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充実した研修と、良好な職場環境。
安心して働くことができます。

2021 年入庁　こども政策課
一般行政職

　歴史文化や、豊かな自然と都市の暮らしやすさの両立する環境に魅力を感じ、志望しました。採
用試験を受けるなかで、採用の担当職員がとても親切で、佐倉市職員を志望する気持ちが強まりま
した。１年目の研修では、公務員に求められる倫理観、地方自治制度、ビジネスマナーなどを学び

ました。現在は主に、成人式の準備と「成人式運営委員会」の活動を担当し、
記念品の制作や式典の司会進行などの運営を支援しています。また、保育
所入所委託費などの支払い業務も行っています。
　初めは、どのように仕事を進めればよいか不安でしたが、充実した研修
や、経験が豊富な頼りになる上司、年齢の近い先輩方の指導に支えられ、
着実に業務をこなすことができるようになりました。

佐倉市長
西田三十五

2017 年入庁　水道課
土木技師

日頃からコミュニケーションを大切に。
困ったときはワンチームで乗り越える。

　昨今の災害などでインフラ施設の強化が重要視されており、より災害に強い佐倉市にしていくた
めに尽力したいと思い、志望しました。業務内容は、上水道管の耐震化工事に関わる設計や工事監督、
企業との協議などです。自分の任された工事の図面を描き、現場で形になっていくことにやりがい
を感じます。現場によって制約条件や規模がさまざまで、全く同じ現場は
無いところが面白いと思います。突発的な現場対応なども多く、計画通り
に仕事を進めることが難しいと感じることもありますが、困ったときは同
僚と協力しワンチームで乗り越えていく職場の風土があります。市役所に
は多種多様な仕事がありますが、1日でも早くたくさん仕事を覚えて、困っ
ている人を助けられるよう心掛けています。

2020 年入庁　母子保健課
保健師

保健師として出産、育児をサポート
仕事にやりがいを感じます。

　生まれ育った愛着のある佐倉市を、さらに住みよい市にしていくために貢献したく、志望しま
した。保健師として幼児健診などの母子事業に携わり、担当地区の妊婦さんやお子さんのいる家庭
を訪問し、お子さんの成長発達や育児についての相談を受けています。相談者の年齢層や家庭状況

は幅広く、多様な価値観に合わせた対応が必要です。相手の話をよく聞き、
相談の内容やニーズを正確にくみ取れるよう意識し、相手に寄り添った提
案ができるよう努めています。妊娠期や小さいころから関わっているお子
さんの成長した姿を見たときや、「相談して良かった」と感謝されたとき
にやりがいを感じます。これからも、市民の皆さんが安心して生き生きと
子育てに取り組めるようにサポートしていきます。

佐倉市長
西田 三十五

募集要項は９ページをご覧ください

問い合わせ　人事課☎484-6210
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　近年、人々の価値観や生活様式が多様化しているとともに、情報通信技術の
飛躍的な進展、さらには新型コロナウイルス感染症の影響を受け、私たちの暮
らしや社会経済などは大きな転換期を迎えております。
　佐倉市では、こうした急激に変化する時代であるからこそ、これまでの枠組
みにとらわれることなく、新たなことに取り組むチャレンジ精神を持ち、市民
の皆さんのニーズを的確に捉え、社会情勢の変化にしっかりと対応できるかた
を求めています。子どもたちの笑顔が輝き、全ての世代の皆さんが夢や希望を
持って暮らし続けることができる佐倉市で、ぜひ一緒に働きましょう。
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2023（令和５）年４月１日採用

職員採用PR動画も公開しています。
こちらからご覧ください。
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日日付　時時間　 場場所　内内容　費費用　対対象　定定員
講講師　持持ち物 〆締め切り　申申し込み 問問い合わせ凡 例

2022 年（令和 4年）5月１日2 SAKURA

※今号に掲載している内容は 4月19日現在の内容です

新型コロナワクチンに関する情報 問 健康推進課☎ 485-6711

市指定有形文化財

1 回目 2 回目 3 回目 申請の有無

海外

必要海外 海外

海外 国内
（他自治体） 海外

海外 海外 国内
（他自治体） 不要

接種回数 郵送する接種券 発行の時期

❶ 未接種 1・2回目接種券
転入手続き後、３週間後以降に郵送

❷ 1回接種済み ２回目接種券

❸ 2回接種済み 3回目接種券

2回目の接種日から６か月経過後に
郵送
※すでに６か月経過している場合
は、転入手続き後、３週間後以降に
郵送

問い合わせ問い合わせ問い合わせ

密蔵院薬師堂修復工事　
現場説明会

　「目の神様」として信仰されて
いる江戸時代中期に建立された
寺院建築の大規模修復工事を見
学し、佐倉の歴史を感じてみま
せんか？
日 5月15日㈰ 要申し込み・無料
時 ①午前 11時～正午
②午後 1時 30分～ 2時 30分
場 密蔵院薬師堂（寺崎 2960）
講 濵島正士（佐倉市文化財審議
員長）
定 各回 15人（先着順）
申 問 文化課☎ 484-6192（受け
付け ５月９日㈪～）

〒 285－0837 佐倉市王子台 1－16  ☎461-6221
休館日 第２・４月曜日（祝日の場合は、その翌日）

A席3,500円   B席3,000円   学生  2,600円

6 26月 日日 午後2時開演

【プログラム】▶ショパン / 革命のエチュード   
▶リスト /ラ・カンパネラ ▶ベートーヴェン（リ
スト／金子三勇士編曲）/フロイデ～交響曲第９
番「合唱」から第４楽章（特別編）　ほか 　
※曲目は変更となる場合があります

※新型コロナウイルス感染症の状況により、公
演が延期・中止となる場合があります。最新情
報は、ホームページをご覧ください

©Ayako Yamamoto
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　前住所地の接種券では、ワクチン接種を受けることができません。
下記の❶～❸のかたには、接種券を郵送します。（申請不要）
　郵送する接種券および発行までの期間は下表の通りです。

　お急ぎで接種券が必要な場合は、ワクチン接種コール
センター（下記）にお問い合わせください。
※ 3回目の接種は、2回目の接種日から 6か月経過したかたで
なければ接種できません

転入前に 1・2回目を接種しているかたで、接種した記録を佐倉
市で確認できなかった場合、３回目接種券を送付できない場合があ
ります。必要な接種券が届かない場合は、ワクチン接種コールセン
ター（右記）までお問い合わせください。その際は、接種した記録
（接種済証等）の写しを提出していただく必要があります。

転入者のかたへ

※３回接種済みのかた・ワクチン接種対象年齢外のかたへは送付しません
※海外で接種したかたは、申請が必要です。右記を参照してください

1～ 3回目を海外で接種したかたは、接種回数・接種日・
ワクチンの種類をワクチン接種コールセンター（下記）ま
でお知らせください。
※国内承認のワクチンを接種回数として数え、接種券を郵送し
ます
※３回目をすでに海外で接種したかたも、４回目接種券発行時
に必要となるため、上記の接種の情報をお知らせください
※最終接種履歴が国内（他自治体）の場合は、申請不要です（下
表参照）

海外で接種したかたへ

お急ぎで接種券が必要な場合

転入手続き後、３週間経過後も接種券が届かない場合

《接種済証等の提出先》
〒 285-0825　佐倉市江原台 2-27
佐倉市健康管理センター　新型コロナウイルス感染症対策室

　2回目の接種から6か月以上経過した12歳以上のかたについて、3回目のワクチ
ン接種が始まっています。現在、ファイザー社製、武田／モデルナ社製のワクチンと
もに予約枠に余裕があります。接種を希望するかたは、お早めに予約をお願いします。
ワクチン接種は、市民一人ひとりの意思に基づき接種していただくものですが、3

回目の接種により、感染予防効果や重症化予防効果を高めることができると言われて
います。厚生労働省や千葉県ホームページなどを参考に、接種の検討をお願いします。
　また、ワクチンを接種されても、感染の可能性はあります。人との接触機会が増え
る大型連休中においても、3密を避け、感染対策の徹底にご協力をお願いします。
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2022 年（令和 4年）5月１日 3SAKURA

内 式典の運営や記念品の選定・制作など
６月から毎月１～２回委員会を実施予定
対 市内在住の令和４年度に 20歳を迎え
　 るかた（平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれのかた）
定 10 人程度
申 問 こども政策課☎ 484-6190、 kodomoseisaku@city.
sakura.lg.jp

会期 5月22日㈰まで　2階展示室・観覧無料

1 月 9日（月・祝）開催

〒 285-0023  新町 210 
muse@city.sakura.lg.jp

　当館では、令和 3年度に佐倉市および
千葉県ゆかりの作家の作品などを収集し
ました。本展では、佐倉市ゆかりの画家・
浅井忠（1856-1907）の《氷川村》を
はじめ、佐倉美術協会で活躍した画家・
高橋凡平（1923-2015）と彫刻家・久
保浩（1932-）と陶芸家・上瀧勝治（1941-）
の代表的な作品、これらの新たに収蔵し
た作品を中心に展示いたします。

上瀧勝治《葆光布染彩磁壺》
2003 年／磁器

最新の情報は、市立美術館ホームページ（右記）、またはお問
い合わせください
開館時間　午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
問 市立美術館☎ 485-7851

佐倉の魅力を
１冊にまとめました！

好評販売中 !!
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－新収蔵作品を中心として－新収蔵作品を中心として－新収蔵作品を中心として収蔵作品展収蔵作品展収蔵作品展

イノシシによる被害を防げ！
鳥獣被害対策実施隊を結成しました

　令和 4年４月１日「鳥獣被害対策実施隊」が発足し、同月 10
日に委嘱状の交付式が市役所で行われました。実施隊の設置は
印旛管内では富里市に続く２例目となります。
　実施隊は獣害による農林業の被害を防止するため、地域の捕
獲活動や被害防止対策の取り組みに対する支援を目的としてお
り、狩猟免許所持者を中心に 25人が任命されました。
　近年は、イノシシによる被害が市街地付近まで確認され、捕
獲活動やイノシシの危険性についての周知が急務となっており、
市全体での被害防止に取り組む必
要があります。
　隊員は被害調査や有害鳥獣の捕
獲支援を行うとともに、捕獲者の
育成にも力を入れ、持続可能な組
織を目指します。　
問 農政課☎ 484-6141

