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ヤングケアラーとは…ヤングケアラーとは…
　本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常
的に行う子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係
などに影響が出てしまうことがあります。

　国が令和 3年度に行ったヤングケアラーの実態に関する調査
（※）によると、小学６年生の 6.5％が世話をする家族が「いる」
と回答しています。そのうち平日１日に世話に費やす時間が７
時間を超える児童が 7.1％いました。世話に費やす時間が長く
なるほど、遅刻・欠席が増えるなど学校生活への影響が大きく
なります。
　平日１日に７時間以上世話を行っていても、その３割超が「特
に大変さは感じていない」と回答しています。小学生の年齢だ
と、家族の置かれた状況を十分に理解できていなかったり、家
族の世話をすることが当たり前になっていたり、その大変さを
十分に自覚できていない可能性があります。
　ヤングケアラーの認知度が高くなるにつれ支援に結びつきや
すいことが分かっています。
（※）出典　株式会社日本総合研究所
令和４年３月ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書

例えばこのような子どもたちです
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困ったときは相談してください困ったときは相談してください

こども家庭課
根本 主事

　子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通の
ことだと思われるかもしれませんが、本人が負担に感じ
ている場合や、勉強・部活動に打ち込む時間がとれない
など学校生活に影響がでてしまうことは心配です。
　ヤングケアラーに限らず、周囲に心配な子どもがい
るかた、またご自身がヤングケアラーとしてお困りの
かたはぜひ一度ご相談ください。
　相談内容に応じて、市の福祉分野などと連携し、少
しでも負担が軽くなるようお手伝いします。

障がいや病気のある家族に
代わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

日本語が第一言語でない
家族や障がいのある家族
のために通訳をしている

家計を支えるために労働を
して、障がいや病気のある
家族を助けている

目を離せない家族の見守り
や声掛けなどの気づかいを
している

アルコール・薬物・ギャン
ブル問題を抱える家族に
対応している

がん・難病・精神疾患など
慢性的な病気の家族の看
病をしている

家族に代わり、幼いきょう
だいの世話をしている

障がいや病気のあるきょう
だいの世話や見守りをして
いる

障がいや病気のある家族の
身の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の
入浴やトイレの介助をして
いる

Ⓒ厚生労働省

　市では令和３年度に「子どもの生活状況調査」を実施し、
市内にもヤングケアラーと思われる子どもたちがいることを
確認しています。調査結果はホームページをご覧ください。

ヤングケアラーの実態ヤングケアラーの実態

問い合わせ・相談
市役所こども家庭課 ☎ 484-6263（平日）午前 8時 30 分～午後５時 15分

その他の相談先
●千葉県中央児童相談所 ☎ 253-4101（平日）午前 9時～午後５時
●24時間子供SOSダイヤル（文部科学省）☎0120-0 -78310（24時間受付）年中無休

子どもが子どもで
いられる街に。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における
事務処理誤りについては２ページに掲載しています
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⬆ソメイノファーマー
ズマーケット

　また、毎週土・日曜日には、5月に「出没！
アド街ック天国」でも
紹介された「ソメイノ
ファーマーズマーケッ
ト」が開催されており、
8月 13日㈯、14日㈰に
は BBQやワークショッ
プなどのイベントの開催
も予定されています。
※詳細は右記ホームページをご覧く
ださい
問 公園緑地課☎ 484-0940

日日付　時時間　 場場所　内内容　講講師　費費用　対対象
定定員 〆締め切り　持持ち物　申申し込み 問問い合わせ凡 例

2022 年（令和 4年）7月１日2 SAKURA

※今号に掲載している内容は 6月20日現在の内容です

　5月24日㈫、佐倉市WEラブ赤ちゃんプロジェ
クト「泣いてもいいよ！」エピソード＆子育て
応援メッセージ募集に応募いただき、最優秀賞、
優秀賞に輝いたかたの授賞式を行いました。
◎佐倉市WEラブ赤ちゃんプロジェクトとは？
「泣いてもいいよ！」ステッカーなどを活用す
ることで、子育て中のママ、パパ、赤ちゃんを
温かく見守る人や店舗を「見える化」し、地域
ぐるみで子育て世代が安心して過ごせる環境づ
くりを推進します。

問 こども政策課☎ 484-6139

　子どもたちに大人気の「七井戸公園の噴水」
での水遊び。今年は下記の期間で実施を予定し
ています。

今年も開放！今年も開放！

七井戸公園の噴水で七井戸公園の噴水で
水遊びができます水遊びができます

　私は今、第四子となる赤ちゃんを育てている母親です。今は、私なりに子育てを楽
しめるようになりましたが、第一子の初めての子育ての時は、不安でいっぱいでした。
特に、おうちの外に出る時は、いつも不安でした。外で赤ちゃんが泣いてしまう時は、

“この場にいてはいけないんじゃないか”、“自分が母親として未熟だから泣き止ます事
が出来ないんじゃないか”と思っていました。 でもそんな時、｢ わぁー、元気！元気！
赤ちゃんは泣くのがお仕事だからね！！ ｣ と、明るく声をかけてもらい、心が救われ
た事があります。
　それは「泣いてもいいよ」のメッセージでした。
　そして、今、佐倉市の「WE ラブ赤ちゃん」プロジェクトを知り、私も広
めたいと思いました。佐倉市にもっともっと優しい眼差し、優しい言葉が広
まって、赤ちゃんという人生のほんの短い一瞬をみんなで慈しめたら、どん
なに素敵かと思います！

佐倉市WEラブ赤ちゃんプロジェクト
エピソード＆メッセージ募集　授賞式を開催！

▣最優秀賞受賞エピソード（ペンネーム・おかさん）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における
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　令和 2年度に国から交付された、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金における事務処理誤りにより、5億 3090 万 8千
円を国に返還いたしました。
　市民の皆さまの信頼を損なう結果となりましたことを心からお詫
び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
　このような事案を発生させてしまったことに対する責任を重く受
け止め、この度の 6月市議会定例会において、私においては給料月
額の 10パーセントの減額を 10か月、副市長においては 5パーセン
トの減額を10か月とする条例を提案し、ご承認いただきました。また、
本件に関係した 7名の職員につきましても、事務処理の適正なチェッ
クを行えず、さらに管理職員にあっては、職員の管理監督が不十分で
あったものと判断し、減給などの懲戒処分を行いました。
　私は市長として、今回の事案を極めて深刻なものとして受け止めて
おります。二度とこのような事案を繰り返さないよう、これまで以上
に適切な行政運営を心掛けるとともに、あらゆる財源の確保などによ
る損失回復に全力を挙げ、市民の皆さまの信頼を回復できるように誠
心誠意努めてまいります。

