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新しい民生委員･児童委員を紹介します
令和4年12月1日に民生委員・児童委員198人が厚生労働大臣より委嘱されました。
任期は令和7年11月30日までの3年間です。

民生委員・児童委員は「民生委員法」「児童福祉法」に基づいて各市区町村に設置された地域住民を支援するボランティアです。
●生活上の心配ごとを解決するお手伝いや福祉支援サ－ビスの紹介をします。
●必要に応じて関係団体・機関との調整役を務めます。
●すべての「民生委員」は「児童委員」を兼ねており、児童や妊産婦の相談に応じ援助などを行います。
●「主任児童委員」とは、児童に関わる相談を専門に担当する民生委員・児童委員のことで、各地区に配置しています。

●民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談の内容や個人の秘密は必ず守ります。お気軽にご相談ください。秘密は守ります

安心して相談できるボランティアです

社会福祉課問

広報習志野 2022.12.15 習志野市役所 ☎︎047（451）1151㈹

谷津・奏の杜

谷津1丁目
1～4番、20～24番 小　野　　　香 047（493）0232
5～13番、17～19番 田　杭　佳代子 047（472）0364
14～15番 谷　口　加寿子 047（475）9729

谷津5丁目

1～3番、7～10番、16番 松　永　　　愛 047（409）4049
4～6番､11～13番、
25～31番 森　重　賢　治 047（479）3427

14～15番、17～24番 岡　﨑　今日子 047（481）8226
32～37番 平　井　ゆかり 047（474）3615
38～45番 小　菅　富美子 047（476）7806

谷津6丁目 5～11番 小　宮　裕　子 047（474）7250
13～22番 河　野　千　絵 047（409）4590

谷津7丁目 全域 赤　城　　　裕 047（477）3173
奏の杜1丁目 全域 𠮷𠮷　田　昭　男 047（474）3430

奏の杜2丁目 2番、13～19番 間　井　祥　子 047（493）5756
3～11番 青　木　孝　子 080（1912）8933

奏の杜3丁目 全域 木　村　さゆり 047（477）5975

主任児童委員 上　本　広　美 047（478）1598
今　　　知　子 047（406）3420

向山

谷津2丁目、
谷津町1丁目

谷津2丁目1～3番､
17～21番、23番、
谷津町1丁目全域

五　関　　　清 047（453）6254

谷津2丁目、
谷津町4丁目

谷津2丁目4～16番、22番、
谷津町4丁目全域 三代川　文　子 047（451）2576

谷津3丁目

1～12番（パークタウン除く） 遊　佐　智恵美 090（8748）2043
1番パークタウン15～20号 萩　原　　　恵 047（452）5434
1番パークタウン21～30号 山　田　豊　子 047（451）1138
1番パークタウン31～34号、
ローズタウン 西　村　由美子 047（452）3916

1番パークタウン40～44号 北　島　俊　夫 047（452）0565
1番パークタウン45～51号 藤　井　　　久 047（451）4443
13番､28～30番 牛　嶋　　　睦 047（452）7582
14～27番 山　中　顯　悟 047（454）5575

谷津4丁目

1～6番 鈴　木　仁　子 047（451）7694
7番､8番ソフトタウン1、5～
8号 田　中　信　夫 047（454）6493

8番ソフトタウン2～4号、
ファミール谷津 綠　川　　　久 047（454）9736

主任児童委員 川　崎　雅　美 047（451）2681
朝　日　美　晴 047（454）6177

津田沼

津田沼1丁目
1～5番、10～11番 （補） 田村　壽彦 047（453）4337
6～9番、18～21番 山　下　雅　子 047（477）7403
12～17番 福　島　貞　子 047（472）9134

津田沼2丁目 1～6番 永　沼　義　男 047（471）2719
7～17番 濵　田　一　美 090（1255）7245

津田沼3丁目

1～6番 白　鳥　昭　子 047（752）9963
7～12番 熊　手　和　子 047（472）8462
13～15番 高　橋　敏　弘 047（478）4891
16番、21～23番 菱　木　町　子 047（479）2123
17～20番 篠　塚　健　司 047（479）2628

津田沼4丁目 1～2番、7～10番 植　 　良　一 047（453）4532
3～6番、11番 植　草　智　子 047（452）2053

津田沼5丁目 1～5番､14番 金　子　由紀子 047（451）2497
6～13番 田　村　壽　彦 047（453）4337

津田沼6丁目 1番7～30、2番、7～9番 吉　野　壽　一 047（452）0082
3～6番､10～14番 三　橋　　　薫 047（452）6129

津田沼7丁目 1～7番､17～18番 野　口　　　茂 090（1842）3694
8～16番 山　﨑　　　允 047（453）3839

主任児童委員 福　井　り　え 047（474）8475
富　田　明　子 047（493）4276

袖ケ浦

袖ケ浦1丁目

1～10番 山　下　陽　子 047（452）0502
11～27番、29番4 三　橋　昌　江 047（452）5839
28番、29番2 高　橋　君　枝 047（451）0877
29番1 三　橋　京　子 047（767）1938