しましたしました

価格　550 円
販売場所　佐倉市役所、出張所・
派出所、佐倉武家屋敷、旧堀田邸、
佐倉順天堂記念館、佐倉ふるさと
広場（佐蘭花）
問 広報課☎ 484-6101

　「佐倉市史」　「佐倉市史研究」　「佐倉市史料叢書」などを頒布
して、佐倉の歴史研究の成果を紹介しています。
【頒布場所】▶市役所市政資料室　▶市内各出張所（志津、臼井・
千代田、根郷、ユーカリが丘、和田）、弥富派出所
▶旧堀田邸、順天堂記念館、武家屋敷
※国立歴史民俗博物館のミュージアムショップでも、市史編さ
ん担当刊行物の一部を販売しています
問 佐倉図書館 市史編さん担当☎ 486 ｰ 3478、  shishi@city.
sakura.lg.jp

◉佐倉市の喫煙率の割合
　千葉県国民健康保険団体連合会の令和２年度
特定健診・特定保健指導等実施結果状況表による
と、特定健診受診者のうち「喫煙歴あり」の人の
佐倉市の割合は 8.2%で、佐倉市は千葉県内で一
番低い状況です。（県内市町村平均 11.7%）

◉禁煙を始めるには
　毎年、集団会場での特定健診の待機時間に、喫
煙歴のある人へ禁煙相談を行っています。「禁煙
については考えるけど、なかなか始められない」
「本数を減らしたけどやめられない」「禁煙したけ
ど再喫煙をした」など状況はさまざまです。
　タバコの害についてはわかっているけど、やめ
られないというかたも多いと思います。禁煙を始

めるには、「きっかけがあること」「禁煙開始日を
決めること」はとても重要です。

◉困った時は相談してみましょう
　健康推進課では、禁煙相談を行っています。「今
すぐ禁煙できるかわからないけど、一度話を聞い
てみたい」という場合もご相談ください。

日 場 5 月 9日㈪ 健康管理センター
5月 26日㈭ 西部保健センター
時 午前 9時 30分～ 11時 30分
（1人 30分程度）要申し込み・無料
申 問 健康推進課☎ 312-8228

禁煙の相談を受け付けています

ウクライナの子どもたちが平和への願いを込めて描いた
「キッズゲルニカ」を展示しました

　ウクライナの子どもたちが平
和への願いを込めて、東日本大
震災の復興支援のために 2017
年に描いた作品 5点のうちの 1
点を、市役所ロビーで一般公開
しました。（3月24日・25日）
　今回展示した縦 3.5 メート
ル、幅 7.8 メートルの絵は、ピ
カソがスペインの内戦への怒りを描いた「ゲルニカ」と同じ大きさで、
平和をテーマに世界中の子どもたちがこの大きさの絵を描く「キッズ
ゲルニカ」という作品のひとつです。ロシアによるウクライナへの軍
事侵攻で、一般市民や子どもたちが苦難を強いられている中、絵の展
示を通して反戦と平和のメッセージを伝えました。

　市では、ウクライナ人道危機救援金の募金箱を 5月 31 日㈫まで、
市役所、出張所、派出所、サービスセンターに設置しています。3月
31 日時点で 47万 7268 円集まりました。ご協力いただきました皆さ
まに感謝申し上げます。集まった救援金は、日本赤十字社を通じて、
人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその
他の国々における救援活動を支援するために役立てていただきます。
問 広報課☎ 484-6103

令和 5年 成人式

運営委員を募集します

5月 31日は「世界禁煙デー」です
―喫煙について見直してみませんか

市史編さん担当の歴史書頒布中

ウクライナ人道危機救援金の募金箱を設置しています
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昨年、愛称が「夢咲くら館」に決まった（仮称）佐倉図書館等新町
活性化複合施設については、来年３月の開館に向けて準備を進めます。
学校教育では、通学路の安全確
保、小中学校施設の改修・修繕
を着実に推進し、安心して学べ
る教育環境を提供します。
　また、新型コロナウイルス感
染症拡大時も児童・生徒の学び
を止めることがないよう、学校
内の感染症対策を徹底するとと
もに、臨時休校時のオンライン
授業などによる対応を図ります。

⬆ 夢咲くら館外観イメージ図（令和５年３
月開館予定）

2022 年（令和 4年）5月 1日4 SAKURA

　西田三十五市長が、佐倉市議会２月定例会（２月 21日～３月 22日開催）の初日に行った「所信表明」
の主な内容を紹介します。

第５次総合計画の
「まちづくりの基本方針」に基づく施策

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げますとともに、医療従事者をはじめ感染拡大防止にご協力をいた
だいている皆様、私たちの生活を維持するために働いていただいている皆様に心から感謝申し上げます。
　「未来に希望が持てる、魅力あるまちづくり」を掲げ、平成 31年４月に市長に就任してから約３年が経過しました。この間、台風や大雨による災害、
新型コロナウイルス感染症のまん延という、私たちがかつて経験したことのない難局に際し、さまざまな取り組みを全力で推進してきました。
　今なお、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中ではありますが、市民の皆様が、笑顔で元気に暮らすことができるよう、引き続き全力
で取り組みます。

　任期の総仕上げの年となる令和４年度、市の財政状況
が今後更に厳しくなる中にあっても、行政サービスの水
準を保ちつつ、公約
を実現することがで
きるよう、第５次佐
倉市総合計画　前期
基本計画に掲げる５
つの「まちづくりの
基本方針」に基づく
各種施策を着実に推
進します。

本年も引き続き、市民の皆様にとって、快適で「未来
に希望が持てる、魅力あるまち」となるよう、「オール
佐倉」でまちづくりを推進します。

問い合わせ 企画政策課 ☎484-3374

令和 4年 市政基本方針 （市長所信表明から）

【主な事業】▶（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業
▶小・中学校情報機器整備事業　▶小・中学校施設改築・改造事業
▶小・中学校給食施設整備事業

【主な事業】▶前立腺がん検診事業　▶健康危機対策事業　▶多胎妊産婦支援事業
▶３歳児視力スクリーニング事業　▶感染症等予防事業（定期予防接種）

【主な事業】
▶企業誘致事業　▶生産性強化事業
▶ふるさと広場拡張整備事業　▶佐倉草ぶえの丘整備事業

　厳しい財政状況が続く中、限られた経営資源のもと様々な課題を
乗り越えるため、市民の皆様との連携を強化して、各種施策に取り
組みます。
　また、効率的な行政運営や財政の健全化、公共施設配置の最適化
をはじめとする行財政改革に取り組み、持続可能なまちづくりを進
めるための財政基盤の強化を図ります。
併せて、行政手続のオンライン化など、自治体デジタ
ルトランスフォーメーションを推進し、市民サービス
の利便性の向上、および行政運営の効率化を進めます。

【主な事業】▶コミュニティ環境整備事業
▶ふるさとまちづくり応援寄附推進事業　▶公共施設包括管理事業

⬆ 新たな感染症対策などについても
柔軟に対応します

【主な事業】▶交通安全施設整備事業　▶幹線道路整備事業
▶河川関連施設整備事業　▶佐倉城址公園整備事業
▶明神橋（6－ 108 号線）災害復旧費

2 月議会で市長が所信を表明

　新型コロナウイルス感染症から市民の皆様の命と健康を守るため
の施策を引き続き最優先で進めます。ワクチン接種は、医師会、医
療機関の皆様にご協力をいただき、安全で確実な体制のもと、希望
される全てのかたへの接種を円滑に行います。また、市民生活を支
援する取り組みを実施するとともに、今後の情勢や国の動向を踏ま
え、新たな感染症対策などについても柔軟に対応します。
　コロナ対策以外の取り組みとし
ては、「前立腺がん検診」や「おじ
いちゃん・おばあちゃんありがと
うの気持ちを伝えたい事業」など、
健康推進、高齢者福祉の充実に取
り組みます。また、子育て支援は、
現在過密状態にある学童保育所の
拡充や、多胎妊婦の健康診査支援
など、安心して子育てができる環
境整備を進めます。

地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち（産業・観光・文化）人と自然が調和した安心して暮らせるまち（都市基盤・住環境）

ともに支えあい誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子育て）

市民とともに創る多様性のある持続可能なまち（市民参加・自治体運営）

新型コロナウイルス感染症対策の推進

　市内経済の活性化を図るため、企業誘致や商店街への支援などを行
うとともに、コロナ禍で浸透したテレワークなど多様な働き方を推

進するため、佐倉市スマートオフィ
スプレイス「C

コ

O-L
ラ ボ

ABO S
サ ク ラ

AKURA」
の更なる活用を図ります。
　また、観光による交流人口の増加、
地域活性化を図るため、「佐倉ふる
さと広場」や「佐倉草ぶえの丘」な
どの整備・拡充を進めるとともに、
観光イベントや積極的なプロモー
ションなどを実施します。⬆佐倉ふるさと広場

◎令和 4年度佐倉市の主要事業は 6ページ
をご覧ください。

豊かな心を育み笑顔あふれるまち（教育）

　学校や地域の協力を得ながら、通学路の点検、危険箇所の把握を
行うとともに、国や警察などの関係機関と連携して、交通安全対策

に取り組みます。また、生
活道路の補修や公園遊具の
修繕など、身近なインフラ
整備にも注力し、安全で安
心して暮らせる地域を実現
します。さらに、災害への
対応として、治水対策を強
化するとともに、橋梁の補
修にも取り組みます。⬆通学路危険箇所の視察
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令和 3年度 予算の執行状況 人口 171,747人　世帯数 78,763 世帯
（令和4年3月31日現在）

　佐倉市では、限られた予算の有効活用を図り、選ばれるまちづくりを進めて
います。地方自治法等の規定に基づき、市の収入・支出の概況や財産・市債の
現在高等についてお知らせします。
　なお、令和 3年度予算につきましては、今後、会計処理のための出納整理期
間（5月 31 日まで）を経て、市議会定例会にその決算が提案されます。決算
の概要は、上記の議会後に、「こうほう佐倉」でお知らせします。