市民の皆さまへ市民の皆さまへ

概要と原因
　令和 2年度のコロナ交付金に係る企画政策部企画政策課の事務処理誤り
により、令和 4年 4月末に、既に予定していた返還額を含め、5億 3090 万
8千円を国に返還いたしました。
　今回の事務処理誤りは、令和 2年度に国から交付を受けたコロナ交付金
を、翌年度に活用するために必要な繰越に係る事務手続きにおいて発生しま
した。令和 2年度交付額の一部を翌年度に繰り越す予定で事務を進めてお
りましたが、令和 3年 2月に行われた千葉県からの調査に対し、誤った数
値の資料を提出したことで繰越手続きが行われず、令和 3年度に実施した
コロナ対策事業に、令和 2年度のコロナ交付金を活用できなくなりました。
このことにより、令和 2年度コロナ交付金交付額（18 億 8597 万 4 千円）
と令和2年度に実施したコロナ対策事業に活用した額（13億5506万6千円）
との差額の 5億 3090 万 8千円を国に返還したものです。

再発防止策

市長および副市長の給料の減額、職員の懲戒処分などについて

市民サービスへの影響について

❖適正な事務執行のための検討会中間報告
　今回の事務処理誤りを受け、令和 4年 4月 1日に総務部、財政部などの課
長を委員とした「佐倉市適正な事務執行のための検討会」を設置し、原因分
析および再発防止に向けた改善策を中間報告として取りまとめました。今後、
より具体的かつ効果的な再発防止策を示した最終報告を策定し、これら対策
に基づき、再発防止・改善策を着実に実行してまいります。
▶中間報告の再発防止・改善策の概要
①複数人によるチェック体制の強化 ②事務処理誤り発生後の情報共有、フォ
ローアップ体制の強化 ③職員の研修強化、意識啓発 ④所属長のマネジメン
ト強化 ⑤事務執行体制の見直し
❖千葉県への交付金などの申請事務に係る要望
　県内市町村の交付金申請などを取りまとめている千葉県に対し、市町村事
務の適正化に向け、以下の要望をしました。
①市町村の意向を確実に反映されるための不整合事項に対する指摘や修正事
項に対する再確認 ②照会事務に係る時間的配慮

❖市長および副市長につきましては、以下のとおり給料を減額する条例が、
令和 4年 6月佐倉市議会定例会で承認されました。
▶市長 10 パーセント（10か月） ▶副市長 5 パーセント（10か月）
❖「地方公務員法」および「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」の規
定に基づき、令和 4年 5月 25日付けで、以下のとおり職員の懲戒処分など
を行いました。
▶当事者の処分など：こども支援部 副主幹 戒告（前企画政策部 副主幹）、
企画政策部 副主幹 訓告
▶管理監督者の処分：教育委員会 主査補（元企画政策部 部長）減給 10分
の 1（1か月）、市民部 部長（前企画政策部 部長）減給 10分の 1（1か月）、
企画政策部 課長 減給 10分の 1（2か月）
▶関係部局職員の処分：市民部 主査補（前財政部 部長）戒告、財政部 課長 戒告

　コロナ交付金を活用できなくなった令和 3年度事業に係る経費は、財政
調整基金繰入金にて対応したことにより、直ちに、既存事業の縮小など、市
民の皆さまへの行政サービスに影響を及ぼすことはございません。また、基
金を活用したことによる将来的な影響がでないよう、国・県補助金の積極的
な活用に加え、ふるさと納税の拡大などによる財源確保に努めてまいります。

※ホームページ
に、報告書などの
詳細を掲載してい
ます

　問い合わせ《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金全般》企画政策課☎ 484-3374
　　　　　　  《市長および副市長の給料の減額、職員の懲戒処分》人事課☎ 484-6210　　《原因分析、再発防止策》行政管理課☎ 484-6288

佐倉市長　西田　三十五

 期間 7 月 1日㈮～ 8月 31日㈬

※清掃日（7 月 13 日～
8 月 17 日の水曜日、8
月 25 日㈭）は利用でき
ません（天候などにより
変更となる場合がありま
す）

※他の受賞作や取り組みな
どの詳細はホームページ（右
記）をご覧ください
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　令和４年４月からペットボトルを集積所に出せるようになりました。
出し方は以下のとおりです。
〇出し方　
　ラベルとキャップをはずし、軽く水
洗いしてつぶしてから、「プラスチック
製容器包装」（黄色）の指定ごみ収集袋
に入れて集積所へお出しください。ペッ
トボトルの本体・ラベル・キャップと、
プラスチック製容器包装類は、黄色い
指定ごみ収集袋に一緒に入れられます。
〇収集日について　毎週木曜日
「ペットボトルの本体からラベル・キャッ
プをはずして同じ袋に入れるのはなぜ？」
　ペットボトル本体と、ペットボトルのラベルとキャップは、プラスチッ
クの材質が異なるため、リサイクルの方法が異なります。リサイクル工
場に搬入された後に、ペットボトル本体と、ラベルとキャップに選別作
業を行い、それぞれリサイクル作業を行っています。限られた資源を、
より確実にリサイクルするために、ペットボトルのラベルとキャップを
はずして適正に排出するよう、ご協力ください。
問 廃棄物対策課☎ 484-6149

⬆ ラベルとキャップをはずして
お出しください。

日 7 月 20 日・27日・8月 3日・10日（水曜日・全 4回）
午後 1時 30分～ 3時　要申し込み・無料

場 市民体育館　定 30 人　
対 市内在住・在勤で、原則全日程参加可能なかた
内 重たい頭を支えている首や肩の力みを手放し、自律神経リ
ズムを整えていきます。運動経験のないかたでも参加できます。
申 ちば電子申請サービスによる電子申請（多数時抽選）
　 申し込み期間：7月 5日㈫～ 7月 11日㈪
持 ヨガマットまたはバスタオル、マスク、飲み物、タオル、室内履き
問 生涯スポーツ課☎ 484-6742