袖ケ浦2丁目

1番 元　吉　敏　夫 047（454）7136
2番 三　須　庸　子 047（454）7138
3番 滝　口　貞　子 047（454）9005
4番 安　保　邦　嘉 080（4088）9244
5～6番 梓　澤　キヨ子 047（454）6567
7番 西　山　勝　治 047（454）8089

袖ケ浦3丁目、
津田沼6丁目

袖ケ浦3丁目1番1～5、
津田沼6丁目1番1～6 若　山　洋　子 047（452）1710

袖ケ浦3丁目

1番6、2番1～6 八　幡　久　子 047（454）8374
2番7、4番､5番1～2 石　川　香　理 047（452）3546
3番 沼　﨑　き　い 047（454）8438
5番3～5、6番1～4、
7番1～2 処　　　瓔　子 047（454）5241

7番3～8 関　　　康　子 047（454）7084
袖ケ浦4丁目 全域 熊　木　しのぶ 047（452）7429
袖ケ浦5丁目 全域 宮　前　るみ子 080（4071）0603

袖ケ浦6丁目 1～12番 勝　又　桂　子 090（2314）5205
13～22番 大　島　弘　子 090（7278）9070

主任児童委員 香　取　裕　子 047（452）2026
北　村　千恵子 047（408）1886

鷺沼・鷺沼台

鷺沼1丁目
1～5番、9～10番、
16～17番 𠮷𠮷　川　輝　昌 047（489）1592

6～8番､11～15番 桑　原　真里子 047（452）3794

鷺沼2丁目
1～5番、10～12番 樋　口　英　美 047（452）4453
6～9番 小　澤　則　子 047（452）1455
13～19番 松　井　桃　子 047（476）2821

鷺沼3丁目 1～8番 小　林　優　子 047（454）6606
9～20番 廣　瀬　克　久 047（452）1960

鷺沼4丁目 全域 遠　峯　春　美 080（1020）5579
鷺沼5丁目 全域 窪　田　正　樹 090（4537）4399
鷺沼台1丁目 全域 中　本　晴　常 047（478）3363
鷺沼台2丁目 全域 植　草　克　友 047（477）1599

鷺沼台3丁目
1～10番 高　梨　昌　代 090（9104）2374
11～14番 小　澤　百合子 090（7054）9239
15～22番 小　室　一　恵 047（493）7093