問い合わせ　財政課 ☎484-6109

■一般会計予算 ＜歳 入＞ の執行状況
歳入科目 予算現額 収入済額 収入割合

市　税 235億 233万 7千円 230億 5258万 9千円 98.1%
地方交付税 34億 230万 2千円 34億 2279万 1千円 100.6%
国庫支出金 167億 7123万 3千円 137億 1220万 1千円 81.8%
県支出金 41億 3260万 4千円 23億 5823万円 57.1%
その他国・県から
交付されるもの 49億 4804万 4千円 54億 1836万 6千円 109.5%

市　債 45億 9170万円 32億 1160万円 69.9%
その他 49億 2203万 9千円 48億 1686万 6千円 97.9%
歳入合計 622億 7025万 9千円 559 億 9264万 3千円 89.9%
※ 5月 31日の出納閉鎖までには、さらなる収入が見込めます

■一般会計予算 ＜歳 出＞ の執行状況
歳出科目 予算現額 支出済額 支出割合

議会費 3億 9011万 4千円 3億 8393万 5千円 98.4%
総務費 81億 2485万 1千円 70億 2343万 2千円 86.4%
民生費 273億 3461万 8千円 216億 8817万円 79.3%
衛生費 71億 6717万 5千円 50億 4714万 7千円 70.4%
農林水産業費 7億 7031万 2千円 6億 24万 8千円 77.9%
商工費 11億 8364万 4千円 9億 1143万 4千円 77.0%
土木費 34億 1298万 3千円 22億 5986万 2千円 66.2%
消防費 28億 1133万 1千円 27億 7395万 4千円 98.7%
教育費 78億 5272万 1千円 55億 696万 4千円 70.1%
災害復旧費 3億 1022万 6千円 2722万 9千円 8.8%
公債費 28億 7922万 2千円 28億 5572万 1千円 99.2%
予備費 3306万 2千円 0円 0.0%
歳出合計 622億 7025万 9千円 490 億 7809万 6千円 78.8%
※予算現額には、継続費逓次繰越額 10億 4188 万 4千円、繰越明許費繰越額
30億 3083 万 2千円、事故繰越額 2億 1120 万 7千円を含みます
※歳入と同様、出納閉鎖まで支出が行われます

●市税の状況
区　分 予算現額 1人当たり 1世帯当たり

市民税 116億 9395万円 6万 8千円 14万 8千円
固定資産税 91億 1679万 7千円 5万 3千円 11万 6千円
軽自動車税 2億 9454万 2千円 2千円 4千円
市たばこ税 8億 359万 7千円 5千円 1万円
都市計画税 15億 9345万 1千円 9千円 2万円
市税合計 235億 233万 7千円 13万 7 千円 29万 8 千円

区分 数量

車両 131台

土地 3,736,265.02㎡

建物 358,041.25㎡

基金 177億 5587万 2千円

有価証券
など 31億 8546万 5千円

■特別会計予算の執行状況
会計区分 予算現額

歳　入 歳　出
収入済額 収入割合 支出済額 支出割合

国民健康保険 184億 6019万 5千円 163億 5200万 4千円 88.6% 172億 6333万 2千円 93.5%
公共用地取得事業 344万 6千円 313万 3千円 90.9% 313万 3千円 90.9%
農業集落排水事業 1766万円 223万 5千円 12.7% 1554 万 1千円 88.0%
介護保険 133億 2196万 9千円 110億 3061万 6千円 82.8% 121億 2682万 7千円 91.0%
災害共済事業 503万 7千円 494万 9千円 98.3% 79万 5千円 15.8%
後期高齢者医療 28億 4651万 4千円 27億 4996万 4千円 96.6% 23億 6503万 5千円 83.1%
特別会計合計 346億 5482万 1千円 301 億 4290万 1千円 87.0% 317億 7466万 3千円 91.7%

※構成比の合計は、端数処理の関係から100.0％になら
ない場合があります

◉軽自動車税・全期
納期限 ５月 31 日㈫

令和 4年度 軽自動車税のご案内

◆グリーン化特例による軽課税率
　三輪・四輪の軽自動車にグリーン化特例（軽課税率）が適用され
ます。初度検査年月が令和３年４月から令和４年３月までの車両で、
一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、令和４年度分に限
り該当車両の税率が軽減されます。
※注 1 天然ガス軽自動車は、平成 30 年排出ガス規制に適合する車
両または、平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 21 年排出
ガス基準値より 10％以上窒素酸化物を低減する車両に限ります
※注 2 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成 17 年排出ガ
ス基準 75％低減達成車または平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成
車に限ります

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の車両の所有者などに課税されます。

車種 区分 年税額

原動機付自転車

総排気量が 50cc 以下のもの（ミニカーを除く） 2,000 円
総排気量が 50cc を超え 90cc 以下のもの 2,000 円
総排気量が 90cc を超え 125cc 以下のもの 2,400 円
三輪以上のもので総排気量が 20cc を超え 50cc 以下のもの（ミニカー） 3,700 円

小型特殊自動車 農耕作業用（トラクターなど） 2,400 円
その他（フォークリフトなど） 5,900 円

軽二輪車 排気量が 125㏄を超え 250㏄以下のもの 3,600 円
二輪の小型自動車 総排気量が 250cc を超えるもの 6,000 円

　　原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等◆

　　 三輪・四輪の軽自動車グリーン化特例（軽課）

車種 旧税率 :初度検査年月が「平成 27年３月」以前
の車両かつ初度検査年月から 13年目までの車両

新税率 : 初度検査年月が「平成
27年４月」以降の車両

重課税率 :初度検査年月から１4年目以降の車両 
（令和 4年度は初度検査年月「平成 21年 3月」以前の車両）

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪
乗用 営業 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家 7,200 円 10,800 円 12,900 円 

貨物 営業 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家 4,000 円 5,000 円 6,000 円

　軽課税率の
　　　対象車  

電気自動車
 天然ガス自動車※注 1　

ガソリン車・ハイブリッド車 ※注 2
令和 12 年度燃費基準 90％達成車
かつ令和 2年度燃費基準達成車

令和 12年度燃費基準 70％達成車
かつ令和 2年度燃費基準達成車

おおむね75％軽減 おおむね50％軽減 おおむね25％軽減
三輪 ( 乗用営業） 1,000 円 2,000 円 3,000 円
三輪 ( その他） 1,000 円 対象外 対象外

四輪
乗用

営業 1,800 円 3,500 円 5,200 円
自家 2,700 円 対象外 対象外

貨物
営業 1,000 円 対象外 対象外
自家 1,300 円 対象外 対象外

　　 三輪・四輪の軽自動車◆
※初度検査年月は、初めて車
を登録した時の検査年月で
す。自動車検査証（車検証）
の上部「初度検査年月」欄に
記載されています。

問い合わせ　市民税課☎ 484-6114

◆

【三輪・四輪の軽自動車の税率は初年度検査年月によって決定します】

区　分 現在高（千円） 構成比
総務債 12億 531万 9千円 3.9%
民生債 4665万 1千円 0.2%
衛生債 5億 5233万 5千円 1.8%
農林水産業債 2億 356万 4千円 0.7%
商工債 2億 4337万 6千円 0.8%
土木債 16億 9111万 4千円 5.5%
消防債 1億 3748万 5千円 0.4%
教育債 51億 3077万 3千円 16.6%
災害復旧債 1億 1625万 3千円 0.4%
臨時財政対策債 212億 1391万円 68.6%
減税補てん債
減収補てん債 3億 6590万 4千円 1.2%

小計（一般会計） 309億 668万 4千円 100.0%
農業集落排水債 632万 8千円 0.0%
小計（特別会計） 632万 8千円 0.0%

計 309億 1301万 2千円 100.0%

納期限のお知らせ

※納税は便利で安心な口座振替で
※口座振替のかたは預貯金残高の確認をお願いします
※スマホ決済でも納付できます

【初度検査年月が令和 3年 4月から令和 4年 3月までの三輪・四輪の車両】

●市の財産 ●市債の状況

《課税内容のご質問は…市民税課　 ☎484-6114》
《納税のご相談は　　…債権管理課 ☎484-6118》
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会計区分 予算額 （）内は前年度比
国民健康保険

特別会計
184 億 3704 万 2千円

(＋ 3.9％ )

公共用地取得事業
特別会計

16万円
(－ 94.2％ )

農業集落排水事業
特別会計

2172 万 1千円
(＋ 7.8％ )

介護保険特別会計 136 億 5503 万 4千円
(＋ 2.0％ )

災害共済事業
特別会計

503 万 4千円
(＋ 0.1％ )

後期高齢者医療
特別会計

30億 3614 万 5千円
(＋ 10.3％ )

合　計 351 億 5513 万 6千円
(＋ 3.7％ )※詳細は、こうほう佐倉市の上下水道 3月 31日号またはホームページをご覧ください 問上下水道部 ☎　485-1191

※金額はすべて税込み水道事業
収益的収入・支出
　 水を確保して各家庭に供給するための経費
水道事業収益 43 億 6253 万円
◆水道料金、加入負担金など

水道事業費用 43 億 1564 万円
◆受水費（※ 1）、減価償却費、
人件費など
（※ 1）・・・利根川水系の水を購入するための費用
 資本的収入・支出
  　施設の更新などにかかる経費
資本的収入 1 億 4032 万円
◆他会計負担金、補助金など
資本的支出 21 億 5734 万円
◆建設改良費、企業債償還金など
※資本的収入額が支出額に対し不足する 20 億 1702 万
円は損益勘定留保資金等で補てんします
 水道事業は、受益者負担を原則に独立採算制で運営されて
います。主な収入は水道料金です。

※金額はすべて税込み下水道事業
収益的収入・支出
　 下水を処理するための経費
下水道事業収益 41 億 3650 万円
◆下水道使用料、他会計負担金など

下水道事業費用 36 億 4866 万円
◆流域下水道維持管理費（※ 2）、
減価償却費、人件費など
（※ 2）・・・終末処理場で汚水を処理するための費用
 資本的収入・支出
　 施設の建設や更新などにかかる経費
資本的収入 4 億 9768 万円
◆企業債、出資金、補助金など
資本的支出 13 億 7900 万円
◆建設改良費、企業債償還金など
※資本的収入額が支出額に対し不足する 8億 8132 万円
は損益勘定留保資金等で補てんします
 下水道事業は、受益者負担を原則に独立採算制で運営され
ています。主な収入は下水道使用料です。

ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち

地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち

◆ふるさとまちづくり応援寄附推進事業
3553 万 4千円

ふるさと納税ポータルサイトを拡充します。
◆コミュニティ環境整備事業　1645 万円
　集会所の新設や、用地の賃借などに対
し、自治会に経費の一部を補助します。
◆公共施設包括管理事業
　　　　　　　　      1 億 2977 万 3千円
施設の保守点検などを包括的に管理します。
◆住民情報システム運営事業
　　　　　　　　　  1 億 9847 万 1千円
　デジタル庁のガバメントクラウド先行
事業にも採択された住民情報システムな
どの運用および保守管理を行います。

市民とともに創る多様性のある持続可能なまち

◆前立腺がん検診事業　　490 万 9千円
早期発見・早期治療につなげるため、前立腺がん検診を実施します。
◆健康危機対策事業　　1823 万 8千円
新型コロナウイルス感染症対策として、衛生用品の購入や、医師の判

断により子どもや施設入所前の高齢者などに PCR等検査を実施します。
◆感染症等予防事業（定期予防接種）　　5億 6338 万 1千円
予防接種法に基づき、予防接種を実施します。
◆３歳児視力スクリーニング事業　　115 万 5千円
　３歳児健康診査受診者に屈折検査を
実施します。
◆多胎妊産婦支援事業　　37万 5千円
　多胎妊娠の健康診査に係る費用の助成
を行います。
◆おじいちゃん・おばあちゃんありが
とうの気持ちを伝えたい事業  

921 万 9千円
敬老意識の高揚を図るとともに、生き

がいの充実に資する事業を支援します。

◆企業誘致事業　　3億 177 万 8千円
立地企業への助成などを行います。
◆生産性向上事業　　3203 万 5千円
　生産性を高めるため、地域の担い手へ農地を
集約します。
◆佐倉草ぶえの丘整備
事業　       3625 万円
ミニ鉄道など遊具・施

設の整備を実施します。
◆ふるさと広場拡張整
備事業 
           1119 万 5千円
用地取得のための不

動産鑑定を行います。

一般会計　509 億 1900 万円
（33億 9314万円増 ＋ 7.1％）

特別会計　351 億 5513 万 6千円
（12億 4153万 3千円増 ＋ 3.7％）

合　　計　860 億 7413 万 6千円
（46億 3467万 3千円増 ＋ 5.7％）

◉増減額・率はすべて前年度比

福祉・健康・子育て

産業・観光・文化 市民参加・自治体運営
豊かな心を育み笑顔あふれるまち

◆小中学校施設改築・改造事業
　　　　　　　　　　　　　2億 2004 万 9千円
空調設備の維持管理のほか、小学校２校、中学校

４校のトイレ洋式化工事の設計を行います。
◆小中学校給食施設整備事業　 　 3073 万 8千円
　給食備品の更新や南志津小学校給湯管配管改修
工事を実施します。
◆小中学校情報機器整備事業    3 億 548 万 2千円
学習用タブレットパソコンの運用など ICTを活

用した情報教育の推進を図ります。
◆（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業
　　　　　　　　　　　　　15億 176 万 3千円
佐倉図書館建て替えを核として、新町など旧城下

町地域の活性化に資する夢咲くら館を整備します。

教 育

人と自然が調和した安心して暮らせるまち
都市基盤・住環境

令和４年度 佐倉市の主要事業
　新型コロナウイルス感染症対策や令和元年度の災害からの復旧・復興に取り組
みつつ、第 5次佐倉市総合計画に掲げるまちづくりの基本方針（下記 5項目）の
実現に向けた取り組みを進めます。

令和４年度 佐倉市の予算

◆地域公共交通対策事業 
　　　　　　　　　 1 億 2581 万 6千円
　コミュニティバス 5路線の運行を継続し、
民間バス路線への助成を行います。
◆交通安全施設整備事業    7020 万 3千円
　通学路をはじめとした道路の安全を確
保するため、区画線や街路灯などの交通
安全施設を整備します。
◆河川関連施設改修事業   2227 万 2千円
　河川関連施設の改修などを行い、大雨
による浸水被害への対策を行います。ま
た、明神台調整池法面復旧工事を行います。
◆明神橋（６-108 号線）災害復旧費　2億 4188 万円
　令和元年の大雨で被災した明神橋（市道６-108 号線）の災害復旧工事
を行います。
◆佐倉城址公園整備事業　1億 794 万 3千円
　令和元年の大雨により崩落した佐倉城址公園法面対策工事などを行い
ます。

⬆ 佐倉親善大使・高橋真琴さんの少
女絵が描かれたコミュニティバス

特定の事業を特定の収入でまかなう特別会計

特別会計
351億 5513 万 6千円

（12億 4153 万 3千円増 +3.7％）

予算の関連情報は、市ホームページの財政課のページでもご覧になれます。

⬆ 自然に囲まれたアスレチッ
クで遊べる佐倉草ぶえの丘

⬆ 高齢者に感謝を伝える活動に対して
支援をします
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【問い合わせ】▶予算について…財政課☎484-6109　令和 4年度佐倉市予算書は、市役所市政資料室、各図書館などでご覧になれます。

❶市税　
　個人市民税や法人市民税は景気回復傾向にある
ことなどから、固定資産税は新増築家屋の新規課
税などから、増加を見込んでいます。
❷繰入金　
財政調整基金［※１］からの繰入金は、9億 9682

万 4千円（前年度比 3億 6262 万 5千円減）です。
12市債［※２］
　臨時財政対策債のほか、道路橋梁債や社会教育
債などの借入を予定しています。
13～ 地方交付税など　
　地方交付税は 3億 8700 万円の増額、地方特例
交付金は新型コロナウイルス感染症対策地方税減

収補填特例交付金の廃止に伴い 2億 400 万円の
減額を見込んでいます。
［※１］財政調整基金…年度間の財源不均衡の調整
や災害復旧など、その他財源不足に備えることを
目的とする基金。令和 3年度末見込みで約 51億円
［※２］市債…地方公共団体の歳出は、借金以外
の歳入でまかなうことが原則です。ただし例外と
して、長期に使用する大規模な施設建設の財源と
する場合には、地方債を発行できます。
　また、臨時財政対策債は例外的な地方債です。
特定の事業ではなく市の一般的な事業にあてる財
源として、地方交付税の代替に市が借り入れを行
う地方債です

❶民生費　保育所の運営や障害福祉関係の給付、
介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への
繰出などを行います。
❷教育費　小学校・中学校の空調設備の維持管理、
（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備な
どを実施します。
❸総務費　公共施設の包括管理や住民情報システ

ムの運用などを行います。
➍衛生費 定期予防接種やこども医療費の助成、
一般廃棄物の収集運搬などを行います。
➎土木費 道路整備や橋梁の維持管理を行います。
11災害復旧費　令和元年秋の大雨により被災した
明神橋（市道６-108 号線）の災害復旧工事を継
続して行います。

❶民生費
43.8％

 ❸ 総務費
10.7％ ❷教育費

14.1％

❺土木費　
7.2％

❻公債費
6.1％

❹ 衛生費
　8.6％

❼消防費　5.6％
10～12議会費ほか　1.4％
❾商工費　1.2％❽農林水産業費　1.3％

民生費

12 万 9813 円

総務費

３万 1632 円

教育費

4 万 1831 円4万 1831 円

主な歳出  衛生費

2 万 5385 円

市民税

6 万 8337 円

固定資産税
都市計画税

6 万 3831 円

市たばこ税

5159 円5159 円

 軽自動車税

1777 円

主な歳入
（市税）

市民１人当たり
にすると…

※主な歳入（市税）歳出予
算額を人口 17 万 1747 人
（令和 4年 3月末時点）で
割って算出したものです

❾国庫支出金　 79億 5116 万 6千円
10県支出金 42億 5080 万円
11地方消費税交付金 39億 5300 万円
12市債 25億 690 万円
13地方交付税 24億 9400 万円
14地方譲与税 4億 5998 万 7千円
15法人事業税交付金 2億 3200 万円
16配当割交付金 1億 9300 万円
17株式等譲渡所得割交付金 1億 5900 万円
18地方特例交付金 1億 700 万円
19環境性能割交付金 8400 万円
20ゴルフ場利用税交付金 3600 万円
交通安全対策特別交付金 2000 万円
利子割交付金 1400 万円
　自動車取得税交付金 1万円

依存財源合計 224億 6086万 3千円

❶市税 238億 9062万 9千円
❷繰入金 28億 8956 万 2千円
❸諸収入 5億 3922 万 1千円
❹使用料及び手数料 5億 1346 万 6千円
❺分担金及び負担金 4億 3472 万円
❻財産収入 1億 3047 万 9千円
❼寄附金 6005 万円
❽繰越金 1万円

自主財源合計 284億 5813万 7千円

自主財源

依存財源

284億 5813 万 7千円　23億 3583 万 1千円増

224 億 6086 万 3千円　10億 5730 万 9千円増
補助金や市債の発行による借入など

市が直接調達できる財源

❶市 税
46.9％

❷繰入金
　5.7％

❸～❽ 諸収入ほか
3.4％

❾国庫支出金
15.6％

10県支出金
8.3％

11地方消費税交付金
7.8％

12市債
4.9％

13～ 地方交付税ほか
7.5％

❶民生費
生活保護・児童手当など

222 億 9507 万 7千円
（＋ 1.7％）

❷教育費
学校教育・社会教育など

71億 8439 万 3千円
（+ 30.3％）

❸総務費
市役所運営・徴税事務など

54億 3265 万 6千円
（+ 0.8％）

❹衛生費
健康対策・ごみ処理など

43億 5972 万円
（+ 6.1％）

❺土木費
道路・公園の整備など

36億 5464 万 8千円
（+ 22.9％）

❻公債費
市の借金の返済

31億 186 万円
（+ 7.6％）

❼消防費
消防・水防活動など

28億 4630 万 8千円
（+ 1 .2％）

❽農林水産業費
農林業の振興など

6億 8404 万 1千円
（+ 0.2％）

❾商工費
商工業・観光振興など

6億 2199 万円
（－ 4.4％）

10議会費
市議会の運営

3億 9637 万 7千円
（－ 2.5％）

11災害復旧費
災害復旧に伴う費用

2億 4193 万円
（+ 116.0％）

12その他 1億円
（+ 25.0％）

令和４年度 一般会計

 歳 入
509億 1900 万円

（前年度比  33 億 9314 万円増 +7.1％）

令和 4年度 一般会計

歳 出
509億 1900 万円

（前年度比  33 億 9314 万円増 +7.1％）

令和４年度  佐倉市 予算の概要

依存財源
44.1％

自主財源
55.9％

歳入内訳

歳出内訳

2 万 5385 円

※構成比の合計は、端数
処理の関係から100.0％に
ならない場合があります

　歳出は、前年度と比較して7.1％
の増加を見込んでいます。
　民生費が 43.8％と最も割合が
大きく、次いで、教育費、総務費、
衛生費の順になっています。第 5
次佐倉市総合計画に掲げる 5つの
まちづくりの方針を中心に、施策
を行っていきます（6ページ）。