2022 年（令和 4年）7月１日 3SAKURA

◆映画上映（要申し込み）
場 志津コミュニティセンター
費 大人 1000 円　中高生 500 円
　 小学生以下無料
定 各回 40人程度　〆 7 月 15 日㈮ 
※一時保育なし。フリースペースあり
◆ 1day プレーパーク（荒天中止）
時午後 1時～５時　無料・申し込み不要　場 ユーカリが丘南公園
◎映画に出演されているプレーワーカー関戸博樹さんが現実に 1日限り
の特別プレーパークを開催します！プレーパークが初めてのかたも、大
好きなかたも、ぜひ遊びにきてください。
問子育てネットワーク佐倉子育て応援団 kosodate.calendar@gmail.com

佐倉市オリジナル体操体験会に
　参加してみませんか？

ペットボトルの出し方について
～ 4月から出し方が変わりました～

日 7 月 30 日㈯午前 10時 30分～　要申し込み
場 佐倉草ぶえの丘
対 本気で結婚を考えている 25歳から 45歳のかたで、結婚後、佐倉
市に住み続けたい、もしくは住みたいかた
費 女性 2000 円、男性 2500 円
定  男女各 20人（多数時、市内在住・在勤のかた、市内
在住の農業従事者優先）
〆 7 月 15 日㈮（必着）
申 新規のかたは、要事前登録（無料）。登録や申し込みについての
詳細は、婚活支援協議会ホームページ（右記）をご確認ください。
※募集対象など、詳細についてはお問い合わせください
問 自治人権推進課☎ 484-6128

出会いの林間学校（BBQ婚活）出会いの林間学校（BBQ婚活）
2022 佐倉市婚活支援事業　第１弾2022 佐倉市婚活支援事業　第１弾

映画「あそびのレンズ」上映会&
1day プレーパーク

7 18月 日月㊗

いつでも・どこでも・簡単 7/1から
カタログポケットで「こうほう佐倉」を公開！

　スマートフォンやタブレット端末で広報紙を読める新サービス
「カタログポケット」で「こうほう佐倉」が読めるようになりました。
アプリのダウンロードは、右記二次元コードをご覧ください。
※登録不要で利用できます
【カタログポケットの特徴】
●音声読み上げ、10か国語翻訳、文字拡大機能
問 広報課☎ 484-6101

ぐっすり眠るための背骨の調律エクササイズ

会期　7月18日㊊㊗㊊㊗まで　2階展示室・観覧無料

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

　穏やかな顔立ちのこの観音像は、ふだん
は市役所 2号館前にある忠霊塔内に本尊・
平和観音として安置されています。作者は、
幼少期を当市で過ごし、梵鐘の制作技術で
人間国宝（重要無形文化財保持者）となっ
た香取正彦（1899-1988）です。このたび、
佐倉市遺族会と佐倉市仏教会のご協力のも
と、佐倉市立美術館で開催中の「人間国宝・
香取正彦の仏具と佐倉の工芸」に特別に展
示されています。

香取正彦《聖観世音菩薩像》
昭和 42（1967）年　佐倉市蔵

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

収蔵作品展収蔵作品展 人間国宝・香取正彦の仏具と佐倉の工芸人間国宝・香取正彦の仏具と佐倉の工芸

上映時間
(各回 1時間 30分）
①午前 10時～
②午後 1時～
③午後 3時 10分～

開催

　佐倉市オリジナル体操「Sakura 10Minutes Exercise
～気軽に10分筋活～」の体験会を行います。この体操は、
佐倉市と順天堂大学が共同で作成し、年齢とともに弱った筋力をアップ
させることや、運動不足を感じているかたの生活習慣病予防に効果的で
す。日常に 10分取り入れて、体力・筋力のアップをしませんか ?
　体験会では、体操の効果的な方法を、健康運動指導士が指
導します。運動を生活の中に取り入れるきっかけづくりとし
て、一緒に身体を動かしませんか ?いつでも、どこでも、だ
れでも、体ひとつでできる筋力アップトレーニングを日常に
取り入れてみてください。
日 7 月 12 日㈫午後 1時 15分～ 2時 30分  要申し込み・無料
場 西部保健センター　定 10 人　申 健康推進課☎ 312-8228

申し込み

申し込み

　社会を明るくする運動は、法務省が中心となり、犯罪や非行の防止　社会を明るくする運動は、法務省が中心となり、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、明るい社会を築くこと罪を犯した人たちの更生について理解を深め、明るい社会を築くこ
とをめざす全国的な運動です。とをめざす全国的な運動です。
　市では、現在 21人の保護司が、日頃から、犯罪や非行をした人の立　市では、現在 21人の保護司が、日頃から、犯罪や非行をした人の立
ち直りや地域の犯罪予防に取り組んでおり、佐倉地区保護司会を中心ち直りや地域の犯罪予防に取り組んでおり、佐倉地区保護司会を中心
に、「社会を明るくする運動」佐倉市推進委員会が、パネル展示や講演に、「社会を明るくする運動」佐倉市推進委員会が、パネル展示や講演
会など、さまざまな催しを行っています。会など、さまざまな催しを行っています。

７月は７月は「「社会を明るくする運動」社会を明るくする運動」強調月間です強調月間です

講師 中澤 照子
（「カレーのおばさん」
と呼ばれている名物元
保護司。2018 年に藍
綬褒章を受章）問社会福祉課☎ 484-6135

日時 7 月16日㈯午前9時～18日（月･祝）午後11時59分　　
　　※上記日時、いつでも視聴可

～保護司として犯罪・非行の無いまちをめざして 20年～

「更生カレーがつないだ人の輪」「更生カレーがつないだ人の輪」Web
講演会

★無料配信
右記（二次元コード）からご覧ください。

申し込み

申し込み

◉ごみ処理施設を見学しよう
　各家庭から出された「もやせるごみ」や「ペットボトル」などの
処理やリサイクルの流れを見学できます。
日 8 月 5日㈮午前 8時 45分～正午　要申し込み・無料
場 酒々井リサイクル文化センター・佐倉第三工業団地内の処理施設
【集合場所】
▶公共交通機関をご利用の場合…佐倉市役所 1号館前
▶車でお越しの場合…佐倉城址公園大手門跡広場駐車場（佐倉中学校前）
定  30 人 ( 先着順 )　※小学生以下は保護者同伴
申 問 廃棄物対策課☎ 484-6149　
〆 7 月 15 日㈮　持 水筒、帽子、運動靴
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■介護保険料通知書類を 7月中旬に送付します（65歳以上のかた）
納付方法によって、届く書類が異なります。
〈納付書（口座振替）で納付〉→ 介護保険料納入通知書（封書）
〈年金天引きで納付〉→ 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書（はがき）

