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▼コロナだけじゃない！卑劣な電話de詐欺にもご注意を！

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3年
（2021年）

毎月1日・15日発行

電話de詐欺は

電話de対策!!

在宅中も留守番電話機能を活用
相手の電話番号を確認
通話を録音・内容を記録

　コロナ禍である昨年の被害状況から見ても、市内で月平均1件以上、
1件当たりの被害額が約200万円と卑劣な犯罪被害が続いています。
　オレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺など手口はさまざまです。
家族ぐるみで注意していく必要があります。

　電話de詐欺に遭わないための一番の方法は、犯人と直接話さない
ことです。電話機の機能を活用して詐欺被害を防止しましょう。

　令和2年中の電話de詐欺被害総額は千葉県内で約19億5千万円、
市内では約3千万円でした（金額は11月末時点）。
　大切なお金は、電話機の機能で守りましょう。
■問市民活動支援課☎401-4081

◆家族かたり（オレオレ詐欺）
「オレだけどカバンをなくした。現金が必要なんだ」
◆警察官・銀行協会かたり（預貯金詐欺）
「口座が悪用されている。キャッシュカードの交換が
必要です」
◆市役所かたり（還付金詐欺）
「還付金がある。ATMから本日中の手続きが必要です」

　新型コロナウイルスの市民感染者のうち、11月以降、若者の割合が増加傾向にあります。家庭内感染も増えており、重症化リスクの高い高齢者
などに感染することが懸念されます。全ての人の健康と命を守るため、特に若者は行動変容と感染予防策の徹底をお願いします。
　緊急事態宣言発令に伴い施設の開所時間
の短縮などを実施しています。最新の情報
は市ホームページを確認してください。

白井市長　笠井喜久雄

白井の人口 63,162人（-33人）　男 31,513人（-12人）女 31,649人（-21人） 白井の世帯 26,228世帯（+3世帯） ※12月末日現在（　）は前月比
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不審電話があったら…すぐ相談を！
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▼白井市民の新型コロナウイルス感染者数（累計：令和3年1月21日時点）
年齢別 10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳以上 合計
人数 6人 23人 33人 16人 33人 26人 24人 13人 25人 12人 211人
割合 2.8％ 10.9％ 15.6％ 7.6% 15.6% 12.3% 11.4% 6.2% 11.8% 5.7% 100%

電話de詐欺相談専用ダイヤル
☎0120-494-506（平日8:30～17:15）

市内で1件200万円もの被害が発生 電話de詐欺の被害に遭わないために…

どんな手口がある？実録音声を公開中！



◆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2月1日号

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

高齢者肺炎球菌の定期予防接種
～令和2年度接種対象の期限は3月31日㈬まで～
　肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25 ～ 40㌫を占め、特に高齢者
の重篤化が問題となっています。肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれ

る細菌で、唾液などを通じて飛
ひまつ

沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症など
の重い合併症を引き起こすことがあります。
　市では、予防接種法により肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施してい
ます。定期接種は対象年齢の時に1回実施するもので、過去に高齢者肺
炎球菌ワクチン（ニューモバックス）を接種した場合は対象となりませ
んので注意してください。
■対 ①令和3年3月31日までに65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・
95歳・100歳となる人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓または呼吸器の障がい、ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいにより身体障害者手帳1級を
所持している人
期間　3月31日㈬まで
■問 健康課☎497-3495

2月26日㈮まで ┃ひとり親世帯臨時特別給付金
　新型コロナウイルスへの経済対策として、子育てと仕事を一人で担う
ひとり親世帯（養育者も含む）への給付金の申請期限が迫っています。
申請期限までに申請がない場合は、給付ができなくなりますので、希望
される場合はお早めに申請をお願いします。
基本給付
■対 ①～③のいずれかに該当するひとり親世帯
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された世帯
②前年の収入が児童扶養手当の支給制限額を下回るが、公的年金などの
受給により児童扶養手当が支給されない世帯（申請の有無は問いません）
③新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手
当の受給水準になっている世帯
給付額　5万円（第2子以降1人につき3万円追加）
追加給付　①②の世帯で新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、
収入が大きく減少している場合、5万円を追加
基本給付の再給付　基本給付申請者に対し、基本給付と同額を給付
■申 2月26日㈮までに申請書・必要書類（市ホームページ、子育て支援課
窓口にあります）に振込先口座などを記入して、子育て支援課へ
■問 ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター（平日9：00 ～ 18：
00）☎0120-400-903、子育て支援課☎497-3487

