
14：00 ～ 17：15

西白井出張所
桜台出張所

水・金 8：30 ～ 12：00

日 8：30 ～ 13：00
14：00 ～ 17：15

公民センター出
張所 月～金 8：30 ～ 17：15

新鮮朝市 
▶市役所駐車場
■時 毎週土曜日7：00 ～ 7：30
▶冨士センター駐車場
■時 毎週日曜日7：00 ～ 7：30
■問 産業振興課☎401-4631

休日・夜間の窓口納付と納税相談
休日 27日㈰ 9：00 ～ 12：00
夜間 24日㈭ 17：15 ～ 20：30
■所 市役所本庁舎1階
■問 収税課☎401-4104

郷土資料館 ☎492-1124 
展示名 内容 日時 料金

常設展
「白井のあゆみ」

原始・古代から現代までの白井
を紹介

「生
いけづき

食」に関する浮世絵を期間限
定で公開中

火～日曜日
9：00 ～
17：00

無料

古文書修補速報展 江戸時代の清戸村に起きた事件
を紹介

※展示替えのため、3日㈭は臨時休館となります。

図書館 ☎492-1122
火曜日　9：30 ～ 19：00　水～日曜日・祝日　9：30 ～ 17：00
◆「おはなしかい」「親子おはなし会」は当面の間、中止します。
◆展示コーナー（12月～ 1月）
「ベートーベン生誕250年」
　音楽史上最大の音楽家、ベートーベンを特集しま
す。ベートーベンは1770年12月にドイツのボンで
生まれました。楽聖（音楽の聖人）とも呼ばれ、ク
ラシック音楽の代名詞のような存在ですが、その生
い立ちや性格について、どれだけご存じでしょうか。
　ベートーベンをもっと知ってクラシック音楽に詳
しくなりましょう。
※図書館カウンター近くの展示コーナーでは、季節や時事ごとにテーマ
を決めて本の展示を行っています。

行事などに参加する際は、事前の検温（37.5℃以下）とマスクの着用にご協力をお願いします。



有料広告　広告内容は、直接広告主へ問い合わせてください

白井市犯罪・交通事故・火災など発生状況（9月）
発生状況 件数など 累計（令和2年）

犯罪
犯罪総数 33件 227件
電話de詐欺 1件 9件
電話de詐欺被害額 約123万円 約1,800万円

交通
事故

人身事故数 7件 73件
死者数 1人 1人
自転車事故数 2件 15件

火災
など

火災 0件 15件
救急 202件 1,891件
救助 1件 18件

移動交番開設予定（12月）
【場所・日時】　十余一公園・2日㈬、14日㈪、23日㈬＊、
福祉センター・9日㈬、28日㈪、白井運動公園・15日
㈫、22日㈫、南山公園・15日㈫＊、冨士センター・1日
㈫、10日㈭、17日㈭、白井コミュニティセンター・7日㈪、
18日㈮、ローソン千葉白井店・3日㈭＊、11日㈮、21日
㈪、ミニストップ白井河原子店・4日㈮、8日㈫、16日㈬、
24日㈭、西白井コミュニティプラザ・9日㈬＊、25日㈮

【時間】10：00 ～ 11：30・14：00 ～ 15：30（＊があ
る日にち）
※事件・事故などの発生や気象条件などにより変更にな
る場合があります。
■問印西警察署地域課☎0476-42-0110

編集後記
　毎朝、寒くて布団から出るのに
一苦労しています。令和2年最後
の月を体調に気を付けて元気に過
ごしましょう（ドラ）

広報しろい12月1日号

材料（4人分）
キャベツ半分（450㌘）、ダイコン
200㌘、赤パプリカ1/2個、タマ
ネギ1/2個、コマツナ50㌘、ベー
コン60㌘（4枚）、水2カップ、中
華味の素小さじ1、しょうゆ大さじ
1/2、オリーブ油小さじ1、塩・コ
ショウ少々、片栗粉大さじ2
作り方
①キャベツは4等分に切り、他の野菜は1㌢角に切る。ベーコンは8つ切りにする。
②キャベツにベーコンを挟み、耐熱皿にのせてラップをかけ、600㍗
で4～ 5分加熱する。
③鍋に水と中華味の素、しょうゆ、オリーブ油、1㌢角に切った野菜を
入れて煮る。
④塩・コショウで味を調え、水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。
⑤②のベーコンキャベツに④の野菜あんかけをかける。
1人当たりの栄養価　136㌔㌍、食塩相当量　1.2㌘、野菜の量　220
㌘、調理時間　20分