■国民健康保険税の納税通知書、後期高齢者医療保険料の納入
通知書を 7月中旬に送付します
◉納付する人（納税義務者）
▶ 国民健康保険税→世帯主 世帯主が加入していなくても、同一
世帯のかたが加入していれば世帯主が納税義務者となり、納税
通知書や保険証などは世帯主あてに郵送されます。
▶ 後期高齢者医療保険料→加入者本人 納付書や保険証などは本
人あてに郵送されます。（配偶者と世帯主は、保険料の連帯納付
義務あり）

介護保険関係書類を送付します

■限度額適用認定証について
　現在お持ちの認定証の有効期限は 7月 31 日までです。8月
以降も必要なかたは、更新手続きをお願いします。
　なお、後期高齢者医療の限度額適用認定証をお持ちで、世帯
や所得等の状況に変更がないかたについては、新しい限度額適
用認定証が保険証に同封されていますのでご注意ください。

■被保険者証が更新されます
　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証 (保険証 )が更
新されます。
　新しい保険証は、7月中旬以降、順次、簡易書留郵便でお届
けします。配達時に不在の場合は、不在票に記載されている連
絡先に問い合わせの上、お受け取りください。
　なお、令和 4 年度の後期高齢者医療の保険証は、令和 4 年
10月 1日からの医療費の自己負担割合の見直しに伴い、2回（7
月と 9月）に分けて発送予定です。

問 健康保険課　《国保》保険税・保険証☎ 484-6125
　　　　　　　 《国保》限度額適用認定証☎ 484-1783
　　　　　　　 《後期高齢者医療》☎ 484-6136

■介護保険負担限度額認定の申請
　施設入所・ショートステイ利用時に負担限度額認定証を提出すると、居住費（滞在費）・
食費が減額されます。交付を希望するかたは、世帯の課税状況が❶であり、資産条件❷ま
たは❸を満たすことを確認の上、申請してください。
《世帯の課税状況》
❶別世帯の配偶者を含む世帯全員が市民税非課税のかた、または生活保護受給中のかた
《資産条件》
❷ 65 歳以上のかた…本人および配偶者の預貯金などの合計が次の表に該当するかた

❸ 65 歳未満のかた…預貯金などの合計が 1000 万円以下（夫婦の場合は 2000 万円以下）
のかた（生活保護受給者は金額要件なし）
※申請のあった月の初日から適用されます。有効期限は、毎年 7月 31日までです

■介護保険負担割合証の更新
　介護保険の認定を受けているかたに交付している、介護保険負担割合証が更新されます。
新しい負担割合証は 7月中旬に郵送します。8月 1日からは、新しい負担割合証をお使い
ください（有効期限は毎年 7月 31日まで）。
※負担割合が変更となる場合があります。新しい負担割合証を必ず確認してください

本人の前年所得 +年金収入 預貯金等の合計（夫婦の場合）
老齢福祉年金受給者 1000 万円以下 (2000 万円以下 )
80 万円以下 650 万円以下 (1650 万円以下 )

80 万円超～ 120 万円以下 550 万円以下 (1550 万円以下 )
120 万円超 500 万円以下 (1500 万円以下 )
生活保護受給者 金額要件なし

問 介護保険課　▶保険料☎ 484-6187　▶負担割合証・限度額認定証☎ 484-6174

マスク着用の考え方についてマスク着用の考え方について
　厚生労働省から、マスク着用についての考え方が示されました。
　新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染対策であるこ
とは変わりませんが、場面に応じて、適切にマスク着脱の判断を
してください。

外気の流入が妨げられる建物の中、地下街、公共交通機関の中など

◎夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要なし」の場面で、
マスクを外すことを推奨します。

身体的距離（2m以上を目安）
確保できる 確保できない

会話

あり

ほとんど
なし

身体的距離（2m以上を目安）
確保できる 確保できない

会話

あり

ほとんど
なし

◎お年寄りと会うときや病院に行くときなど重症化リスクの高いかたと接する場
合には「着用の必要なし」の場面でもマスクを着用しましょう。

屋内

屋外

徒歩で人とすれ違う場合など

十分な換気などができる場合

◉ 2歳未満（乳幼児）は、引き続き、マスク着用を推奨しません。
◉ 2歳以上は、保育所などでは、個々の発達の状況や体調などを踏まえる必要があ
ることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めません。

6 月 1日から支給要件が一部変わりました。
※これまでにこの給付金を受給済みの世帯に、重ねて支給す
るものではありません。受給できるのは 1回のみです

〈対象となる世帯〉次の❶または❷に該当する世帯
※住民税が課税されているかたの扶養親族等のみからなる
世帯を除く

❷家計急変世帯
❶以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響

で家計が急変し、世帯において、令和 4年度住民税が
課税されているかた全員の令和 4年 1月以降の収入見
込額が、住民税非課税相当水準以下である世帯

❶住民税非課税世帯
　基準日（令和 4年 6 月 1 日）の世帯構成において、
世帯全員の令和 4年度分の住民税が非課税である世帯

〈給付額〉1世帯あたり 10万円
（❶❷併せて給付を受けることはできません）

ランニングなど　
　密にならない運動

通勤電車の中など図書館での読書など

対象世帯へは、7月下旬に「確認書」を送付する予定です。
※一部、確認書の送付によらず、申請書の提出が必要
となる世帯があります

確認書が届いたら、中身を確認し返送してください。
提出期限は、原則、確認書の発行日から 3か月以内です。
早めに返送してください。

支給にあたり、申請が必要です。
申請に必要な書類は、市ホームページに掲載しているほ
か、社会福祉課、各出張所・派出所などで配布しています。

住民税非課税世帯等に対する住民税非課税世帯等に対する
　　　　　　　　　臨時特別給付金　　　　　　　　　臨時特別給付金

問社会福祉課 臨時特別給付金担当  ☎ 484 - 6496

着用を推奨する 着用の必要なし

問健康推進課
☎485-6711

※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください

子どものマスク着用について子どものマスク着用について

（6月 20日現在）（6月 20日現在）

国民健康保険・後期高齢者医療
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募集期間　7月 15日㈮～ 29日㈮ 午前 8時 30分～午後 5時 15分
応募資格　次の条件をすべて満たすかた
▶市内に 1年以上在住し、市税を滞納していないこと▶現に同居し、または同居
しようとする親族がいること (世帯の状況により単身可 )▶現に住宅に困窮して
いることが明らかであること▶所定の方法で算出した世帯の月収額が、一般世帯
158,000 円以下、裁量世帯 (高齢者世帯や障害者世帯など一定の条件を満たす世
帯 )214,000 円以下であること▶申込者本人または同居しようとする親族が暴力
団員でないこと
申込方法　申込書と必要書類を、住宅課に直接提出 (郵送不可 )
募集案内・申込書 7月8日㈮から、住宅課、各出張所・派出所、各市民サービスセンターで配布
※家賃は、入居者の収入や住宅の条件により毎年度決められます