不燃ごみ・粗大ごみの搬入を一時停止します
　印西クリーンセンター不燃
ごみ・粗大ごみ処理施設は、
下記の期間に定期点検整備を
行います。
　この期間のごみの受入停止
につきましては、次のとおり
となりますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
期間　2月6日㈯～ 13日㈯
■問 印西クリーンセンター
☎0476-46-2732

ごみの受入区分

ごみの種類
ごみの受け入れ方法

収集 直接搬入

◦粗大ごみ
×

※電話での
申し込み可

×

◦燃やさないごみ
◦有害ごみ ○ ×

◦燃やすごみ ○ ○

◦資源物 ○

お元気ですか　保健師です

　寒い日が続きますが、健やかにお過ごしですか。
　私は保健師として日ごろ、子育ての相談を受け
ていますが、特に就学前の子育てでは「こんな
こと聞いていいの？」「誰に相談すればいいの？」

「こんなやりかたでやっているけど、これでいい
のかな？」など疑問や気になることが日々ある
と思います。
　市では、子育ての関連課（子育て支援課・健康課・保育課）が連
携して子育て中の家庭を支援する子育て世代包括支援センターを1
月に開設しました。
　センターの主な取り組みとして、子育て支援課に「子育てコーデ
ィネーター」を配置しました。子育てコーディネーターは、子ども
および保護者、または妊娠している人が、教育・保育施設や地域の
子育て支援事業を円滑に利用できるよう情報の提供を行い、必要に
応じて子育ての相談や助言などを行います。
　例えば「子どもと一緒に遊べるところを教えてほしい」「冠婚葬祭
や親の体調不良で子どもを一時的に預かってくれるところはあるか」
などの相談を受けています。その他の子育てに関することも相談を
受け、必要な時は相談先を案内します。相談を受ける際には、保護
者の困ったことを一緒に考え、必要な支援へつなぐ手伝いや情報を
お伝えします。
　子育てコーディネーターは、子育て支援センター（清水口・南山
保育園）などに出張したり、家庭に訪問するなど市民に身近な場で
相談を受けます。ぜひ気軽に相談してください。

　　　　　　　　　　　保健師　山田杏子

子育てコーディネーターに相談してください

2月26日㈮まで ┃白井市中小企業経営支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営環境にある中小
企業者などの皆さまに県は「千葉県中小企業再建支援金」を1月31日㈰
を申請期限として給付を行っています。
　市では、その上乗せとなる「白井市中小企業経営支援金」として10
万円を給付し、経営を支援しています。申請期限までに申請がない場合
は、給付ができなくなりますので、希望される場合はお早めに申請をお
願いします。
■対 市内に事業所を有し「千葉県中小企業再建支援金」の交付決定を受け
ている事業者
金額　10万円
申請方法　郵送
※申請書類は市ホームページからダウンロードするか産業振興課窓口、
公民センター、市商工会窓口で配布しています。
申請書類
①白井市中小企業経営支援金申請書兼振込請求書
②千葉県中小企業再建支援金申請書兼実施報告書の申請に係る添付書類
全て
③千葉県中小企業再建支援金交付決定通知書の写し
④直近の市税を納めていることを証するもの
⑤振込口座の口座番号の記載された部分の通帳の写し
※それぞれ詳細はホームページなどにあります申請要領をご覧ください。
■申 ■問 2月26日 ㈮（ 必 着）
までに申請書類を産業振
興課☎401-4641へ
※メールでの問い合わせ
は、件名に「白井市中小
企 業 経 営 支 援 金 に 係 る
問 い 合 わ せ 」 と 入 れ て、
{syoukou-shinkou@
city.shiroi.chiba.jpへ。

新型コロナウイルスに係る支援金・給付金　締め切り間近！早めに申請を

市内事業者 対象 ひとり親世帯 対象



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2月1日号

白井市高齢者見守りネットワーク
協力事業者・協力団体・協力機関を募集
　市では、高齢者の孤立化・孤独死を防ぎ、住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、地域のさまざまな事業者や団体、機関が協力して「白井市高
齢者見守りネットワーク（しろい高齢者見守りネット）」を構築しています。
　現在、276の事業所などが日常業務において高齢者の見守りに協力し
ていただいています。
　市は高齢化が進んでおり、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も
増えています。見守りネットワークの輪を広げるため、協力事業者など
を随時募集しています。
　協力事業者・協力団体・協力機関には、右記の
ステッカーを配布します。