　歳入の 46.9％を占める市税収
入は、前年度に比べ景気回復傾向
にあることなどから、7.8 億の増
加を見込んでいます。
　国・県支出金の総額は、主に民
生費関連の支出金が増えることな
どから、約 5.5 億円の増加を見込
んでいます。
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　道路に面する危険なコンクリートブロック塀などを除却する場合に補助
します。また、その後のフェンスなどの設置、生垣や植栽に転換する場合
なども補助します。
危険コンクリートブロック塀などを、道路面から 60㎝以内の高さまで

下げる工事にも補助ができます。全撤去よりも、金銭的な負担が少なく、
危険コンクリートブロック塀が除却できます。
【対象】通学路や避難路に面したブロック塀などで、危険な状態であるもの
※隣地に面したコンクリートブロック塀などは対象になりません
※下表合計金額25万円を限度（コンクリートブロック塀などの除却が前提）

危険コンクリートブロック塀などの除却
フェンスなどの設置及び緑化補助

補助対象 内容 補助限度額

塀等の除却工事
危険コンクリートブロック塀などの
除却、樹木の移植　※除却工事のみ
も対象

要した経費の2分の1
かつ1万円/ｍ

緑化に係る工事

危険コンクリートブロック塀などを除
却した後の、道路境界線沿いに設ける
生垣（樹種、高さ・延長距離などに条
件があります）、8㎡以上の植栽

市が算定した額の2分の1

フェンス等の
設置工事

危険コンクリートブロック塀などを
除却した後の、道路境界線沿いに設
けるフェンスなどの設置

要した経費の2分の1
かつ1.5万円/ｍ

問建築指導課☎ 484-6169

耐震診断・補強などの補助
　対象となる建物（建物の構造部分）は、建築年月日
や増築年月日、そのほかの基準などが細かく決められ
ています。補助金額についても、各事業で異なります
ので、市ホームページをご覧ください。
※各補助事業は、着手前に申請が必要です

住宅に関する補助のご案内

補助名称 対象

木造建築物耐震診断補助 耐震診断士が行う耐震診断

木造住宅補強改造工事補助
耐震診断の結果に基づき、工事を行うために耐震
診断士がまとめた補強計画および設計図書にそっ
て、建築物の耐震性を高めるために行う工事

耐震補強リフォーム補助

補助金の交付を受けて行う耐震補強工事と
同時に行うもので、建物の構造部分もしく
は仕上げに係る工事または転倒防止のた
め、家具を金物で固定する工事

耐震シェルター
設置リフォーム補助

１階の主たる居室に、格子状または面的な構
造物を設置するもので、「国などが推奨してい
るもの」「構造設計一級建築士が設計したもの」

分譲マンション耐震診断補助
分譲マンションの耐震診断を行う管理組合
が、当該組合の決議を経て、建物の耐震化
を進めるための予備診断・本診断

かさ上げ工事等補助

佐倉市災害対策条例施行規則第３条で定め
る重点整備地区（浸水）区域内において、
自らが住む住宅などに行うかさ上げ工事や
盛土工事

　住み慣れた地域で介護予防活動に取り組む「通いの場」を増やすため、
身近な場所で活動に取り組む団体に対し、活動費を補助します。
補助額　補助対象経費と補助基準額を比較し、いずれか少ない額
対象経費　消耗品、保険料、会場使用料など
対象期間　４月１日㈮～令和５年３月 31日㈮　〆 11 月 30 日㈬
※対象団体・活動には条件があります。詳細は市ホームページまたは、
高齢者福祉課、各地域包括支援センターで配布する資料をご覧ください
●「佐倉わくわく体操会」を開催しませんか？
　「佐倉わくわく体操会」は、３種類の体操を週 1回行うことで、だれで
も無理なく筋力・体力アップが可能です（50分程度）。
❶佐倉わくわく体操　腕や足に重りをつけて、ゆっくりと動かし、筋力
　　　　　　　　　　をつける体操
❷佐倉ふるさと体操 　「故

ふる さ と

郷」の歌に合わせて、体をほぐす体操
❸佐倉歯

ハ

ッピー体操　舌や顔面の筋肉を鍛えて口のはたらきを保つ体操
※体操を体験できる出前講座も受け付けています
◉地域の「交流の場・通いの場」などの情報を『地域の支
え合い 助け合いリスト』に掲載しています。リストは、
市ホームページに掲載するほか、高齢者福祉課、各地域
包括支援センターで配布しています。
申 問 高齢者福祉課☎ 484-6343

～仲間と楽しく健康づくり～
介護予防活動を行う団体を支援します

　市では、災害時の情報伝達手段として、防災
行政無線や佐倉市メール配信サービスなどで情
報配信を行っています。
　さらなる情報伝達手段の充実を図るため、防
災行政無線の放送を聞くことができる「戸別受
信機」（写真）を無償で貸与します。
受信内容　防災情報や国が発表する緊急情報、そのほか行政情報
対 川の近く（浸水想定区域）、がけの近く（土砂災害警戒区域）に住む世帯　
※ 65 歳以上のみの世帯を優先します。携帯電話を利用でき
るかたは、「佐倉市メール配信サービス」などを登録してく
ださい（登録方法などは市ホームページをご覧ください）
申 郵送または持参で、申請書を〒 285-8501 市役所危機管理課へ
※申請書は危機管理課窓口で配布。市ホームページからダウンロード可
※戸別受信機の機能は標準的なものであり、受信を保証するものではあ
りません。また、アンテナ設置が必要な場合、その設置費用や電気代な
どの維持費は、使用者負担となります
問 危機管理課☎ 484-6131

防災行政無線戸別受信機を
貸し出します

災害時の
情報伝達手段

　雨水を貯留または地下に浸透させる施設や止水板等を設置する費用の
一部を補助します。
※購入および設置の前に申請が必要です。予算がなくなり次
第終了します。詳細は市のホームページをご覧ください。
問 治水課☎ 484-4261

【雨水貯留浸透施設】　設置することで、河川などに流れる雨水が抑制
されます。また、貯まった雨水は家庭菜園などに利用できます。
▶貯留施設（貯留タンク）
対 貯留量 100 リットル以上、敷地内１基のみ
補助金額　貯留量 1リットルあたり 100 円または、設置
費用の 2分の１のいずれか低い額（百円未満は切り捨て）　
限度額　５万円（浄化槽の転用は 10万円）
▶浸透施設（浸透ます）
対 内径 25㎝以上、ます高 50㎝以上、敷地内４基まで
補助金額　内径１㎝あたり 700 円 × 設置数または、設置
費用のいずれか低い額（自己による設置の場合、2000 円 ×
設置数または購入費のいずれか低い額、百円未満は切り捨て）
限度額　10万円

【止水板等】 市内に建物を所有または使
用するかたが、建物への浸水被害を軽減す
るために止水板等を設置する場合、その設
置費用の一部を補助します。
対 建物の出入口などに設置し、浸水に耐える材質で、取り外しまたは
移動が可能なもの（既製品のみ）
補助金額　止水板等の設置費用の 2分の１（千円未満は切り捨て）
限度額　50万円

雨水貯留浸透施設・止水板等の
設置費用を補助します

わが家の耐震相談会 ～地震に備え、わが家の耐震化を
日 ５月 21日㈯午後１時 30分～５時 30分　要申し込み・無料
場 佐倉市役所　内 1─①個別耐震相談  1─②市耐震補助説明 
2ブロック塀補助に関する相談 　
※時間指定、12合わせて１組約 40分を予定
対 1木造戸建住宅に住む市民のかた 2道路に面した部分の危険ブ
ロック塀の除却や、生垣・植栽やフェンスなどへの転換を考えてい
るかた  定 1・2各 10組程度　
持 1建築確認通知書や間取り図など、自宅の状況が分かる
もの　2現在の状況がわかる写真など
〆 ５月 17日㈫　
申 問 建築指導課☎ 484-6169
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●監査の結果について
　「令和３年度工事監査報告書」が監査委員か
ら公表されました。
閲覧場所　市政資料室（市役所１号館２階）、
市内図書館、市ホームページ
問 監査委員事務局☎ 484-6178
● 400ml 献血にご協力ください
日 5 月 8 日㈰午前 10 時～午後 0時 15 分、午
後 1時 30分～ 4時
場 ヤオコー佐倉染井野店
問 社会福祉課☎ 484-6135
●ゴミゼロ運動を５月 29日㈰に開催します
　一斉清掃への参加を新規で希望す
る団体のかたは、ご連絡ください。
〆 ５月 13日㈮
申 問 廃棄物対策課☎ 484-4202
● 5月 22日㈰（日曜開庁日）はマイナンバー
カードの交付・手続きが行えません
　全国的なシステムメンテナンスのため、マイ
ナンバーカード関連の手続きが行えません。
問 市役所４号館地下１階マイナンバーカード交
付会場☎ 311-1001、☎ 484-6181
●認知症サポーター養成講座
　認知症の症状や予防法、認知症の人との接し
方などを学びます。 要申し込み・無料
日 6 月 15 日㈬午前 10時～ 11時 30分
場 ミレニアムセンター佐倉  定 20 人（先着順）　
申 問 高齢者福祉課☎ 484-6343
●中途失聴者・難聴者の支援を学ぶ講座
　聞こえが悪くなっているかたへのコミュニ
ケーション支援（筆談）や聞こえについて学び