2022 年（令和 4年）7月 1日 5SAKURA

お知らせ

※入場整理券は、圧着はがきで世帯主のかたに郵送します。はがき 1枚につ
き世帯員 3人まで連記されています。はがきの両面を開いて、ご確認くださ
い (紛失されたかた、何らかの手違いではがきが届かなかったかたも、選挙
人名簿に登録されていれば投票できます )

●投票所の変更・投票区の廃止
▶利便性向上のため、佐倉幼稚園から佐倉中学校、中志津自治会センターから
下志津小学校に投票所を変更します。▶井野町会館（第28投票区）の閉鎖に伴い、
有権者の住所により、志津中学校と志津市民プラザに投票所を変更します。
※詳しくは、こうほう佐倉 6月 1日号または入場整理券はがきをご確認ください
●投票できるかた
　平成 16 年 7月 11 日までに生まれたかたで、令和 4年 3月 21 日までに
佐倉市に住民登録の届出を行い、選挙人名簿に登録されているかた。
※令和 4年 3月 22日以後に転入の届出をされたかたは、佐倉市では投票で
きません。前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の投票所な
どで投票できます

窓口における印鑑登録証を忘れた場合の窓口における印鑑登録証を忘れた場合の
　　　　　　　　　　　取り扱いについて　　　　　　　　　　　取り扱いについて

　これまで窓口で印鑑登録証明書を取得する場
合、印鑑登録証の提示が必須となっていました
が、本人が来庁する場合に限り、運転免許証、
マイナンバーカードなどの公的な顔写真付きの
本人確認書類の提示で取得可能となりました。
問 市民課☎ 484-6121

ル工場に搬入する事業を実施します。
日 8 月 4日㈭ 午前 8時～ 8時 30分 要事前登録
場 JA 千葉みらい 佐倉四街道営農センター
費 69 円 / Kg　対 塩化ビニール、ポリエチレン
〆 7 月 28 日㈭
※事前登録、梱包方法の詳細は、お問い合わせ
ください
申問 JA千葉みらい 佐倉四街道営農センター☎485-6188

佐倉市八街市酒々井町消防組合職員採用試験佐倉市八街市酒々井町消防組合職員採用試験

※申込書は 7月上旬から各消防署および消防出
張所で配付
申 問 佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部
総務課☎ 481-1190

勤務内容 高齢者を対象に実施する介護予防教室
の補助および相談・訪問指導に関すること。保
健師については介護予防に関する健康教育
勤務地高齢者福祉課ほか（要普通自動車運転免許）
勤務時間 週 2 日勤務（休日勤務：年に数回あり）、
午前 8時 30分～午後 5時 15分のうち 6時間
報酬 時給 1400 円※条件により通勤費あり
募集人数 若干名
採用期間 9 月～令和 5年 3月 31日㈮
締め切り 7 月 25 日㈪必着
申し込み 履歴書 (写真付）、資格免許証 (写し）
を郵送または持参で〒 285-8501 市役所高齢者
福祉課へ
選考方法 書類選考と面接（8月上旬を予定）　　　
申 問 高齢者福祉課☎ 484-6343

「起業」を具体的に進めたいかた向けのセミナー。
日 7 月 9日㈯、10日㈰ 午前 9時～午後 1時
場 佐倉商工会議所　 要申し込み・無料
内 起業に必要な基礎知識、事業計画書の作成など
定 10 人（先着順）　講 五十嵐玲彦（ダーマ税理
士法人 五十嵐税務会計事務所 所長）
〆 7 月 7日㈭
申 問 佐倉商工会議所☎ 486-2331

日 8 月 4日㈭ 午前 9時 30分～ 11時 40分
（受付：午前 9時 10分～）
場 中央公民館　要申し込み・無料
内佐倉市教育センター指導主事が、学力向上、学校図
書館推進、特別支援教育などにおける研究成果を発表　　　
定 ▶会場 30 人 ( 先着順 )▶オンライン 制限なし
〆 7 月 21 日㈭
※内容、申し込み方法の詳細は、ホームページをご覧ください
申 問 教育センター☎ 486-2400

問 選挙管理委員会事務局☎ 484-6179選挙管理委員会事務局☎ 484-6179

投票で 自分のいいね 伝えよう
第 26 回 参議院議員通常選挙 ●期日前投票をご利用ください

　投票日に投票所に行けないかた、混雑を避けたいかたは、期日前投票をご
利用ください。お住まいの地域によらず、全ての期日前投票所で投票するこ
とができます。（土日も投票可）

　次のいずれかに該当するかたは、事前に手続きすることで、不在者投票が
できる場合があります。
※不在者投票の手続きには日数がかかります。お早めに選挙管理委員会にご連絡ください
●滞在先での不在者投票
対 選挙期間中、仕事や旅行などで市外に滞在するかた
●郵便等による不在者投票
対 身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちのかたで、障害の程度が一定要件
に該当するかた、介護保険被保険者証で要介護 5に該当するかた、新型コロ
ナウイルス感染症により、隔離措置等を受けていて外出できないかた
●指定病院等での施設内不在者投票
対 都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所して
いるかた

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

　散布当日は、区域内への立入りおよび車両な
どの乗り入れをご遠慮ください。※散布区域の詳
細は、こうほう佐倉7月15日号でお知らせします
▶ 7月22日㈮ 佐倉地区▶ 7月23日㈯ 臼井地区・千
代田地区・志津地区・根郷地区▶ 7月24日㈰ 和田地
区・根郷地区▶ 7月25日㈪ 根郷地区・弥富地区
問 佐倉市植物防疫協会 (JA 千葉みらい 佐倉四
街道営農センター内 )☎ 485-6115