【協力をお願いしている事業者などの要件】
・市内高齢者と接することが多い民間事業者
・市内で地域福祉活動を行っている団体
・市内高齢者の生活支援または相談支援に係る公共機
関、介護サービス事業所および居宅介護支援事業所
■申 ■問 高齢者福祉課☎497-3474

ヘルシー食育講座
腸内フローラを整えて健腸生活！
　善玉菌を増やし
て、腸を健康に保
つ食事について一
緒に学んでみませ
んか。
　発酵食品や食物繊維など、健腸
に効果的な食事のポイントを紹介
します。
■時 25日 ㈭10：00 ～ 11：30（ 受
け付け9：45 ～）
■所 保健福祉センター
■対 市民　先着12人
■持 筆記用具、飲み物
■申 ■問 22日㈪までに、住所、氏名、
電話番号、年齢を電話かメールで
健康課☎497-3494・{kenkou@
city.shiroi.chiba.jpへ

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 24 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 21 日㈰までに白井運動公園
☎ 497-0222（9:00 ～ 17:00）へ

保健師｜一般任期付職員
　健康課で勤務する保
健師を募集します。詳
細は募集案内（市ホー
ムページ、総務課窓口
にあります）で確認し
てください。
　一般任期付職員とは、
任期の定めのない職員↗

スポーツ

健康

入力し送信するか、②参加申込書（市
ホームページ、各センター、生涯学
習課にあります）に必要事項を記入
の上、郵送・メールまたは直接生
涯学習課☎ 401-8942{syougai-
gakusyuu@city.shiroi.chiba.jp へ

役立つ！中高年向け再就職
支援セミナー＆個別相談
　千葉県ジョブ
サ ポ ー ト セ ン
ターと白井市・
我孫子市・印西
市が共催で再就
職支援セミナー
を開催します。
　仕事の探し方、応募書類の書き
方、面接対策など就職スキルにつ
いて学ぶことができます。セミナー
および個別相談は雇用保険受給者
の活動実績となります。
■時 2月26日㈮　セミナー：10:00 ～
12：00、個別相談：13：30 ～ 16：00
■所 白井市役所本庁舎2階災害対策室
■対 概ね40 ～ 65歳で求職中の人 セミ
ナー：先着20人、個別相談：先着4人
■持 筆記用具、雇用保険受給中の人
は「雇用保険受給資格者証」
■申 ■問 1日㈪から電話で産業振興課
☎401-4641へ

家庭菜園教室

　冨士センターの畑を使って野菜作
りを基礎から学びましょう。
■時 27 日㈯ 10：00 ～ 12：00
■所 冨士センター
■対 市内在住者　先着 8 人
■持 飲み物、上履き、筆記用具
■申 ■問 26 日㈮までに電話か直接冨
士センター☎ 446-1911 へ

梨栽培技能講習会（年 7 回）

　白井市特産の「梨の栽培」に参加
してみませんか。「栽培」のポイン
トを学び、実際に体験をしながら必
要な知識・技能を学びます。
■時 3 月 16 日㈫～ 12 月中旬頃
※日程は、梨の生育具合によりその
都度連絡となります。
■所 白井市梨業組合員梨園地（全て
屋外での講習です）
■対 市内在住で 60 歳以上の人　先
着 20 人
■師 千葉県印旛農業事務所普及指導
員・白井市梨業組合員
■申 ■問 3 月 10 日㈬までに電話か直接
シルバー人材センター☎498-1717へ

と同様に給与条例に基づき給料、諸
手当が支給され、期間を定めて任用
する職員です。
■対 保健師免許証を持っている人 1人
採用期間▶令和3年4月1日～（1年間）
勤務場所▶保健福祉センター（健康課）
勤務条件▶週5日 8：30 ～ 17：15

（フルタイム）
月給▶210,300円～
■申 ■問 10日㈬までに総務課☎401-
5976へ

工作週間

　3 月のおひなさまに向け、お部屋飾
りを作りましょう。
■時 17 日㈬、18 日㈭、19 日㈮
10：30 ～ 11：00
■所 白井児童館
■対 未就学児と保護者　各日先着 5 組
■申 ■問 開催日の前日までに電話で白
井児童館☎ 491-0166 へ