担当地区 担当区域 氏　　　名 電話番号 担当地区 担当区域 氏　　　名 電話番号

担当地区 担当区域 氏　　　名 電話番号 担当地区 担当区域 氏　　　名 電話番号

鷺沼台4丁目 1番、6～12番 杉　田　由　理 080（5058）8974
2～5番 寳　田　　　勉 047（471）9832

主任児童委員 矢　部　優　子 080（5489）1689
小　山　可奈子 090（4926）7971

藤崎

藤崎1丁目 1～9番 池　田　輝久子 047（476）0482
10～18番 宮　入　　　謙 090（2991）8596

藤崎2丁目 1～10番 中　川　紀　子 090（1201）8201

藤崎2・3丁目 2丁目11～19番、
3丁目1～3番 （補） 央　康　子 047（479）3254

藤崎3丁目 4～17番 央　　　康　子 047（479）3254
18～38番 石　橋　ふじ江 047（473）2433

藤崎4丁目 1～11番 吉　田　正　子 047（478）5319
12～21番 但　木　紀　子 047（407）4531

藤崎5丁目

1～3番､5～6番、
12～15番 清　家　秀　子 047（472）0802

4番 岩　﨑　美　雪 047（471）7606
7～11番 坂　野　　　曜 047（479）5522

藤崎6丁目 1～9番 田久保　みどり 047（476）7470
10～21番 柿　内　理　可 047（472）7530

藤崎7丁目 全域 伊　藤　喜代美 047（476）1698

主任児童委員 井　口　百合子 047（474）7352
（補） 井口百合子 047（474）7352

大久保･泉･本大久保・新栄

大久保1丁目 1～15番 （補） 田久保直子 047（477）4059
16～29番 萩　原　成　典 047（767）5372

大久保2丁目 1～10番 田久保　直　子 047（477）4059
11～19番 長　濱　隆　之 090（6107）7670

大久保3丁目 1～10番 内　藤　幸　子 047（475）2396
11～15番 藤　川　和　美 047（478）8785

大久保4丁目

1番､4～7番､
11～12番､15番 渡　邊　みゆき 047（474）6509

2～3番､8～10番､
13～14番 小　原　友　子 047（471）8848

泉町1・2丁目
1丁目全域､ 2丁目1番3、
30、32～33、45、2番1～
8、15、18～19、21、24

西　山　節　子 047（477）8711

泉町2丁目 3番1～2、4～6番 工　藤　建　一 047（473）2132
3番3～4 多　田　道　弘 080（1800）8208

泉町3丁目 1番1～2､8～10番 川　上　希以子 047（476）0247
1番3、2～7番 秋　山　みよ子 047（477）3349

本大久保1丁目 1～5番 大須賀　　　定 047（474）1495
6～18番 奥　村　佳　洋 047（475）6499

本大久保5丁目 全域 石　井　武　夫 047（476）0963

新栄1・2丁目

1 丁 目 1 ～ 9 番、10 番 6
（MAC）、2丁目1番、6～8番、

9番2～3、6、8～9、14、5番
2～4、14、2番4～5、8～9

小　笹　 　人 090（9811）7975

主任児童委員 山　田　裕　子 047（474）2160
中　川　裕　子 047（493）9020

本大久保・花咲・屋敷

本大久保2丁目
1～4番 藤　野　義　彦 047（472）5062

5～12番 （補） 藤本　典子 047（455）5288
（補） 雪竹　輝男 047（473）2055

本大久保3丁目 1～5番､14～19番 藤　本　典　子 047（455）5288
6～13番 北　村　みつよ 047（475）1374

本大久保4丁目 1～5番､8番、15番 川　谷　美和子 047（479）2490
9～14番 雪　竹　輝　男 047（473）2055

本大久保4丁目、
屋敷2丁目

本大久保4丁目6～7番、
16～19番、
屋敷2丁目14番15～24

大　町　光　惠 080（3012）3724

花咲1丁目
1～7番 齋　藤　眞　一 047（472）9270
8～14番 山　中　和　子 047（476）7781
15～21番 江　口　庸　子 047（409）4403

花咲2丁目 1～7番､16～17番 荻　原　俊　美 047（493）6392
8～15番 橋　本　亜　紀 047（478）7040

屋敷1丁目 全域 國　分　和　子 047（478）4712

屋敷2丁目
全域（3番、14番15～24
除く） 長谷川　津祢美 047（475）2928

ラクラスガーデン （補）長谷川津祢美 047（475）2928
屋敷3丁目 全域 佐々木　千恵子 047（474）7784
屋敷4丁目 ミレナ 植　田　良　美 047（474）0633

屋敷4丁目 ミレナ除く 林　　　孝　治 047（493）3853
屋敷5丁目 全域 安　達　みどり 047（409）7799

主任児童委員 森　山　加津子 047（475）0034
市　角　康　絵 047（472）6888

実籾・新栄

実籾1丁目 1～24番 草　深　千佐子 047（477）8106
25～44番 冨　田　瑞　穂 047（472）3152

実籾2丁目 1～24番 櫻　井　正　子 047（472）5775
実籾2丁目、
実籾本郷

実籾2丁目25～41番、
実籾本郷全域 関　口　美佐子 080（3125）4105

実籾3丁目 全域 鈴　木　久　夫 047（476）6916

実籾4丁目 1～23番 （補） 澁木　惠子 047（474）0642
24～43番 澁　木　惠　子 047（474）0642

実籾5丁目 1～19番、46番 古　月　美　惠 047（478）5331
20～45番 久　保　博　文 090（4223）9343

実籾6丁目 1～10番、31～34番 砂　川　宜　義 090（4824）4997
11～30番 田　近　正　之 090（6526）6582

新栄1・2丁目

1丁目10番1～2、11～12番、
2丁目3～4番、10～11番、2
番2、11～17、19、9番9～
10、12～13、5番6、9～14

青　塚　順　一 047（475）7491

主任児童委員 伊　藤　茂　代 047（476）8786
安　西　みどり 047（476）8105

実花

東習志野1丁目 1番､8～11番 鬼　澤　健　八 047（474）5495
2～7番､12～13番 栗　原　正　二 047（473）1881

東習志野6丁目 1番､9～13番 笠　松　加代子 047（477）5839
2～8番､14～22番 月　岡　輝　巳 090（6199）9697

東習志野7・8丁目 7丁目全域、8丁目1～6番 小　菅　裕　司 047（479）2008

東習志野8丁目

7～16番 福　田　淳　治 047（473）1367
17～21番、32番 秋　葉　裕　子 047（477）2267
22～28番 湯　下　由香里 047（471）1354
29～31番 内　田　恵　子 047（471）1372

主任児童委員 渡　邊　美　幸 047（476）5845
知　久　直　美 047（474）0638

東習志野

東習志野2丁目

1～5番､12～14番､
18～20番 山　口　直　子 047（477）2106

ユトリシア1・4番街 吉　竹　成　子 047（476）3516
ユトリシア2・3番街 毒　島　文　江 047（474）7752
ユトリシア5番街 宇　山　宏　美 047（478）6996
6～10番 内　田　　　誠 047（479）2170
15～17番 岩　﨑　貴良子 047（476）8238

東習志野3丁目 1～7番 廻　谷　哲　男 047（475）1235
8～15番 天　童　幸　示 047（472）2022

東習志野4丁目
1～7番 山　岸　美智子 047（767）4569
8～14番 望　月　幸　子 047（475）0532
15～20番 杉　山　純　子 047（479）1035

東習志野5丁目
1～11番 （補） 山岸美智子 047（767）4569
12～23番 石　井　愛　子 047（479）5517
24～34番 小　林　宏　行 047（479）0633

主任児童委員 鈴　木　大　輔 090（9107）7997
成　松　浩　美 047（472）6026

秋津・香澄

秋津1丁目 1～2番 安　藤　寿賀子 047（453）4286
3～4番 伊　藤　良　子 047（451）7532

秋津2丁目
1番、3番 金　子　あつ子 047（452）2383
2番、4番 一　戸　恵　美 047（454）2095
5～6番 森　崎　俊　治 047（453）8907