問 住宅課☎ 484-6168

市営住宅名 戸数 対象世帯 間取り 家賃
大蛇住宅 1号棟 1戸 一般 3DK 23,100 ～ 45,300 円

大蛇住宅 2号棟 1戸 一般 3DK 23,100 ～ 45,300 円
1戸 障害者 2DK 18,100 ～ 35,600 円

大蛇住宅 3号棟 1戸 一般 2DK 18,300 ～ 36,000 円
藤沢住宅 1戸 高齢者 2DK 15,200 ～ 30,000 円
堀の内住宅 2戸 一般 3DK 20,300 ～ 39,900 円

期日前投票所 所在地 日時
市役所 2 号館 1階 海隣寺町 97 開設中～ 7月 9日㈯

午前8時30分～午後8時西部保健福祉センター2階 中志津 2-32-4
レイクピアウスイ 3階 王子台 1-23

7 月 2日㈯～ 9日㈯
午前 10時～午後 8時

イオンタウンユーカリが丘
東街区 3階 イオンタウンホール 西ユーカリが丘 6-12-3

佐倉南図書館 山王 2-37-13

7月15日から

納期限のお知らせ【納期限 8 月 1日㈪】 ◎◎固定資産税・都市計画税 第 2期　◎◎国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料 第 1期
≪納付のご相談は≫納税相談…債権管理課☎ 484-6118　後期高齢者医療保険料…健康保険課☎ 484-6136　介護保険料…介護保険課☎ 484-6187

会計年度任用職員 (保健師・看護師 )の募集会計年度任用職員 (保健師・看護師 )の募集

佐倉起業塾（実践編）【特定創業支援等事業】佐倉起業塾（実践編）【特定創業支援等事業】

ラジコンヘリコプターなどによるラジコンヘリコプターなどによる
　　　　　　　水稲病害虫防除を行います　　　　　　　水稲病害虫防除を行います

佐倉市教育センター報告会佐倉市教育センター報告会

使用済み農業用ビニールの回収使用済み農業用ビニールの回収

採用予定人数❶消防 7人程度❷救急救命士 3人程度
受験資格 ❶平成 6年 4月 2 日～ 17 年 4 月 1 日
生のかた❷平成 6 年 4 月 2 日～ 15 年 4 月 1 日
生のかたで、救急救命士の資格を有するかたまた
は、令和 5年春季までに資格取得見込みのかた
受付期間 7 月 25 日㈪～ 8月 8日㈪ 午前 9時～
午後 5時  （土日・祝日を除く） ※郵送の場合は
当日消印有効
試験日 9 月 18 日㈰　試験会場 佐倉中学校 　使用済み農業用ビニールを回収し、リサイク

投票日　令和 4年 7月 10日㈰
投票時間　午前7時～午後8時

▼平和パネル、原子爆弾の模型などの展示会
日 7 月 29 日㈮・30日㈯ 午前 9時 30分～午後 6時、31日㈰ 午前
9時 30分～午後 5時　無料・申し込み不要
場臼井公民館
▼映画上映会
日 ❶ 7 月 29 日㈮ 午後 1 時 30 分～ 3 時　❷ 7 月 30 日㈯ 午後 1
時 30分～ 4時　要申し込み・無料
内❶「アゲハがとんだ -1945・3・10東京大空襲 -」ほか 2本
❷「日本人の忘れもの フィリピンと中国の残留邦人」、「アフガニス
タン用水路が運ぶ恵みと平和」（本編）
場市民音楽ホール
〆 7 月 26 日㈫ 午後 5時
申 ファクスまたは Eメールで、参加希望者全員の氏名、電話番号、
希望する日時（❶❷両日参加も可）を明記し、広報課☎ 484-6103、
℻ 486-8720、  koho@city.sakura.lg.jp へ

佐倉平和のつどい佐倉平和のつどい
　 「戦争からまなぶ非戦への導き」　 「戦争からまなぶ非戦への導き」
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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
6・20日（第 1・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

12・26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

13 日・27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
7 月 4日㈪・5日㈫・11日㈪・19日㈫
・25日㈪   ♦北志津児童センター図書室は
18日（月・祝）も休館します

図書館情報

中央公民館
☎485-1801

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

7 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】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》7月の就業相談・入会説明会
日場▷ 8日㈮・14日㈭ 志津市民プラザ  ▷ 12
日㈫ レインボープラザ ▷ 20 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・買い物など）
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
◆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 7月 3日㈰午前 10 時～午後 3時 ② 7 月
8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
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～正午 場 シルバー
人材センター 費 ▷包丁：500 円～ ▷鎌：400
円～ ▷苅込鋏：900 円～
◆巡回刃物砥ぎ（受付：午前 9時～正午 、引き
渡し：午後 1時～ 3時）
日場▷ 7月 3日㈰  染井野北集会所 
　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
労働力調査へのご回答をお願いします
　総務省労働局と千葉県では、毎月労働力調査を
実施しています。調査員証明書（千葉県知事発行）
を携帯した調査員がお伺いしますので、調査への
ご回答をお願いします。
調査期間・対象：7月～11月・六崎の一部世帯
問千葉県総合企画部統計課☎ 223-2220
 　夏の交通安全運動 

～自転車も ルールを守る ドライバー～
期間： 7 月 10 日㈰～ 19 日㈫
　この時期は暑さなどにより、集中力が低下し
がちです。交通ルールの遵守と交通マナーの実
践を習慣付けましょう！
問道路維持課☎484-6130
　土地家屋調査士登記相談
日 7 月 13日㈬午前 9時～正午 無料・申し込み
不要 ※予約可 場 千葉司法務局佐倉支部、千葉地
方法務局成田出張所 内 新築登記、分筆など
申 問 千葉県土地家屋調査士会印旛支部・木村
☎235-8632
　健康相談
日 7 月 14 日㈭午前９時 30 分～ 11 時 30 分（1
人 60 分、禁煙相談は 30 分）要申し込み・無料
場 西部保健センター内 健診結果の相談、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
　第 3回 西志津ふれあい寄席（落語）開催
日 7 月 17日㈰午後 0時 30分～（開場 正午～） 
要申し込み 場 西志津ふれあいセンター 費 2000
円（前売り 1500 円）、子ども（中学生まで）
1000 円内真打 桂文雀、 春雨や風子（女流噺家）
申 問 西志津ふれあいセンター☎488-0904
精神科医によるこころの健康相談
日 7月21日㈭午後1時50分～4時（1人30分）   
要申し込み・無料場南部保健センター 
対 こころの悩みや不安について相談したい市内在
住のかたおよび家族 
※電話で問診あり。投薬、診断はできません
申問健康推進課☎312-8228
　自死遺族支援事業【個別対面相談】 
日奇数月第 3金曜日午後 1時～ 4時 
要申し込み・無料場印旛健康福祉センター 
対大切なかたを自死で亡くされたかた
申問千葉いのちの電話☎222-4331