くるみボタンキーホルダー作り

　好きな布で作ったくるみボタンを
使いキーホルダーを作りましょう。
■時 20 日 ㈯ ① 9：30 ～ 10：40　
② 10：50 ～ 12：00
■所 白井児童館
■対 小学生以上　各回先着 6 人
※小学 1・2 年生は保護者同伴で参
加してください。
■費 200 円（材料費）
■持 9 ㌢㍍× 9 ㌢㍍の布 2 枚（くる
みボタン用）、持ち帰り用の袋
■申 ■問 電話予約の上、7 日㈰までに
参加費を白井児童館☎ 491-0166 へ

子ども・学生

求人

星空ジャズアワー

　星空とともに、ジャズの調べを楽
しんでいただく CD コンサートで
す。今回は、シネマを彩るジャズの
名曲をお届けします。冬の星座も紹
介します。
■時 4 日 ㈭・6 日 ㈯ 11：00 ～
11:45
■所 プラネタリウム館ドーム
■費 市内在住大人 280 円・高校生以
下 110 円、市外在住大人 350 円・
高校生以下 160 円　開始 30 分前
から券売開始　先着 30 人
■問 プラネタリウム館☎ 492-1125

白井市民大学校特別講座
～ YouTube の使い方を学ぼう～

　

　新型コロナウイルスの感染拡大に
より中止となった白井市民大学校の
特別講座を実施します。
　新型コロナウイルス感染症が流行
し、いろいろな学習の場が減少して
いる中、ご自身の持っているスマー
トフォンで「学びたい」「知りたいこ
とを簡単に動画で見たい」と考えて
いる人、一緒に練習してみませんか。
　今回は動画の「検索」の仕方から、
動画に対する「コメント・チャット」
の送信まで、すぐに YouTube が
使えるように生涯学習課の職員と共
に学んでいきます。
■時 22 日㈪ 10：00 ～ 12：00
■所 保健福祉センター 3 階団体活動室
■対 次の①～③の全てに該当する人　
20 人（応募者多数の場合は抽選）
①市内在住 60 歳以上
② W

ワイファイ
i-Fi に接続しなくてもインター

ネットを見ることができるスマホや
タブレット、ノートパソコンを持参
できる
③ Google アカウントを持ってい
るか作成することを許諾できる
※当日 Wi-Fi などインターネット
回線の準備はありません。各自の対
応となります。その際に発生する費
用は自己負担となります。
■申 ■問 12 日 ㈮ 正 午

（必着）までに①右
記 QR コードで申し
込みフォームを読み
取り、必要事項を↗

イベント

講座・講演

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。
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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

　友好都市であるオーストラリア キャンパスピ市の魅力を知ってもらうため、毎年2月13 ～ 19日を「友好都市提携週間」に定めています。

【2月13～19日】
友好都市提携週間オーストラリア キャンパスピ市

◆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。

キャンパスピ市写真展
　友好都市提携週間に合わせ、キャンパスピ市写
真展を開催します。
■時13日㈯～ 19日㈮
■所保健福祉センター１階ロビー
■他コロナ禍のため、広報紙面上や市ホームページ
でも写真を掲載します。ご覧ください。
■問企画政策課☎401-5998



介護予防DVDをご活用ください
　高齢者福祉課では、コロナ禍で外出や人との交流
が減少し、足腰の筋力や認知機能の低下を予防する
ため「白井市介護予防ＤＶＤ」を作成しました。
　内容は誰もが簡単に自宅で楽しく行える「体操」
や「認知症予防（脳トレ）」です。
　DVDは各センターで配布しています。少人数のグループにはＤＶＤ
プレイヤーと共に貸出すことや事前に申し込みがあれば保健師が出張
して具体的に体操や認知症予防を講習することもできます。
　DVDを活用し、自宅や地域で楽しみながら介護予防を行いましょう。
■問高齢者福祉課☎497-3484

コロナ禍でも住み慣れた地域で自分らしく介護予防③

 5広報しろい2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。

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。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）の特
許が切れてから新しく作られた薬です。厚生労働省により従来の医
薬品と同等の効き目・安全性が認められたものです。
　ジェネリック医薬品は開発費用を抑えることができるため、価格
が安く設定されています。利用すると医療費の節約になり、負担も
軽減できます。
　薬によってはジェネリック医薬品がない場合や薬代が下がっても
自己負担額が変わらない場合もあります。処方を希望するときは、
かかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。
■問保険年金課☎401-3942