秋津3丁目 2～3番、5番 鷺　坂　　　操 047（453）0836
6番 土　井　克　代 047（454）3704

秋津4丁目 全域 十文字　満　美 090（1437）0452
秋津5丁目 全域 𠮷𠮷　田　秀　忠 047（454）2600

香澄1丁目 1～2番、5番 岡　　　久　郎 047（451）9352
3～4番 油　井　悦　雄 080（3251）6268

香澄1・2丁目 1丁目6番､2丁目全域 渡　邉　明　美 047（451）5792
香澄3丁目 全域 篠　宮　由紀子 047（451）1055
香澄4・6丁目 全域 岩　田　　　寛 047（451）5521
香澄5丁目 全域 薄　井　美　和 047（451）3351

主任児童委員 玉　井　恵　枝 047（453）3455
葛　谷　弘　美 047（453）5553

（敬称略）

（補）は欠員補助（補）は欠員補助
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救急車を呼ぶか、今病院に行くか、
自宅で様子を見るかで判断に迷う

健康支援課問

　本市と市医師会が協力して、365日24時間緊急対応できる体制をとっています
が、夜間や休日は必ずしも専門医がいるとは限りません。また、「昼間は仕事が忙し
い」「夜もやっているし空いている」等の理由で、軽い症状でも夜間や休日に受診す
る人が増え、重症の人への診療に支障がでる場合があります。日頃からかかりつけ
医をもち、体調が悪いときは、通常の診療時間内に受診するように心掛けましょう。

ご協力を
お願いします

通常の診療時間に
かかりつけ医などに
受診しましょう

➡救急安心電話相談
☎#7009　または　
☎03（6735）8305
［平日、土曜日］
午後６時～翌朝６時
［日曜・祝日、年末年始］
午前９時～翌朝６時

看護師が相談に応じ、
必要な場合は医師に転送します。

➡こども急病電話相談
☎#8000　または
☎043（242）9939
［毎日］
午後７時～翌朝６時

すぐに救急車を呼びましょう

☎

通常の診療時間
まで待てる

緊急！！

救急車を呼ぶほどではないが、通常の診療時間まで待てそうにないとき

夜間・休日の
当番医療機関のご案内

電話で
テレホン案内 ☎047（452）9900

インターネットで
習志野市の救急医療体制 検索

夜間・早朝（毎日)
毎日

午後8時～午後11時

❶急病診療所

 毎日
 午後８時～午後11時
 内科・小児科

鷺沼1-2-1（保健会館２階）
 047（451）4205

※診療時間内

❸休日当番医

 日曜・祝日、年末年始
 （12月29日～1月3日）
 午前９時～午後５時
 内科系・外科系

❷二次当番病院

※二次当番病院は原則、一般診療や①③に受診し
た結果、検査・手術・入院が必要な人が対象です。

 毎日
土曜日午後：午後1時～午後6時

 夜間：午後6時～翌朝8時
 内科系・外科系

日曜・祝日、年末年始
（12月29日～1月3日）左記以外 土曜日　午後

日中（休日）

内科・小児科 外科

診療日
診療時間
診療科目 診療日

診療時間

診療科目

診療日

診療時間
診療科目住　所

電　話

●意識がない
●激痛（腹痛、頭痛など）
●呼吸困難
●出血が止まらない　など

大人が急病 こどもが急病

保存版保存版 夜間夜間夜間夜間や に休日休日休日休日休日
急病で困ったときは急病で
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マイナポイントを

●マイナンバーカードについて…
　マイナンバーカード臨時窓口
●マイナポイントについて…情報政策課

問
詳しくは、1月1日号で紹介します。
マイナポイント申込方法はこちら▶

マイナポイントの受け取りは、2月28日㈫まで！

お得な

マイナンバーカードの申請を！

受け取るには

12月31日（土）までに12月31日（土）までににに

マイナポイントが受け取れるのは、12月31日㈯（消印有
効）までにマイナンバーカードを申請した人のみです。
マイナンバーカードの申請から受け取りまで
には2カ月程度掛かります。