ます。（全４回）
日 ❶６月12日㈰ ❷６月26日
㈰ ❸７月 10日㈰ ❹７月 24日
㈰ 午前 10時～ 11時 40分（各
回共通）　要申し込み・無料
場 ❶❸志津公民館 ❷❹ミレニアムセンター佐倉
対 市内在住・在勤のかた、その家族のかた
定 20 人（先着順）
申 問 郵送またはファクスで、氏名・住所・電
話番号・志望動機を明記の上、〒 285-8501 市
役所障害福祉課☎ 484-4164 FAX484-1742 へ
●日本脳炎ワクチンの供給が遅れています
　日本脳炎ワクチンの製造が一部停止し
ていたことで、令和 3年 1月頃から、ワ
クチンの供給が遅れています。現在、製
造は再開されていますが、出荷量の調整が行わ
れているため、医療機関での接種予約が取りに
くい状況が続いています。一定期間をおいて医
療機関へ予約していただくなど、ご協力くださ
い。 ※接種期限が迫っているかたはお問い合わ
せください
問 母子保健課☎ 312-7688

お知らせ

内容　公民館の運営と各種事業に関する調査・審議
応募資格　次の条件をすべて満たすかた
▶原則、平日昼間に開催する年 6回程度の会議に参加できる市内
在住のかた ▶市の附属機関などの委員を 3つ以上兼ねていない
かた ▶国・地方公共団体の議員、市の常勤職員でないかた
任期　令和４年 7月１日～令和６年 6月 30日 　募集人数　4人
応募方法 小論文「これからの公民館に求められるもの」（800 字
程度・A4縦長・横書き、様式自由）と申込書を郵送、持参、ファ
クスまたはＥメールで、〒 285-0025 鏑木町 198-3 中央公民館
℻ 485-1803、 chuo-public@city.sakura.lg.jp へ
※申込書は各公民館で配布。市ホームページからダウンロード
可。郵送希望の場合は、返信用封筒（宛先を明記。84円切手貼付）
を同封の上、請求してください
募集期間　5月 6日㈮～ 20日㈮（必着）　選考方法　書類選考
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
※ Eメールでの問い合わせは必ず「件名」を入れてください
問 中央公民館☎ 485-1801

公民館運営審議会委員を募集します

内容　社会教育への提言
応募資格　次の条件をすべて満たすかた
▶平日昼間に開催する年 2回程度の会議に参加できる市内在住・
在学・在勤のかた ▶市の附属機関などの委員を 3つ以上兼ねて
いないかた ▶国・地方公共団体の議員、市の常勤職員でないかた
任期　令和４年 7月１日～令和６年 6月 30日　募集人数　4人
応募方法 小論文「佐倉の社会教育について考えること」（800字
程度・様式自由）と申込書を郵送、持参、ファクスまたはＥメールで、
〒 285-8501 市役所社会教育課℻ 486-9401、 shakaikyoiku@
city.sakura.lg.jp へ
※申込書は社会教育課で配布。市ホームページからダウンロード
可。郵送希望の場合は、返信用封筒（宛先を明記。84円切手貼付）
を同封の上、請求してください
※Ｅメールの場合、申込書と同一内容であれば様式は問いません
募集期間　5月２日㈪～ 18日㈬（消印有効）  
選考方法　書類選考　
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
問 社会教育課☎ 484-6189

社会教育委員を募集します

会計年度任用職員を募集します
◎特別支援教育支援員
対 次のいずれかに該当し、心身ともに健康で体
力に自信のあるかた
▶保育士・幼・小・中・高等学校、特別支援学
校教諭免許、介護福祉士の資格を有するかた
▶幼児・児童・生徒の教育・支援などに係る実
務経験を有するかた　

場 市立幼稚園、小・中学校
勤務形態　週２日平日午前８時～午後４時 30
分の中で、❶６時間 ❷７時間 45分　
※勤務開始・終了時刻は園、学校で異なります
雇用期間 ❶５月～令和５年３月31日　❷９月
１日～令和５年３月31日※夏休みなど勤務がな
い期間あり　定 ❶ ❷１人
報酬　時給 1040 円　
※条件により通勤手当、期末手当（❷のみ）あり
〆 5 月 12 日㈭午後５時（必着）　
選考方法　書類選考と面接
申 問 郵送または持参で、履歴書（写真付）、資格
証の写しを〒285-0042将門町７市教育センター
☎486-2400へ  ※申し込み前にご連絡ください

◎保健師・管理栄養士
内 生活習慣病（重症化）予防の
ための保健指導
対 普通自動車免許、管理栄養士
免許または保健師免許　
場 健康管理センターほか
勤務形態　週 2日、午前 8時 30 分～午後５時
15分
雇用期間　令和 5年 3月 31 日まで（勤務開始
日は応相談）　定 若干名
報酬　時給 1400 円　
※条件により通勤手当、期末手当あり
〆 5 月 13 日㈮（必着）
選考方法　書類選考と面接
申 問 郵送または持参で、履歴書（写真付）、資
格証の写しを〒 285-0825 江原台 2-27 健康推
進課☎ 312-8228 へ

▣第１次試験（印旛郡市職員採用共同試験）
日 ７月 10日㈰　場 千葉敬愛高等学校（四街道市）
▣募集職種・採用予定人数
　職種ごとに受験資格を設定しています。詳細は、市ホームページまたは試験
案内を必ずご確認ください。
▶一般行政上級（事務）…20人程度
▶一般行政上級（事務・社会人経験者）…５人程度
▶一般行政上級（事務・障害者）…若干名 
▶一般行政上級（社会福祉主事）…若干名  ▶土木上級（技術）…５人程度　
▶建築上級（技術）…１人 ▶電気上級（技術）…１人 ▶化学上級（技術）…１人　
▶情報処理技師…１人     ▶保健師…若干名
申 郵送または持参で、申込書を〒 285-8501 市役所人事課へ
受付期間　５月 18日㈬～６月１日㈬（消印有効）
※申込書は市役所、各出張所、市民サービスセンターで配布。市ホームページか
らもダウンロード可。郵送を希望する場合は、郵便番号・住所・氏名を明記し、
120 円切手を貼った返信用封筒（A4）を同封の上、〒 285-8501 市役所人事課へ
問 人事課☎ 484-6210

【令和５年４月１日採用】
令和４年度 佐倉市職員採用試験

クチンの供給が遅れています。現在、製

　生活に不安を抱えて困っていたり、育児の悩みなどがあれば、地域の民
生委員・児童委員にご連絡ください。
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、住民一人ひとりの人権とプラ
イバシーを尊重し、秘密を保持します。

◆地域の把握　見守り活動などにより、地域住民の必要とする福祉サービ
スを日常的に把握することに努めています。
◆相談・支援　介護で悩んでいるかたの相談を受けるなど、適切なサービ
スを受けられるように支援します。
◆情報提供　社会福祉の制度やサービスの内容をお知らせします。
◆主任児童委員　学校や児童相談所などと連携して、児童福祉に関する事
項を専門的に担当する民生委員・児童委員で、区域担当の
民生委員・児童委員の活動に協力します。
問 社会福祉課☎ 484-6135

5 月 12 日㈭～ 18日㈬は民生・児童委員活動強化週間です

民生委員・児童委員の活動をご紹介します
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各種イベントが中止・延期
となる場合があります。各施設、担当部署および主催者にお問い合わせの上、
ご参加くださいますようお願いいたします。

移動図書館　さくらおぐるま号
18 日（第 3水曜日）

八幡台（八幡台会館） 10:00～10:40
宮ノ台（井野中学校） 11:00～11:25
染井野（みずき公園） 15:15 ～15:45

10・24日（第 2・4火曜日）
六崎（根郷角栄井戸作東公園脇） 10:00～10:30
春　路（しろさわ公園） 10:45 ～11:15
城 （松ケ丘一号公園下） 14:35 ～15:05
大崎台（城堀公園） 15:30 ～16:00

11 日・25日（第 2・4水曜日）
藤治台（集会所脇） 10:00～10:30
白　銀（堀上公園） 10:55 ～11:35
江原台（健康管理センター） 15:15 ～15:45
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情報ナビ SAKURA 
INFORMATION

施設ガイド

お知らせ

■今月の休館日
5 月 2 日㈪・6 日㈮・9 日㈪・16 日㈪・23
日㈪・30 日㈪  ♦北志津児童センター図書
室は 3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・
祝）も休館します

図書館情報

中央公民館
☎485-1801

根郷公民館
☎ 486-3147

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

5 月のお茶席はお休みです。
問文化課☎484-6191
〈貸席に関すること〉
問公園緑地課☎484-6165

シルバー人材センターからのおしらせ
【共通事項】場レインボープラザ佐倉
申問佐倉シルバー人材センター
☎486-5482、℻486-5419、
sakurassjc@sjc.ne.jp

◆《会員募集》5月の就業相談・入会説明会
日場▷ 13日㈮・19日㈭ 志津市民プラザ 
▷ 10 日㈫ レインボープラザ 
▷ 17 日㈫ ミレニアムセンター佐倉 
時各午前９時30分集合・開始
◆家事支援サービス
　掃除洗濯・買い物のお手伝い・ゴミ出しなど、
日常生活のさまざまなご要望に応じます。
費 30 分以内 500 円、１時間 1100 円、基本料
金 2時間～※詳細は要問い合わせ
◆福祉有償運送サービス「レインボーシャトル」
会員登録受付中
　通院・サークル活動などにご利用ください。
対 市内在住で 「要介護者」「要支援者」「身体障
害者」のかた 
費《年会費 3000 円》 10 分 700 円、20 分 1200
円　※詳細は要問い合わせ。包括支援センター
も相談可
申問レインボーシャトル☎ 308-7848、℻ 481-
3010
◆シルバーＰＣサポーター
❶パソコン・スマホなんでも相談会
日 ① 5月 8日㈰午前 10 時～午後 3時 ② 5 月
13日㈮午後 1時～ 3時 申し込み不要
場①ワークプラザ ②志津市民プラザ
費①初回無料（２回目以降 30分 600 円） ②無料
❷パソコン・スマホ個人指導・トラブル対応
「パソコン・スマホ教室」、取り扱い説明、各種
設定、購入相談など
費 基本料金：２時間2640円、以降１時間1320
円（相談内容により実費）   
場事務所または自宅 
※土日・祝日、夜間、都合に合わせて対応可
◆シルバー刃物砥ぎ
日毎週火・金曜日午前９時～午後 0時 
場 シルバー人材センター内 費 ▷包丁：500 円
～ ▷鎌：400 円～ ▷苅込鋏：900 円～
◆巡回刃物砥ぎ
日場▷ 5月 8日㈰  大崎台 3丁目自治会館 
▷ 5月 15日㈰  井野ふれあい会館（京友会）
▷ 5月 22日㈰  松ヶ丘第二自治会館