キャンパスピ市について
　キャンパスピ市は、オーストラリアの
ビクトリア州にある自治体です。
　英語ではCampaspe Shire（キャンパ
スピ・シャイヤー）と呼ばれ、Shireは
農村部の自治体を指します。
　全土に運河（キャンパスピ川やマレー
川など）が張り巡らされており、内陸で
はありますが漁業も盛んです。
　人口は約3万7千人と白井市よりも少な
いですが、面積は4,519k㎡（参考：千葉
県5,158k㎡）と広大です。
　平成4年から開始した青少年国際交流
をきっかけに、平成10年に白井市と友好
都市協定を締結しました。
■問企画政策課☎401-5998

キャンパスピ市の星空を見よう
　プラネタリウム館では、友好都市提携
週間にキャンパスピ市で見ることができ
る星空を紹介します。
■時13日㈯、14日㈰ 15：00 ～ 15：45
■所プラネタリウム館
■費市内在住大人280円・子ども110円
市外在住大人350円・子ども160円　
開始30分前から券売開始　先着30 人
■問プラネタリウム館☎492-1125



教育ローン利用者に利子の
一部を補助
　市では、金融機関から教育資金の
融資を受けている人に、返済利子の
一部を助成していますが、この制度
は令和2年度末で廃止になります。
　令和3年4月1日以降は申請を受け
付けられませんので、注意してくだ
さい。
■対次のすべてに該当する人かその保
護者
◦国内の高等学校、大学、高等専門
学校、専修学校に入学を予定してい
るか在学している
※該当しない学校もありますので、
事前に問い合わせてください。
◦市内に住所を有している
◦世帯全員が市税を完納している
◦日本政策金融公庫、または千葉銀
行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉
信用金庫の市内の各支店で月賦償還
方式による教育資金の融資を受けて
いる
補助期間　交付決定日の翌月から各
学校の修業年限まで
■申■問教育総務課☎401-8729へ

意見公募｜白井市公共施設
個別施設計画

　市では、公共施設などの現状と課
題を把握し、さまざまな課題に適正
に対応するため、平成29年3月に

「白井市公共施設等総合管理計画」
を策定しました。
　将来にわたり、公共施設などを適
正に管理していくためには、この「白
井市公共施設等総合管理計画」に基
づく「個別施設計画」を策定し、維
持管理や更新にかかる費用を縮減・
平準化した上で、長期的な視点に
立った対策を計画的に進めていく必
要があります。
　そこで、これまでの各施設の実情
などを踏まえつつ、施設ごとの工事
内容や実施時期などを示す「白井市
公共施設個別施設計画（案）」を作
成しましたので、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3日㈬～ 17日㈬↗

◆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2月1日号

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

■原っぱの会の里山学校「冬の探鳥会」
　冬は野鳥観察に最適な季節です。双
眼鏡を持って木々を行き来する野鳥を
観察しませんか。
■時 20 日㈯ 9：30 ～ 12：00（雨天
時は 21 日㈰に順延）■所印西市立中央
駅前地域交流館駐車場に集合■対一般
15 人■持防寒対策、あれば双眼鏡■費
300 円（保険、資料、環境保全整備代）
■申■問15日㈪までにNPO法人谷田武西

の原っぱと森の会{ymharappa@
yahoo.co.jp　松永☎090-8300-12
93へ
■建築士による無料住宅相談会
　建築士が住まいの相談に答えます。
■時 26 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

■白井市郷土史の会定例会
　「オビシャの謎を解く」～三本足のカラ
スの的から探る～をテーマに開催します。
■時6日㈯13：30 ～ 15：30■所西白井
複合センター■師柏市・市川市・野田市
文化財保護審議会委員萩原典子さん■費
300円（資料代）
■問小林☎491-1727

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

子ども・学生 任期　2年（令和3年4月1日～令和
5年3月31日）
報酬　年額26,000円
■申■問15日㈪までに電話か直接市民
活動支援課☎401-4081へ

農業者年金に加入しませんか

　農業従事者なら誰でも加入できます。
●20歳以上60歳未満の国民年金の
第1号被保険者であって、年間60
日以上農業に従事する人であれば誰
でも加入できます。
　積立方式で安心した財政運営です。
●積立方式での年金額は、加入者・
受給者数に左右されない、少子高齢
化時代に強い年金です。
　保険料の手厚い国庫助成があります。
●認定農業者など一定の要件を備え
た意欲ある担い手に対して、国が保
険料を一定の割合で負担する制度も
あります。
　保険料は自由に選択できます。
●月額2万円から6万7千円まで自
身のライフプランに合わせて保険料
を自由に選択できます。
　税制面でも大きな優遇があります。
●支払った保険料は、全額が「社会
保険料控除」の対象となります。
　終身年金で80歳までの保証付き
です。
●年金は終身受給できます。加入者
が80歳前に亡くなった場合は、80
歳までに受け取る予定であった年金
を遺族が受け取ることができます。
■問農業委員会事務局☎401-4602、
JA西印旛中央支店☎0476-48-2210