マイナンバーカード臨時窓口
(市役所GF)では、カード申請
のお手伝いをしています(土・日
曜日、祝日、年末年始を除く)。

グラウンドフロア

交付通知書(ハガキ型)または電子証明書の有効期限通知書が
届いた人は、同封の書類をお読みの上、早めに市役所で受け取
り・手続きをしてください。

マイナンバーカードの手続き
（申請・受け取り・電子証明書更新・暗証番号再設定）は
お早めに！

市役所マイナンバーカード臨時窓口混雑状況▲
▲マイナンバー
カードの
詳細はこちら

2月は窓口が混雑します

年末・年始の業務案内
（12月28日～1月4日）

市役所は12月29日㈭から
1月3日㈫までお休みです
市役所は12月29日㈭から
1月3日㈫までお休みです

広報習志野 2022.12.15 習志野市役所 ☎︎047（451）1151㈹

主な施設など 休業日 問い合わせ
戸
籍 届出（出生届・死亡届など） 12月29日～1月3日は市役所 G

グラウンドフロア

F 警備員室でお預かりします。 市民課

健
康

習志野市急病診療所
受付・診療時間は午後8時～午後11時

休業日はありません。
（夜間・休日の急病の際は4ページをご確認ください） ☎︎047（451）4205

習志野市休日急病歯科診療所
受付・診療時間は午前9時～正午 12月28日、1月4日 ☎︎047（451）4100

公
園

谷津干潟自然観察センター 12月28日～1月1日・4日
（1月2日・3日は館内カフェのみ休業） ☎︎047（454）8416

谷津バラ園 12月28日～1月4日 ☎︎047（453）3772

文
化
・
学
習
・
教
育

旧鴇田家・旧大沢家 12月29日～1月4日 社会教育課各公民館（中央公民館を除く）
12月29日～1月3日中央公民館・市民ホール プラッツ習志野

☎︎047（476）3213
中央図書館 12月29日～1月3日（1月4日は午後1時から） 中央図書館

☎︎047（475）3213各図書館（中央図書館を除く） 12月29日～1月4日
富士吉田青年の家

12月29日～1月3日

☎︎0555（23）6853
鹿野山少年自然の家 ☎︎0439（37）2197

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

谷津・東習志野コミュニティセンター、
実籾コミュニティホール、市民プラザ大久保 協働政策課

市民協働インフォメーションルーム・
男女共同参画センター（ステップならしの）

協働政策課
男女共同参画センター
☎︎047（453）9307

ス
ポ
ー
ツ

中央公園パークゴルフ場・
テニスコート・体育館

プラッツ習志野
☎︎047（476）3213

茜浜パークゴルフ場 12月28日～1月4日

スポーツ振興協会
☎︎047（452）4380

袖ケ浦・実籾テニスコート 12月29日～1月3日
（12月28日は午後2時30分まで。1月4日は午前10時30分から）

上記以外のスポーツ施設 12月29日～1月3日
（12月28日は午後3時まで。1月4日は午前11時から）

福
祉

さくらの家・芙蓉園 12月28日～1月4日 高齢者支援課
いずみの家 社会福祉課

子
ど
も

きらっ子ルームやつ
習志野市こどもセンター（鷺沼） 12月29日～1月3日 子育て支援課

各こども園こどもセンター こども保育課

葬
祭 しおかぜホール茜浜・馬込斎場

受付・霊きゅう業務 1月1日
しおかぜホール茜浜
☎︎047（409）9270
馬込斎場
☎︎047（438）1151

火葬 12月31日～1月1日
（1月2日は茜浜のみ実施）

式場業務（茜浜のみ） 12月31日～1月3日
（12月30日は告別式のみ実施）
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各公民館問

冬期

受講生募集

12月16日㈮～
午前9時～午後5時（休館日を除く）
※中央公民館は、日・月曜、祝日の申込不可。

受付期間

講座を実施する公民館に電話（先着順）
申込方法

市内在住・在勤・在学
対　　象

   公民館講座

公民館

案内

広報習志野 2022.12.15 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

公民館 所在地 電話
中央 本大久保3-8-19 047（455）3517
菊田 津田沼7-9-20 047（452）7711
実花 東習志野6-7-2 047（477）8899

袖ケ浦 袖ケ浦2-5-1 047（451）6776
谷津 谷津4-7-10 047（452）1509

新習志野 秋津3-6-3 047（453）3400

▪
開
館
時
間
・
休
館
日

中央
開館時間　午前9時～午後9時
※利用がある場合、午前7時～午後10時開館
休  館  日　年末年始

菊田
開館時間　午前9時～午後9時
※利用がない場合、午後5時で閉館
休  館  日　毎週月曜日、祝日、年末年始

中央・菊田
以外

開館時間　午前9時～午後9時
休  館  日　毎週月曜日、年末年始

公
民
館

講座名 学習内容 定員 日程・時間
（各日程の1回目は説明会を兼ねる）

中
央

育児講座
乳児の健康・育児・遊びについて学び、仲間作りを
する。

【対象】6～12カ月児とその保護者（第１子優先）

親子
10組

2月1日・8日・15日・22日、3月1日・8日
各水曜日
午前10時～11時30分（全6回）

文学講座 「言語学的視点から見る日本語の面白さ」をテーマに、
日本語の特性を文字と音の特徴を例にとって探る。 40人 2月2日・16日　各木曜日

午後2時～4時（全2回）

菊
田 人生百年教養講座 健康ボイトレ！音楽と自己指圧で健康づくり!!