　佐倉南図書館 おはなし会
◆えほんと手遊び・わらべ歌のおはなし会
日 5 月 11 日㈬午前 10時 30分～ 11時 
対 0・1歳児と保護者
◆えほんのおはなし会 
日 5 月 11 日㈬午前 11時～ 11時 30分 
対 2・3歳児と保護者
【共通事項】要申し込み・無料 
場佐倉南図書館  定 5 組（先着順）
申電話または来館で 
問佐倉南図書館☎ 483-3000
　佐倉図書館 おはなしきゃらばん
◆人形劇「しらゆきひめ」ほか（幼稚園児以上向け）
日▷ 5月 5日（木・祝）午前 10時 30分～ 
場西志津ふれあいセンター
◆人形劇「大きなかぶ」ほか（幼児向け）
日▷ 5月 22日㈰午前 11時～ 場佐倉図書館
▷ 5月 27 日㈮午前 10 時 30 分～ 場 志津市民プ
ラザ　※状況により会場が変更の場合あり
申電話で 
問佐倉図書館☎ 485-0106

　健康相談
日 ① 5 月 9日㈪午前９時 30分～ 11時 30 分 
② 5 月 26 日㈭午前９時 30分～ 11時 30分 
要申し込み・無料 ※ 1人 60 分（禁煙相談は 30 分）
場①健康管理センター②西部保健センター
内 健診結果についての相談、栄養、歯科、禁煙に
関する個別相談  対市内在住のかた
申問健康推進課☎312-8228
子育て世帯の相談窓口 相談ルームのご案内
妊娠期～ 18 歳までのお子さんがいるご家庭の

お悩みを『社会福祉士』がお聞きし、子育てサー
ビス情報や関連窓口をご案内します。 ※予約優先

申 問 さくらコンシェル☎312-0805 
concierge@hikarinoko.ed.jpまたは

ホームページで
　福祉のしごと就職ガイダンス
① 日 5 月 21 日㈯午前 10時～ 11時 30 分  
場柏の葉カンファレンスセンター（柏市）
② 日 6 月 25 日㈯午前 10時～ 11時 30 分 
場ホテルウェルコ（成田市）
【共通事項】要申し込み・無料
申問千葉県社会福祉人材センター☎222-1294
　佐倉市民ソフトテニス大会
日 5 月 28 日㈯（受付 午前８時 30 分～）
要申し込み　※予備日 7 月 18 日（月・祝）
場岩名運動公園テニスコート 
種目：一般男女（高校生以上）、シニア男女（浮
動式）　対市内在住・在勤・在学のかた
費１組 /高校生 1500 円、一般・シニア３000 円
〆 5 月 20 日㈮（必着）
申問はがきまたはファクスで、ペアの住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号・所属（学校名）・参加種
目を明記し、〒285─0054 上勝田139― 10 佐倉
市体育協会ソフトテニス
専門部・戸村 ☎498-1540、℻ 498-1543へ
　佐倉市民卓球大会（団体戦）
日 6 月 12 日㈰午前 9時～ 要申し込み
場市民体育館 
種目：男子団体戦A・B（２複１単団体戦・1チー
ム 3～ 5人）、女子団体戦A＋B・C（3複団体戦・
1チーム 3～ 5人） 
対市内在住・在勤・在学（在クラブ不可）
※小学生は保護者とも市内在住、要保護者同意書  
費一般１チーム 2000 円、小・中・高校生１チー
ム 1000 円、小・中・高校生・一般混合チーム
1500 円　※当日徴収
〆 5 月 13 日㈮～ 27 日㈮（必着）
申 問 郵送またはファクスで、住所・氏名・電話
番号を明記し、〒285─0843 中志津2─ 36─2市
体育協会卓球専門部・小松 ☎℻ 301-2501（午前
10時～午後7時）
　令和 4年度 千葉県調理師試験
日 10 月 29 日㈯  場幕張メッセ（千葉市）
※状況により変更する場合があります
願書配布：千葉県印旛保健所および成田支所で
4 月 11 日㈪から配布中
願書受付：5 月 30 日㈪～ 6月 3日㈮に住所地を
所轄する保健所へ簡易書留で提出
※詳細は問い合わせ
申 問 千葉県印旛保健所（印旛健康福祉センター）
地域保健課☎483-1134

♦佐倉学講座「根郷地区の歴史に見る鎌倉・室
町時代の様相」動画配信中
講髙橋健一（酒々井町文化財審議会会長）
配信サイト  YouTube「佐倉市生涯学習チャン
ネル」または、インターネット
で「佐倉市生涯学習チャンネル」
と検索
※講義資料をご希望のかたは、中央公民館に
電話または E メール（ chuo-public@city.
sakura.lg.jp）で
※同講師による佐倉学講座「成田参詣記にみる
臼井・佐倉」も配信中

♦園芸講座「教科書に載っていない㊙テクニッ
ク教えます」～あなたもハーブの達人に !～
日 ①6月1日㈬ ② 6月15日㈬各午前 10 時～
11時 30分（全 2回）場 ①根郷公民館 ②佐倉ハー
ブ園費 500 円 定 20 人（多数時抽選）
講 柴田忠裕（佐倉ハーブ園園長）、増尾栄一（常
盤化学研究所）
♦佐倉学入門講座「佐倉にゆかりのある映画」
～昭和・平成時代～
日 6月3日㈮ 午前 10 時～正午 場 根郷公民館 
費 無料 定 40 人（多数時抽選） 講 内田儀久（佐
倉市史編纂委員）
【共通事項】要申し込み 
はがき、ファクスまたは Eメールで、講座名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記の上、
〒 285-0815 城 343-5 根郷公民館へ 
negou-public@city.sakura.lg.jp、 ℻ 486-3686

持 筆記用具、マスク 〆 5月13日㈮（必着） 

場　所 日　時
南部保健福祉センター
B棟１階

5 月 10 日、6 月 7 日 9:30 ～
11:30、5 月 24 日、6 月 21
日 13:30 ～ 16:30 （各火曜日）

西部地域福祉セ
ンター

会議室１ 6月 16日㈭ 13:30 ～ 16:30

会議室３
5 月 12 日、6 月 2 日 9:30 ～
11:30、5 月 26 日 13:30 ～
16:30（各木曜日）

千代田・染井野ふれあい
センター

5 月 11 日、6 月 1 日 13:30 ～
16:30（各水曜日）

ミレニアムセンター佐倉は、設備メンテナンスのため 6月 13日㈪は終日休館となります　   問 ミレニアムセンター佐倉☎483-3081
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相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

25 日㈬ 13:30 ～ 16:30 ミレニア
ムセンター佐倉 ※年金定期便・振
込通知書など持参（加入や納付記録
の確認不可）

市民課☎ 484-6126

法律・人権・行政相談
10 日㈫・29日㈰ ミレニアムセン
ター佐倉 、19 日㈭ 志津コミュニ
ティセンター 各 10:00 ～ ※要予約

自治人権推進課☎ 484-6128

司法書士相談 11 日㈬  18:00 ～ 19:30（受付）
ミレニアムセンター佐倉

千葉司法書士会佐倉支部・髙
島☎ 312-4266

行政書士相談 21 日㈯  13:30 ～ 16:00
ミレニアムセンター佐倉 ※要予約

行政書士佐倉市民相談室・豊
田☎ 080-9579-0779

2022 年（令和 4年）5月１日 11SAKURA

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
生活困窮（ひきこもり
相談も可）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所　※要予約

くらしサポートセンター佐
倉☎ 309-5483

消費生活相談
平日９:00 ～ 12:00、13:00 ～
16:00 　
ミレニアムセンター佐倉

消費生活センター
☎ 483-4999

女性のための相談

6 日㈮・13日㈮・27日㈮
10:00 ～ 15:00
20 日㈮ 15:00 ～ 20:00 
ミウズ　※要予約

男女平等参画推進セン
ターミウズ
☎ 460-2580

結婚相談
12 日㈭・15日㈰・28日㈯ 
10:00 ～ 15:00 
ミレニアムセンター佐倉

自治人権推進課
☎ 484-6128

住宅増改築修繕相談 平日８:30 ～ 17:00 
佐倉市役所

住宅課 (協力団体へ連絡）
☎ 484-6168

交通事故相談 18 日㈬ 10:00 ～ ミレニアム
センター佐倉　※要予約

道路維持課
☎ 484-6130

外国人のための生活相談

平日 10:00 ～ 16:00
佐倉国際交流基金  
※通訳（英語・中国語・スペイ
ン語）が必要な場合は要予約

佐倉国際交流基金
☎ 484-6326

障害者差別に関する相談
平日９:00 ～ 17:00 印旛地域専用ダイヤル

☎486-5991℻ 486-2777
平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所

障害福祉課
☎484-6173℻ 484-1742

物忘れ相談 16 日㈪ 14:00 ～ 16:00 西志
津ふれあいセンター ※要予約

高齢者福祉課
☎ 484-6343

精神障害者相談
９:00 ～ 17:00
地域生活支援センターレイン
ボー　※要予約

地域生活支援センターレ
インボー☎ 463-1128

生活に関する相談

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
家庭児童相談（虐待・
DVなど）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所　※訪問可 こども家庭課☎484-6263

０歳～就学前乳幼児
に関する電話相談 平日 10:00 ～ 15:00

※各保育園にご連絡ください
♦佐　倉☎ 481-1741
♦南志津☎ 460-2020
♦志　津☎ 463-2466
♦北志津☎ 487-8511
♦臼　井☎ 487-3725
♦根　郷☎ 485-2330
♦馬　渡☎ 498-0042