定例教育委員会議
■時2日㈫ 14：00 ～
■所市役所東庁舎会議室302・303
■問教育総務課☎401-8729

議会定例会開会
■時15日㈪ 10：00 ～
■所議場
■問議会事務局☎491-6164

■所公共施設マネジメント課、市情
報公開コーナー、図書館、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17日㈬までに意見書（閲覧場
所にあります）を公共施設マネジメ
ント課☎401-5438へ

意見公募｜第3次しろい健
康プラン

　市では、「自分らしく元気にみん
なで力を合わせる健康づくり」を基
本方針として、市民の生涯にわたる
健康の保持増進と、健康寿命を延ば
すことを目標に「第2次しろい健康
プラン（健康増進計画・食育推進計
画・歯科口腔保健推進計画・自殺対
策計画）」を策定し、健康づくりの
取り組みを進めています。
　現行の「しろい健康プラン」が令
和3年度で終了することから、新た
に令和4年度から5年間の計画とし
て策定する「第3次しろい健康プラ
ン（健康増進計画・食育推進計画・
歯科口腔保健推進計画）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2月1日㈪～ 3月5日㈮
■所健康課、市情報公開コーナー、図
書館、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3月5日㈮までに意見書（閲覧
場所にあります）を健康課☎497-
3494へ

交通指導員
　市では、交通指導員を募集します。
　現在、18人の交通指導員が警察
などと連携しながら、交通事故を減
らすため各種交通安全運動に取り組
んでいます。
　園児や児童、生徒を交通事故から
守るため、交通安全教室や通学路で
の街頭指導のほか、交通安全意識の
向上を図るため駅前広場や交差点な
どで街頭啓発活動を行っています。
■対市内在住の20歳以上で、心身共
に健康で交通安全に識見および熱意
を有し、かつ指導力のある人　12人
※白井市地域協力員（有償ボラン
ティア）です。↗

案内

募集

教育支援制度のお知らせ
♦就学援助制度
　経済的な理由により小・中学校に
就学することが困難な児童や生徒の
いる家庭に就学費を援助しています。
■対市内に住所があり、白井市立小学
校・中学校に在学する児童生徒また
は入学予定者の保護者で、次のいず
れかに該当する人
①生活保護法第 6 条第 2 項に規定
する要保護者
②次のいずれかの措置を受けた者で
要保護者に準ずる程度に困窮してい
ると教育委員会が認める人
・生活保護法に基づく保護の停止ま
たは廃止
・地方税法などに基づく個人事業税
や固定資産税、市民税の減免あるい
は市民税の非課税
・国民年金法に基づく国民年金の掛
け金の減免
・国民健康保険法に基づく保険税の
減免
・児童扶養手当法に基づく児童扶養
手当の支給
・生活福祉資金制度による貸し付け
※各項目に該当しない場合でも失業
や病気、突発的な事故、災害など特
別な事情により経済的に困窮してい
る人は対象となる場合があります。
援助内容　学用品費、通学用品費、
校外活動費、修学旅行費、医療費、
学校給食費、新入学児童生徒学用品
費など
※要保護者は、修学旅行費および医
療費のみ。
■申■問申請書（学校政策課で配布）
に必要事項を記入の上、学校政策課
☎ 401-9445 へ
♦特別支援教育就学奨励制度
　市内小・中学校の個別支援学級に
在籍または通級しているか通常学級
に通う障がい（学校教育法施行令第
22 条の 3 に定める障がいの程度に
該当）のある子どもの保護者に経済
的負担を軽減するため、その世帯の
収入額などに応じ、必要な経費の一
部を援助しています。
　詳細は市ホームページで確認して
ください。
援助内容　学用品費、校外活動費、
修学旅行費、通学費、学校給食費な
どの一部
※ 6 月初旬に学校を通じて保護者に
関係書類を配布します。
■問学校政策課☎ 401-9445



■ニート引きこもり相談会
■時 1日㈪18：20 ～ 19：00
■所 保健福祉センター
■問 生涯学習課☎401-8942
■年金・労働相談
■時 8日㈪10：00 ～ 15：00
■所■問 保険年金課☎401-3942
■中小企業経営・創業なんでも相談
■時 9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 10日㈬・24日㈬10:15 ～ 15:00