（動きやすい服装・スニーカーでお越しください） 30人

2月3日・10日・17日・24日
各金曜日午後2時～3時30分（全4回）

（3日・17日：ボイストレーニング、
 10日・24日：自己指圧）

実
花

はじめての篆
てん

刻
こく 古代中国から伝わる書体「篆

て ん

書
し ょ

体
た い

」で印を作る。
【費用】700円　【対象】18歳以上 10人 2月4日㈯・11日（土祝）・18日㈯　

午前9時30分～正午（全3回）

地域歴史探訪 
『本市の発展』

講演会　習志野市誕生から68年、本市の歩みから
発展の歴史を語る。

【講師】元習志野市助役（副市長）　冨谷輝夫氏
40人 2月25日㈯午前10時～正午

袖
ケ
浦

大人の教養講座 
「郷土料理を作ろう」

1回目：千葉の房総まつり寿司　2回目：鹿児島のつっ
きゃげ（さつま揚げ）　各地の郷土料理を作ろう。

【費用】全回分2,000円
12人 2月11日（土祝）・23日（木祝）

各日午後1時～4時（全2回）

谷
津

つまみ細工
正方形の小さな布を折り、江戸時代からの伝統工芸、
つまみ細工でおひな様を作る。

【対象】全3回参加可能な人　【費用】全回分1,600円
10人 1月26日、2月2日・9日

各木曜日午前10時～正午（全3回）

たんたんクッキング

子育て中の親を対象とした、短時間で簡単にでき
るおかず・デザートづくり（持ち帰りメニュー）

【対象】乳幼児・小学生の親（2歳～保育あり）
【費用】全回分1,500円
【持ち物】エプロン・三角巾・布巾・台布巾

10人 1月25日、2月8日　各水曜日
午前10時～午後1時（全2回）

よちよち親子ルーム
1歳児を対象に、健康・心理を学ぶ。また、絵本の読
み聞かせ、手遊びなど親子で触れ合う。

【対象】1歳児とその保護者　【費用】全回分200円

親子
10組

2月22日、3月1日・8日　各水曜日
午前10時～11時30分（全3回）

新
習
志
野

歴史講座 
「七福神巡りと

ミニ歴史」
市内の七福神を歴史の話を交え巡る。 15人

1月14日・21日　各土曜日午後2時
集合場所：京成津田沼駅交番前
1月28日㈯午前10時
集合場所：プラッツ習志野カフェ前

（全3回）
30周年記念 

「パレットコンサート
～冬～」

新春と開館30周年を寿
ことほ

ぐ。
1部：打花打火（篠笛、和太鼓）
2部：アンサンブル・フォルテピアノ

50人
1月29日㈰午後1時30分～3時30分

（午後１時開場）
申し込みは1件につき2人まで

人事行政の
運営等の状況
について

「習志野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、職員の任用、勤務条件、給与状況などを公表し
ます。詳しくは市ホームページをご覧ください（12月28日
公表予定）。

人事課問

❶職員採用の状況
令和4年4月1日現在 令和3年度
採用
試験 選考 合計 採用

試験 選考 合計

40人 21人 61人 43人 21人 64人
（注） 選考は、任期付職員および千葉県教職員か

らの転入です。

❷退職者の状況� （令和3年度）

（注） その他は、任期付職員および千葉県教職員
への転出です。

定年
退職

勧奨
退職

死亡
退職

普通
退職 その他 合計

25人 5人 1人 5人 1人 37人

❸職員数� （令和4年4月1日現在）

市長事務部局 行政委員会 教育委員会 消防本部 企業局 合計
1,047人 20人 235人 209人 124人 1,635人

（注）令和2年度よりフルタイムの会計年度任用職員数も含む

❶職員の勤務時間（標準的なもの）� （令和4年4月1日現在）

1週間あたりの勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
38時間45分 8時30分 17時15分 12時から13時まで

❷休暇・休業の状況� （件数などは令和3年1月1日～令和3年12月31日）

休暇の種類 内容など

年次休暇
（有給）

1の年につき20日間付与（前年に未使用日数がある場合は、最大20日
を翌年に繰越。また、年の途中で採用された者は当該年の在職期間に
応じ付与）。
平均取得日数　12.5日（勤務条件調査より）

療養休暇
（有給）

職員が、負傷又は疾病のため療養する必要がある場合に、90日（120日）
を超えない範囲内で療養のため勤務をしないことがやむを得ないと
認められる期間、取得することができる。
承認件数　273件

特別休暇
（有給）

ボランティア休暇（5日）、結婚休暇（7日）、分娩のための休暇（分娩日
の前8週・後9週）、配偶者の出産休暇（3日）、忌引休暇（1～10日）、夏季
休暇（8日）、人間ドック受診のための休暇（2日）等

看護休暇
（無給）

職員が、配偶者等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支
障がある者を看護するため、勤務しないことが相当であると認められ
る場合に、1の年につき180日を超えない期間、取得することができる。
承認件数　4件

組合休暇
（無給）

職員が、任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に
従事する場合に、1の年につき30日を超えない範囲内で取得すること
ができる。
承認件数　0件

育児休業
（無給）

職員が、3歳未満の子を養育するため、その子が3歳に達するまで、育
児休業をすることができる。
承認件数　30件

❶分限処分の状況（令和3年度） ❷懲戒処分の状況（令和3年度）

免職0件 休職29件 停職0件 免職0件

❶管理職員の退職後の再就職状況� （令和3年度末退職者）

公社等外郭団体 その他団体・企業 再任用職員 特別職等 その他（在宅等）合計
5人 2人 9 人 0 人 1 人 17人

※ 営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する事務に関し、離職後２年間、
職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に働きかけることなどを禁止してい
ます。また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した場合は、
離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。