1日の野菜摂取目標量350㌘

おすすめレシピ
や さ い たっぷり 今月のメニューは

ベーコンキャベツの野菜あんかけ

【管理栄養士からひとこと】
　野菜の甘味とベーコンの塩加減がおいしい一品です。こ
の一皿で、1日の野菜摂取目標量の3分の2が取れます。キャ
ベツに含まれるビタミンは、胃や十二指腸の粘膜を保護す
る働きや、免疫機能を向上させる働きがあります。年末年
始の食べすぎ飲みすぎに気をつけ、体に優しい野菜たっぷ
りの副菜を取り入れてみませんか。

　広報しろいは「音訳ボラン
ティアやまびこ」の協力によ
りCDで聞くことができます。

■問秘書課
☎401-6913

広報しろいに掲載する有料広告を随時募集しています。
■問指定広告代理店　㈱地域新聞社☎047-450-8814へ

広報しろいで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。

　今回は、白井市民プールの近くにあるヒマワリ畑を管理している高橋
修治さんを紹介します。
　高橋さんは2019年に新規就農しました。農業を始めたのは「19歳
の時に、兄の勧めで実家の農地で枝豆を作ってみたら、そのおいしさに
ほれこみました。こんなにおいしいものが食べられるのなら、農家もい
いなあ」と思ったそうです。
　ヒマワリ畑について「もともと草が伸びて、荒れ果てていたんです。ヒ
マワリは見た目も美しいけれど、絞ったら油になるし、枯れたら肥料になる。
畑を再生するには持ってこいの植物なんです。一面に咲くと市民プールか
ら『あ、ヒマワリ！』と指をさしてくれます」とうれしそうに話します。
　高橋さんは「ひまわりオーガニックファーム」の代表という顔も持っ
ています。自分たちが本当に食べたいと思える野菜を栽培して、農薬不
使用・無化学肥料による野菜の栽培・販売と収穫体験農園を運営してい
るそうです。
　農薬を使わない野菜栽培について「農薬がなかった戦前の農法がお手
本です。先輩農家の経験談を参考に挑戦しています。この畑は子どもた
ちが遊びながら野菜を食べたり、近所の人が気軽に家庭菜園代わりに畑
へ野菜を取りに来たりするような場所にしたい。手づかみで、もぎたて
の感触を味わってもらいたいから、農薬不使用・無化学肥料で経営して
います」と話してくれました。
　今年の夏にプレオープンしたばかりの農園で、新型コロナウイルス
の感染拡大で客足が心配されましたが、3カ月で300人以上のお客さん
がコンセプトに共感して来園したそうです。今年度は週に1～ 2日程度
営業なので、開園日はホームページ（Shttps://himawari-organic-
farm.com/）で確認してください。

■問産業振興課☎401-4631

発見! 白井の仕事人 91

～ヒマワリがつなぐ大地の息吹～
ひまわりオーガニックファーム 高橋修治さん

ひまわりオーガニックファーム
☎050-8880-8831
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　詳しい取材内容などは
地域情報サイト「まいぷれ」
に掲載中です。
　ご覧ください。

献血のお知らせ
　市役所東庁舎で献血を実施します。
ご協力をお願いします。
※当日、骨髄バンク登録会・説明会を
開催します。
■時25日㈮①10：00～ 11：45
②13：00～ 16：15
■所市役所東庁舎1階
■問健康課☎497-3494
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