【医師による相談】（前日正午までに要
予約）
■時 4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 12日㈮・25日㈭10:00 ～ 16:00
■所 保健福祉センター
■問 社会福祉課☎497-3491

相談 ■健康相談（予約不要）
■時 15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
■住宅リフォーム無料相談会（5日
前までに要予約）
■時 17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 18日㈭13：00 ～ 16：00
■所 市役所東庁舎相談室203
■問 総務課☎401-5974
■交通事故相談（2日前までに要予約）
■時 24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■問 市役所本庁舎消費生活センター
内線3202
□無料職業紹介
■時 月～金曜日9:00 ～ 17:00（受け
付け9:00 ～ 16:00）
■所■問 市役所本庁舎無料職業紹介所　
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】5日㈮、19日㈮、26日㈮
【弁護士（法律）】12日㈮、24日㈬
【税理士（相続）】17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◆
■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
■木造住宅無料耐震診断相談
■問 建築宅地課☎401-4675
■人権相談
■問 市民活動支援課☎401-4078
■どんぐり広場子育て相談（先着
10組の事前申込制）
■問 ボランティアセンター☎492-5716
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お家で楽しむ冬の星
星を見て長生き？

　2月の宵空には、冬の星座が南の空
の見やすい位置に勢ぞろいします。中
心は三つ星が目印のオリオン座。そ
こから空に大きな「の」の字を書くと、
一等星のある冬の星座がつながります。
大体の位置をつかんでから、それぞれ
の星座の星並びをたどってみると、わ
かりやすいでしょう。
　冬の大三角が真南に見える頃、そ
のずっと下、地平線すれすれに上るのが、りゅうこつ座のカノープスです。
上ってもすぐに沈んでしまうため、日本では「横着星」などというユニー
クな呼び名もあります。中国では南極老人星と呼ばれ、一目見ると長生き
できるという縁起のいい星です。よく晴れた夜、南の空の開けた場所で探
してみましょう。双眼鏡があれば使ってみてください。展望台やマンショ
ンの高層階から探すのもおすすめです。
プラネタリウム館 ☎492-1125

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

開催日 ホール 催し物名 開演 入場料 問い合わせ

21日㈰ なし坊
文化会館主催事業
講談「神田香織一
門会」

14：30

一般
1,000円
小学生～高
校生
500円

文化会館
☎492-1121

※主催者の都合により中止・延期になる場合があります。

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。

図書館 ☎492-1122
♦25日㈭は館内整理日のため、休館します。
◆「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（2月～3月）
「東日本大震災から10年」
　3月11日、大きな被害をもたらした大地震から10年が経ちます。災
害の記憶と教訓を後世に伝え、これから来る災害に備え、今できること
を考えます。
※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。

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2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 

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 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

郷土史講座第2回
「江戸時代の谷田・清
戸村における珍しい
訴え」

江戸時代の谷田・清戸村で
起きた珍しい事件を紹介

27日㈯
13：30 ～ 14：30
定員30人（要予約）
※会場は、かおりホール

郷土資料館 ☎492-1124 

文化会館 ☎492-1121　

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 28日㈰ 9：00 ～ 12：00
夜間 25日㈭ 17：15 ～ 20：30
■所 市役所本庁舎1階
■問 収税課☎401-4104

プログラム 内容 日時 料金

子ども投映
ロイ君アワー

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）

土・日曜日
祝日
11：30
※6日㈯は別
内容

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)

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）

ゆく星くる星
宇宙天文カレンダー
2021

土・日曜日
祝日
15：00

星 空 ジ ャ ズ ア ワ ー
（約45分間)

ジャズと星空をともに
楽しむ、リラクゼーショ
ンプラネタリウムです。

4日㈭・6日㈯
11：00

星を見る会

ドームで星空解説の後、
実際の星空で月・火星
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）

6日㈯
17：30

大人200円
高校生以下無料
要電話予約
2日㈫9：00から受け
付け開始
(先着30人)