研修区分 受講者数 研修内容

階層別研修 267人 新規採用者、昇格者に対して各階層で必要とされる行政運
営に関する研修を実施

特別研修 682人 政策形成基礎研修、女性職員研修、業務改善研修などを実施

派遣研修 88 人 自治大学校、千葉県自治研修センター、市町村職員中央
研修所等への派遣

職員の研修の状況5 （令和3年度）

職員の人事評価の状況6 （令和3年度）

職員の給与の状況7

区分 内容
評定期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

評定対象者 特別職を除く全職員
評定項目 能力評価、業績評価

❶職員給与費の状況（公営企業等会計を含む全会計決算）

区分 職員数
（A）

給与費 1人当たり
給与費（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

令和3年度 1,634人 5,710,292千円 1,852,694千円 2,372,635千円 9,935,621千円 6,081千円
（注） ◦職員数及び給与費は、派遣職員、再任用短時間勤務職員、パートタイムの会計年度任用職員

を除きます。　◦職員数は、令和3年4月1日現在の人数です。　◦「職員手当」とは、扶養手当・
通勤手当・住居手当等の各種手当（退職手当及び児童手当を除く）をいいます。

❷ラスパイレス指数の状況� （令和3年4月1日現在）

（注） ◦ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指数です。　◦類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイ
レス指数を単純平均したものです。

区分 習志野市 類似団体平均 全国市平均
令和3年 101.7 100.0 98.8

❸職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況
� （令和4年4月1日現在）

区分
一般行政職 平均給与月額

（国ベース）平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
習志野市 315,829円 437,869円 40歳7カ月 384,477円

国 323,711円 405,049円 42歳7カ月 ー

❹職員の初任給の状況� （令和4年4月1日現在）

区分 習志野市 千葉県 国
大学卒 188,700円 188,700円 182,200円
高校卒 154,900円 154,900円 150,600円

❺職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況�（令和4年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
大学卒 269,446円 311,609円 362,025円
高校卒 231,720円 271,880円 ー※

※該当する職員が0～1人のため表示しておりません。

❻職員手当の状況� （令和4年4月1日現在）

区分 習志野市

扶養手当

◦子　10,000円
◦配偶者　（行政職７級以下）6,500円　（行政職８級）3,500円
◦上記以外の扶養親族　 （行政職７級以下）6,500円 

（行政職８級）3,500円
◦16歳から22歳までの子等　1人につき　5,000円加算

住居手当 ◦ 家賃の額に応じ28,000円を限度に支給 
（家賃16,000円を超える場合に限る）

通勤手当
◦電車、バスを利用する場合  定期代相当額を支給（月55,000円以内）
◦乗用車等を使用する場合  使用距離等に応じて2,000円～38,400円を

支給
期末手当
勤勉手当

◦期末手当＝2.4月分（年間）　◦勤勉手当＝1.9月分（年間）
　職制上の段階、職務の級等による加算措置あり

退職手当 ◦47.709月分以内 定年前早期退職特例措置あり（2～30％加算）
地域手当 ◦支給割合　13％（国指定支給割合…15％）

❼特別職の報酬等の状況
（特別職の給料または報酬等は、審議会の答申を受けて条例で定められています）

（令和4年4月1日現在） （令和4年4月1日現在）

（注）「期末手当」については、一般職の職員と
同様の加算措置があります。

区分 給料月額 期末手当
市長 950,000円

6月期 2.15月分
12月期 2.15 月分
計 4.30 月分

副市長 810,000円
教育長 730,000円

企業管理者 720,000円

区分 報酬月額 期末手当
議長 540,000円 6月期 2.15月分

12月期 2.15月分
計 4.30月分

副議長 500,000円
議員 480,000円

職員の任免および職員数に関する状況1

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況2

職員の分限及び懲戒処分の状況3

職員の退職管理の状況4
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 1月 習志野高校男子バレーボール部「春高バレー」に出場
 3月 全国高等学校柔道選手権大会個人81㎏級優勝
  習志野高校柔道部　鎌倉啓太郎さん
 8月 2022カヌースラロームジャパンカップ第5戦優勝
  習志野高校　長洲百香さん
 8月 市内小・中学校が水泳・柔道・体操で全国大会に出場
 9月 柔道JOCジュニアオリンピックカップ男子81Kg級優勝
  習志野高校　伊澤直乙斗さん
 9月 オービックシーガルズホームゲームに合わせて
  社会人アメフトXリーグ「新習志野シリーズ」開幕

 4月 ウクライナカラー

 9月 手話言語の国際デー
  世界アルツハイマーデー

9月 公式ホームページ・公式LINEリニューアル
 4月 シティセールス動画・企業局紹介動画公開
 4月 いじめ相談アプリ導入
 5月 習志野市電子図書館開始
 11月 キャッシュレス決済拡充

6月 （通称）大切な人を守る都市宣言
6月 習志野市パートナーシップ・
 ファミリーシップ制度
6月 ゼロカーボンシティ習志野

 6月 谷津干潟をキレイにしよう！
 9月 総合防災訓練
 10月 習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ2022
 11月 食とくらしの祭典皆さんにとって2022年はどんな1年でしたか？