育児相談（電話相談
や家庭訪問も可） 平日 8:30 ～ 17:15

♦健康管理センター
☎ 485-6712 
♦西部保健センター
☎ 463-4181
♦南部保健センター
☎ 483-2812

お子さんのことば、
きこえ、その他の発
達に関する相談

平日８:30 ～ 17:15
健康管理センター（電話相談
可）  ※要予約 健康管理センター

☎ 485-6712
お子さんの発育や発
達に関する専門医の
相談（0歳～就学前）

毎月第３木曜日の午前

特別な支援を必要と
するお子さんの就学
など教育に関する相談

平日８:30 ～ 17:15 
教育センター 　※要予約

教育センター
☎ 486-2400

家庭や学校など教育
に関する電話相談 平日 9:00 ～ 16:00 佐倉市教育電話相談室

☎ 484-6611

子ども・育児・教育

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

事業経営・起業相談
6 月 8日㈬ 10:00 ～ 16:00
（１週間前までに要予約）
COLABO SAKURA

商工振興課
☎ 484-6145

お仕事探しの相談 平日 8:30 ～ 17:00
ミレニアムセンター佐倉

佐倉市地域職業相談室
☎ 483-3180

若者就労・進路相談

17 日㈫ 10：00 ～ 17：00
ミレニアムセンター佐倉
※要予約
15～ 50歳未満で自立（就労）
に悩みを抱えている本人およ
びその家族

ちば北総地域若者サポー
トステーション
☎ 0476-24-7880

発明・特許相談
11 日㈬・18日㈬  13:00 ～
16:00 佐倉商工会議所  ※要
予約

佐倉商工会議所
☎ 486-2331

仕事に関する相談

年金・法律など

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

心配ごと相談

月曜日 10:00 ～ 15:00 社会福祉センター☎ 484-6199

第 1・3水曜日 10:00 ～ 15:00 西部福祉センター☎ 463-4433

第 2・4金曜日 10:00 ～ 15:00 南部福祉センター☎ 483-7211

法律相談 23 日㈪ 10:00 ～ 15:00 社会福祉セ
ンター（６人まで）※要予約

社会福祉センター
☎ 484-6199

介護生活相談 平日 8:30 ～ 17:00
社会福祉センター

社会福祉センター
☎ 484-6196

ボランティア相談 社会福祉センター
☎ 484-6198

司法書士による成年後
見に関する相談

11 日㈬ 9:30 ～ 15:30 社会福祉セ
ンター（６人まで）※要予約

社会福祉センター
☎ 484-1288

行政書士による
悩み事相談

第４日曜日 13:00 ～ 16:00
西部地域福祉センター相談室

西部地域福祉センター
☎ 463-4167

社会福祉協議会の福祉相談

移動交番【5月の開設情報】 問い合わせ 佐倉警察署地域課 
☎484-0110

場所 日時

エコス佐倉店 2日㈪❶
クライネスサービス本部
宮ノ台 25日㈬❷

山王集会所 17日㈫❷
志津市民プラザ 26日㈭❷
セブンイレブン白銀３丁
目店 20日㈮❷

セブンイレブン西志津６
丁目店 23日㈪❷

中央公民館 20日㈮❶

場所 日時

南部保健福祉センター 11日㈬❷

西志津ふれあいセンター 18日㈬❷
根郷公民館 16日㈪❶
八幡台会館 13日㈮❷

ヤオコー染井野店 19日㈭❸、30日㈪❷
ユーカリプラザ第２駐車
場入口脇 6日㈮❷

イオンタウンユーカリが
丘店東館 12日㈭❷、24日㈫❷

時 間 ❶ 10:00 ～❷ 14:00 ～❸ 14:30 ～ 開設時間：90分　※開設できない場合あり

暮らしの相談

高齢者の総合相談窓口 地域包括支援センター
❶志津北部地域包括支援センター   ☎ 462-9531

開所時間  日曜日から金
曜日（祝日除く）
8:30 ～ 17:30　
※相談無料

❷志津南部地域包括支援センター   ☎ 460-7700
❸臼井・千代田地域包括支援センター   ☎ 488-3731
❹佐倉地域包括支援センター   ☎ 488-5151
❺南部地域包括支援センター   ☎ 483-5520

♦ 5月のオレンジカフェ
日時 場所 申 問

17 日㈫ 10:00 ～ 11:00 栄町集会所 ❹
19 日㈭ 14:00 ～ 15:00 そばカフェ 301 ❶
  8 日㈰ 13:30 ～ 15:00 はらトピア ❷
15 日㈰ 13:30 ～ 15:30 リハビリデイひまわりの里 ❸
22 日㈰ 14:00 ～ 15:30 南部地域福祉センター ❺

※催しはすべて予約制。申し込みは各包括支援センターへ 

催し 日時・場所など 申 問
楽しく正しくウォーキン
グ① ②

① 5月 18日㈬ ② 5月 25 日㈬ はらトピア ① 6月
1日㈬ 西志津ふれあいセンター 各 13:30 ～ 15:30 ❷

脳も体もはつらつ！音楽
体操♪

5 月 19 日㈭・26日㈭飯田協同館、6月 2日㈭・
9日㈭  白銀西集会所  各 9:30 ～ 11:30 ❹

健康寿命と運動のすすめ！ 5 月 13 日㈮・20日㈮ 10:00 ～ 12:00 弥富公民館 ❺

●としとらん塾

■介護者教室
催し 日時・場所など 申 問

介護と腰痛・膝痛予防 5月27日㈮13:30～15:00 志津コミュニティ
センター ❶

介護者のストレス解消 5 月 18 日㈬ 13:30 ～ 15:30 志津公民館 ❷

※対象など詳細はお問い合わせください
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市政へのご意見を
ファクス・電子メールでも受け付けています。

メールアドレス hisyo@city.sakura.lg.jp
FAX 484-5151（市長室直通）

休日当番医テレホンサービス
☎ 484-2516

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
8：30～ 22：00（自動音声による案内）
昼間の内科・外科・歯科、夜間の外科を案内
※休日当番医は市ホームページでお知らせしています

小児初期急病診療所（健康管理センター内）
☎ 485-3355  ※小児内科のみ
毎夜間  受付 19：00～翌朝 5：45

【日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）は、
上記のほかに、9：00～ 16：45も受付】　

休日夜間急病診療所（健康管理センター内）
☎ 239-2020

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
受付 19：00～ 21：45　内科・歯科

休日の急病は
（受診の際は事前にご連絡を・保険証および
子ども医療費助成受給券をご持参ください）

新型コロナウイルス感染症について

市内の休日当番医や小児初期急病診療所、休日夜間
急病診療所では、新型コロナウイルス感染症の検査
は実施しておりません。新型コロナウイルス感染症
の疑いがある場合には、「千葉県発熱相談コールセ
ンター」にご相談ください。　　　　　

☎ 0570-200-139（24時間）

家庭ごみの収集日

カン 5/3･17･31㈫

ビン 5/10･24 ㈫

その他紙製容器包装 毎週火曜日

プラスチック製容器包装 毎週木曜日

うめたてごみ 5/5･19 ㈭

金属類・小型家電 5/12･26 ㈭

廃食用油
※機械油は対象外

5/12 ㈭

佐倉市上下水道漏水受付センター
漏水は 24時間受付  ☎485-8660

休日・夜間の
漏水や下水道のつまりなど

問広報課  映像・メディア推進班☎484-6206

▶佐倉市の魅力や、市からのお知らせを
YouTubeでお届け中！

（広報番組「Weekly さくら」4月 25日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画
　「サクラ咲く～ひとひらのひかり～」
※ 5月 2日㈪からご覧いただけます
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〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 

【利用案内】　開園時間　午前９時～午後５時（入園は午後４時まで）
入園料　大人 410円、小中学生 100円、未就学児無料　
問 佐倉草ぶえの丘☎ 485-7821

◆トールペイント体験・作品販売
日 ５月 14日㈯～ 19日㈭、21日㈯～ 24日㈫、26日㈭～ 31日㈫
時 午前 10時～正午、午後１時～３時　対 4 歳以上
費 400 円～ 1000 円（入園料別）※材料がなくなり次第終了
◆クレイクラフト体験
ソフト粘土を使用して刺繍のイメージでバラ柄の壁飾りをつくります。
日 ５月 14日㈯、21日㈯、28日㈯（受付 午前 10時 30 分～ 11時 30 分）
※体験時間 約 30 ～ 40 分
費 500 円（入園料別）　対 小学生以上
◆クレイクラフト作品販売
日 ５月 14 日㈯、15 日㈰、20 日㈮～ 22 日㈰、27 日㈮、
28日㈯　時 午前 10時～午後 3時

５月 14日㊏～６月 5 日㊐
ローズフェスティバル 2022

無料・申し込み不要（入園料別）　場 オールドローズガーデン内

　バラ園では、世界的にも貴重なバラの原種やオールドローズ
を中心に、約 1250 種類 2500 株のバラを楽しめます。期間中、
コンサートなどのイベントを開催します。

草ぶえの丘で自然を満喫
ゴールデンウィークは

ミニ鉄道沿線に、印旛沼湖畔にある佐倉ふるさと広場
「風車」と管理棟「佐蘭花」の模型（写真）が設置され、
お披露目されました。（3月 26 日）
　ミニ鉄道に乗車しながら眺める本物さながらの模型は
迫力満点です。ぜひ佐倉草ぶえの丘へご来園ください。

▶スラックライン　場 第２キャンプ場
▶長縄跳び　場 第２キャンプ場
▶しゃぼん玉体験　場 研修センター前広場
▶屋外型ふわふわ海賊船スライダー　場 体育館前芝生広場
▶電車のおもちゃ展示、ミニカー展示　場 研修センター1階研
修室

ローズフェスティバル期間中
の土・日曜日は、京成佐倉駅
から臨時バス（無料）を運行

5月3日(火・祝)～5日(木・祝)

　マルシェをはじめ、親子で楽しめるイベントが盛りだ
くさん。巨大鯉のぼりも見られます。

殿堂入り
バラ園

ゆうなみ
ライブコンサート

日 ５月 29日㈰午後１時
30分～

水藤晶ピアノコンサート

日 ５月15日㈰・21日㈯　
午前11時 30分～、午後１
時30分～

アコーディオンアンサンブ
ル「風車」コンサート
日 5 月 14 日㈯、18 日㈬、
25日㈬、28日㈯午前11時
～、午後0時30分～、２時～

開催イベント

ガーデンコンサート

佐倉草ぶえの丘
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