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（11月）
発生状況 件数など 累計（令和2年）

犯罪
犯罪総数 29件 284件
電話de詐欺 4件 15件
電話de詐欺被害額 約950万円 約2,980万円

交通
事故

人身事故数 4件 85件
死者数 0人 1人
自転車事故数 1件 17件

火災
など

火災 2件 18件
救急 208件 2,325件
救助 1件 22件

移動交番開設予定（2月）
【場所・日時】　十余一公園・19日㈮＊、福祉センター・
8日㈪、22日㈪、白井運動公園・9日㈫、18日㈭、南山
公園・1日㈪、10日㈬＊、24日㈬、冨士センター・3日㈬、
17日㈬、白井コミュニティセンター・4日㈭、12日㈮、
19日㈮、26日㈮、ローソン千葉白井店・5日㈮、16日㈫、
24日㈬＊、ミニストップ白井河原子店・2日㈫、10日㈬、
西白井コミュニティプラザ・2日㈫＊、15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
　緊急事態宣言が発令されて、市
役所でも職員間の接触を減らす勤
務体制を実施しています。（ドラ）

広報しろい2月1日号

材料（2人分）
カブ（葉付き）2個（240㌘）、
塩少々、キンカン2個
調味料　酢大さじ1、オリーブ
オイル大さじ1、はちみつ小さ
じ1、塩小さじ1/4
作り方
①カブは皮付きのまま薄くいち
ょう切りにし、カブの葉は1㌢
㍍長さに切る。塩少々をまぶし
てしばらく置き、しんなりしたら水気を絞る。
②キンカンは半分に切り、種を除き、薄切りにする。
③調味料を混ぜ合わせ、①②とあえる。
1人当たりの栄養価　105㌔㌍、食塩相当量　0.8㌘、野菜の量　120
㌘、調理時間　15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

かぶときんかんのさわやかサラダ

【管理栄養士からひとこと】
　キンカンのさわやかな酸味とカブの甘味をいかした
一品です。
　ご存じですか。カブの葉には、ほうれん草に比
べてカルシウムが約5倍も多く含まれています。捨
てるにはもったいない食材です。新鮮なうちに料
理に使いましょう。みそ汁や炒め物料理にもおす
すめです。

　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、磁気を応用することで、安全で環境に優しい技術を生み出し
ている株式会社ヂーマグさんを紹介します。
　取材に応じてくれたのは創業者で社長の髙橋謙三さんです。
　髙橋さんは、特殊鋼メーカーのエンジニアとして世界中を飛び回り、
数々の新技術開発に取り組んできました。一般的に知られるものだと病院
の検査機器「MRI」の開発では主要技術の提供をしてきました。その後「日
常に寄り添う技術がものづくりの原点ではないか」という思いから平成2
年に株式会社ヂーマグを設立し、平成27年に白井市に本社を移転しました。
　日本と米国を拠点に活動し、顧客はヨーロッパ・アジアなど世界中
に広がります。多くの研究機関などとも連携をとって常に先端情報収集、
学術発表も行っており、世界20カ国に70件以上の特許を取得しています。
　会社名は「The Zenith of Magnetics（磁気学の極致）」が由来で、
磁石を利用した製品を製造しています。その一つについて伺うと「1円
玉や缶などで使われるアルミニウムを作る工程には「攪

かくはん

拌（まぜること）」
があります。800℃の高温で数百㌧の大量に溶けたアルミニウムを攪
拌するのは非常に危険で高電力を必要とするものですが、ヂーマグが作
成した磁石のエネルギーを使用した装置を使用することで非接触かつ低
電力で攪拌できるようになります」と教えてくれました。
　会社の強みは「少数精鋭の技術者集団であり電話一本で、すぐ世界中
馳
は

せ参じ、問題解決の提案ができるフットワークの軽さです。海外の企
業からは「世界で一番ホットな企業」ともいわれました」とのことです。
　今後の目標・メッセージは「当社の技術ができるだけ多くの分野で標
準として使われるものとしていきたい」「まだまだ未知の世界はいくら
でも広がっていることが異業種の人と話すとわかります。鉄より強いア
ルミニウムも作れるかもしれない。どんな仕事をするにも興味とやる気
を持つ事、そして何より健康である事が大事ですよ」と話してくれました。
■問産業振興課☎401-4641

発見! 白井の仕事人 93

～技術に純粋に没頭する集団でありたい～
株式会社ヂーマグ

社長の髙橋謙三さん
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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。

健康課管理栄養士

新型コロナウイルス接触確認
アプリ（COCOA）の利用
にご協力を！
　自分をまもり、大切な人を守る
ためにインストールしましょう。


	再校戻し20210201_P001
	20210201_P002P003
	再校戻し20210201_P004-5
	20210201_P006
	0201文化センター・相談他
	20210201_P008