♦親子で土いじり
「初めての陶芸にチャレンジ！」（全 2回）

日 ① 7月30日㈯ ② 8 月 20 日㈯各午前 9 時
30分～正午　要申し込み
費 1 組 1500 円 内 ①陶芸 ②講義・絵付け
※完成した作品は、後日取りに来ていただきます
定 7 組（多数時抽選）
対 小学 1～ 3 年生と保護者（保護者 1人につ
き小学生 2人まで）
持 汚れてもよい服装、エプロン、マスク、汚れ
てもよい手ぬぐいサイズのタオル（1組 1本）
〆 7 月 10 日㈰（必着）
申 往復はがきで、講座名「初めての陶芸にチャ
レンジ！」・郵便番号・住所・児童氏名・学校
名・学年・保護者氏名・電話番号を明記の上、
〒285-0025 鏑木町 198-3 中央公民館へ郵送
♦家庭教育事業「公民館を森に塗り替えちゃお
う！」～窓ガラスお絵かきワークショップ～
　今年のテーマは森。お子さんの窓ガラスアー
ト作品は、1か月展示します。
日 8 月 9日㈫午前 10時～正午　要申し込み
講 久本綾（アトリエティエラスールこども造形
教室）費 500 円 定 11 組
（1組 3人まで、多数時抽選）
対 市内在住小学生と保護者 
持 汚れてもよい服装と靴
申 電話またはちば電子サービスで

　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 7 月 13 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 7 月 13 日㈬午前 11時～ 11時 30分 
対 2・3歳児と保護者
【共通事項】無料・申し込み不要
場佐倉南図書館  
定 5 組（当日先着順）
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 場 ▷7月 3日㈰午前 10時 30分～ 臼井公民館  
▷ 7月 17日㈰午前 11時～佐倉図書館 
▷ 7月 21日㈭午前 10時 30分～ 根郷公民館 
▷ 7月 22日㈮午前 10時 30分～ 志津市民プラザ
◆人形劇「大きなかぶ」ほか（幼児向け）
日 場 ▷ 7月 14 日㈭午前 11 時～ 佐倉図書館
▷ 7月 15 日㈮午前 10 時 30 分～ 志津コミュ
ニティセンター 
※状況により中止・会場が変更の場合あり
申電話で 
問佐倉図書館☎ 485-0106

根郷公民館
☎486-3147

♦夏休み子ども体験講座「絵画教室」
～後ろ向きを描こう～

日 7月29日㈮午後 1時～ 4時 30分
要申し込み
費 200 円（材料費） 講ワールサークル会員（公
民館利用サークル）他 対 小学 1～ 6年生
定 15 人（多数時抽選） 
持 水彩用具一式、飲み物、雑巾、
手拭き用タオル、マスク
〆 7 月 10 日㈰
申 ちば電子サービスで
♦夏休み子ども体験講座「勾玉づくり」

～古代のアクセサリーをつくろう～
日 8月16日㈫午前 10時～正午 要申し込み
費 300 円（材料費）対 小学 3～
6年生 定 15 人（多数時抽選）
持 タオル、マスク 〆 7 月 22 日㈮
申 ちば電子サービスで

和田公民館
☎498-0417

♦「和田の縄文弥生期出土品展」開催
日 7月 9日㈯～ 12 月 25 日㈰午前 9時～午後
5時（入館は午後 4時 30分まで）
無料・申し込み不要 
※第 2・4月曜日は休館
場 和田ふるさと館歴史民俗資料室

場　所 日　時
南部保健福祉センター

B棟１階
7/5. 8/2. 9/6  9:30～11:30、
7/26. 8/16. 9/27 13:30 ～
16:30 （各火曜日）

西部地域福祉
センター

会議室１ 7/7 9:30 ～ 11:30、7/21 13:30 ～ 16:30（各木曜日）

会議室３
8/4. 9/1 9:30～11:30、8/18. 
9/15  13:30 ～16:30
（各木曜日）

千代田・染井野
ふれあいセンター

7/6. 8/3. 9/7 13:30 ～16:30
（各水曜日）
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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

1 日㈮・8日㈮・22日㈮ ・
29 日㈮ 10:00 ～ 15:00
15 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
14 日㈭・17日㈰・30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
6 日㈬・20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 28 日㈭ 9:30 ～ 11:30  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
8 月 10 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

12 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
6 日㈬・20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

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

27 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
7 日㈭・19日㈫・24日㈰  10:00 ～
ミレニアムセンター佐倉 
※要予約

自治人権推進課☎ 484-6128

司法書士相談 13 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 16 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

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 25 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
☎ 484-6200

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

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【7月の開設情報】移動交番【7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

イオンタウンユーカリが
丘店東館 12日㈫❷、26日㈫❷

エコス佐倉店 4日㈪❷、15日㈮❶
クライネスサービス本部
宮ノ台 13日㈬❷、27日㈬❷

山王集会所 5日㈫❷、19 日㈫❷

志津市民プラザ 14日㈭❷、28日㈭❷
セブンイレブン西志津６
丁目店 6日㈬❷、25日㈪❶

場所 日時

中央公民館 5日㈫❶、20日㈬❷

南部保健福祉センター 1日㈮❶、15日㈮❷

西志津ふれあいセンター 21日㈭❷

根郷公民館 8日㈮❷、22日㈮❶

八幡台会館 1日㈮❷

ヤオコー染井野店 4日㈪❶、22日㈮❷
ユーカリプラザ第２駐車
場入口脇 8日㈮❶

時 間 ❶ 10:00 ～❷ 14:00 ～  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

♦ 7月のオレンジカフェ
日時 場所 申 問

21 日㈭ 14:00 ～ 15:00 そばカフェ 301 ❶
10 日㈰ 13:30 ～ 15:00 はらトピア ❷
24 日㈰ 13:30 ～ 15:30 リハビリデイひまわりの里 ❸
19 日㈫ 10:00 ～ 11:00 並木町 244 番地（元 木村医院） ❹
24 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

頭と体を動かして認知症
予防

▶ 7 月 14日㈭ 井野西会館 ▶ 7 月 22 日㈮ 小
竹会館 ▶ 7 月 28 日㈭  新 宮ノ台会館
各 13:30 ～ 15:30 

❶

理学療法士に運動を学ん
で筋力・体力アップしよう

7 月 28 日㈭、8 月 25 ㈭、9 月 29 ㈭ 13:30
～ 15:30  西部地域福祉センター ❷

●としとらん塾

■介護者教室
催し 日時・場所など 申 問

認知症の人の理解 7月10日㈰10:00～11:30 志津コミュニティ
センター ❶

終活を考える 7 月 14 日㈭ 14:00 ～ 15:30 西志津ふれあい
センター 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 7/5･19 ㈫

ビン 7/12･26 ㈫

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 7/7･21 ㈭

金属類・小型家電 7/14･28㈭

廃食用油
※機械油は対象外

7/7 ㈭

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佐倉市の魅力や、市からのお知らせを
YouTube でお届け中！YouTube でお届け中！

（広報番組「Weekly さくら」6月 20日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画
「知っていますか？佐倉の調整池」

2022 年（令和 4年）7月 1日8 SAKURA

〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 

77 1818

※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

◉◉うみのひファミリーコンサートうみのひファミリーコンサート
                                          邦楽四重奏団 in佐倉邦楽四重奏団 in佐倉

　月　　日 (月・祝)(月・祝)  午後 2時開演

【プログラム】
▶琉球民謡による組曲／牧野由多可
▶八千代獅子／藤永検校  ほか
※曲目・曲順は変更となる場合あり

〒 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）

【チケット予約・問い合わせ】
千葉県文化会館☎ 222-0201

一般 2,000 円／ 30歳以下 1,000 円
高校生以下 500 円
3歳以下 ひざ上無料（席が必要な場合は有料）

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大状況を踏まえ、今年
も昨年同様「分散型花火大会」
として開催します。
　密集、密接を避けるため、打
ち上げ場所を複数の場所に分
散し、一斉に約 20 分間打ち上
げます。自宅や自宅周辺で安心
して花火をお楽しみください。

問佐倉市民花火大会実行委員会（佐倉市観光協会）
☎ 486-6000

日 10月29日㈯午後7時～7時20分（雨天決行・荒天中止）
場 市内11か所（予定）
※打ち上げ場所の詳細については、「こうほう佐倉」10月15日
号でお知らせします

問佐倉市観光協会☎ 486-6000

❁観光船印旛沼遊覧観光船印旛沼遊覧
運航予定運航予定　期間中の土・日曜、祝日　期間中の土・日曜、祝日
費用費用　大人 1000 円　子ども 500 円　大人 1000 円　子ども 500 円

❁ひまわりの摘み取り販売ひまわりの摘み取り販売
時間時間　午前 9時～午後 4時　午前 9時～午後 4時
費用費用　1本 100 円（1人 2本まで）　1本 100 円（1人 2本まで）

風車のひまわりガーデン風車のひまわりガーデン

印旛沼の自然を満喫！

7月 9日㊏～31日㊐

 佐倉草ぶえの丘
　７～8月のイベント

佐倉ふるさと広場◉金魚すくい
日 7 月23日㈯①午前10時～
正午②午後1時～3時費 300
円 対 小学生以上（幼児は保
護者同伴） 定 ①②各15人
◉野外植物観察（市民の森）
日 7 月24 日㈰（予備日31
日㈰）午前10時～正午 
費 200 円 定 20 人  
持 帽子、タオル、飲み物
◉ガラスペインティング教室
日 7 月26 日㈫午後１時～３
時 費 800 円 定 20 人 
◉はにわづくり（素焼き）
日 7 月29 日㈮ 費 800 円  
対 小学生以上（低学年は保
護者同伴） 
定 15 人 持 タオル、飲み物
◉LEDで竹ランプづくり
日 7 月30 日㈯午前10 時～
正午 費 500 円 定 20 人  

◉牛乳パックで電気
自動車をつくろう
日 8 月2 日㈫午前10 時～正
午 費 600 円 定 20 人  
◉土器づくり（素焼き）
日 8 月4 日㈭午前10 時～正
午 費 800 円 対 小学生以上
（低学年は保護者同伴） 
定 15 人 持 タオル、飲み物
◉ミニ畳づくり
日 ８月５日㈮午前10時～正
午 費 300 円 定 20 人 
◉科学実験室
日 ８月７日㈰午前10時～正
午 費 300 円 
対 小学生高学年 定 20 人 
◉星空観察教室
日 ８月10 日㈬午後7 時～8
時30分 ※雨天中止
対 どなたでも（小学生以下
は保護者同伴） 定 25 人

◉万華鏡づくり
日 8 月15 日㈪午前10 時～
正午 費 500 円 対 小学生以上
（低学年は保護者同伴）定 20人
◉森のいきもの観察
日 8月16日㈫午前10時～正
午 定 20 人 持 軍手、虫よけ、
ルーペ、メモ帳、長袖、長ズボン
◉牛乳パックで帽子づくり
日 8 月19 日㈮午前10 時～
正午 費 500 円 定 20 人 
◉鉄道教室「運転席から見え
る・あれなあに」
日 8 月23 日㈫午前10 時～
正午 定 20 人 

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

《共通事項》
※申し込みは7 月6 日㈬～
電話受付、1 人1 つまで、要
申し込み（先着順）、記載の
ないものは 対 小学生以上、
無料 ※別途入園料

　７～8月のイベント

少年少女ハンドベル教室の
メンバーを募集します

　小中学生を対象とする無料のハンドベル
教室です。 見学もできます。
練習日時　原則月３回・土曜日　
　　　　　午前9時30分～11時（※短縮中）
練習場所　臼井公民館
※詳細はお問い合わせください

第61回 第61回 佐倉市民花火大会佐倉市民花火大会10/29
開催

チャンネル登録！新人リポーター
初登場！
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