習志野市でもたくさんのニュースがありました。
主な出来事をご紹介します。

広報課問

年22222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000

今年 出来事の

習志野市PR大使に
鈴川絢子さんが就任！

谷津遊園野球場跡が
日本野球聖地・
名所150選に認定！ 4月

7月

11
月

児童虐待防止月間
女性に対する暴力をなくす運動

10
月

習志野市公式ホームページ  習志野市公式LINE

 3月 第45回全日本アンサンブルコンテストクラリネット四重奏
  習高が金賞を受賞
 10月 全日本吹奏楽コンクール　習高が金賞、四中が銀賞を受賞
10・11月 日本管楽合奏コンテスト全国大会　
 実花小・東習小が最優秀賞、五中が優秀賞を受賞
 11月 日本学校合奏コンクール全国大会
  谷津小・一中が金賞、習高が銀賞を受賞
 11月 全日本マーチングコンテスト　習高・四中が金賞、二中が銀賞を受賞

●男子体操（平行棒）優勝　荻野英之助さん
●柔道81㎏級優勝　伊澤直乙斗さん
●ボクシングライトフライ級優勝　片岡雷斗さん

インターハイで習志野高校が大活躍！8月
全日本小学バンドフェスティバル　大久保小が金賞を受賞11

月
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市役所から

デジタル化に関するアンケート
情報政策課

「行政の手続きやサービスのデジタル化に
関してどのように思うか」をテーマとした
アンケートを行います。ぜひご意見をお聞
かせください。

〈実施期間〉12月15日㈭～1月5日㈭
〈回答方法〉ちば電子申請サービスまたは各

設置場所
〈アンケート設置場所〉情報公開コーナー（市

役所 G
グラウンドフロア

F）、情報政策課（市役所3階）、各公
民館・コミュニティセンター・連絡所、市民プ
ラザ大久保、実籾コミュニティホール

令和5年度償却資産の申告
資産税課

令和5年1月1日時点で、市内に事業用資産
（構築物・機械・備品など）を所有している事

業者は、該当する資産を1月31日㈫までに申
告してください（対象事業所へは関係書類を
送付済みです。届いていない場合はご連絡く
ださい）。

市長・市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会

選挙管理委員会事務局
4月23日㈰執行予定の市長選挙および市議
会議員一般選挙の立候補予定者は必ず出席
してください（代理人可、立候補予定者1人に
つき2人まで）。

2月7日㈫午後2時～
市役所3階大会議室

講座・催し

育脳・ベビーマッサージ教室
プラッツ習志野　☎︎ 047（476）3213

言語発達を促すプチ講座とベビーマッサージ
12月19日㈪午前10時30分～11時30分
プラッツ習志野北館
生後2カ月～歩行前の子どもとその保護者
10人　 2,000円　 バスタオル
窓口　

ななしのプレーパーク
プラッツ習志野　☎︎ 047（476）3213

木登りや穴掘り、木の工作など子どもたちの
「やりたい！」が全力でできる自由な遊び場

12月24日㈯午前10時～正午、午後1時～
3時

プラッツ習志野野球場横
各30人　 着替え

伝統文化お琴・三絃新春コンサート
社会教育課

「習志野お琴・三絃サークル」の子ども達を中
心としたメンバーによる演奏

1月4日㈬午後0時25分～午後0時55分
市役所ハミング階段

1月の正月太り撃退！
ダンベル「ちょいトレ」教室

東習志野コミュ二ティセンター
☎︎ 047（475）9901

軽量のダンベルとセラバンドを使った簡単な
全身トレーニング

1月13日・20日・27日各金曜日午後1時30
分～2時20分（全3回）

おおむね40歳以上
12人　 1回800円
室内シューズ・運動しやすい服装・床に敷

くバスタオル
電話（受付は月曜日・年末年始を除く午前

9時～5時）

シニア向けキャリアデザインセミナー＆
個別相談会

鎌ケ谷市商工振興課
☎︎ 047（445）1240

①多様な働き方や仕事の探し方、応募書類
の書き方などを学ぶセミナー
②個別相談

1月23日㈪①午前10時～正午②午後1時
30分～4時

鎌ケ谷市役所
①おおむね55歳以上（在職・求職中を問わ

ない）②セミナー参加者
①30人②4人
電話（受付は土・日曜日、祝日、年末年始を

除く12月15日㈭～）

中高年のための再就職支援セミナー＆
個別相談会

市川市商工業振興課
☎︎ 047（704）4131

①就職スキルをテーマとしたセミナー
②個別相談

1月26日㈭①午前10時～正午②午後1時
30分～2時、午後2時10分～2時40分、午後
2時50分～3時20分、午後3時30分～4時

市川市勤労福祉センター
おおむね40～65歳（在職・求職中を問わ

ない）
①30人②4人
筆記用具・雇用保険受給資格者証（受給中

の人）
電話（受付は土・日曜日、祝日、年末年始を

除く12月15日㈭～）

みんなで歌おう「プラッツ合唱隊」
プラッツ習志野　☎︎ 047（476）3213

ポップスからゴスペルまで幅広く練習
毎月第1・3土曜日
プラッツ習志野北館
各日19人
1,500円
録音できる物　
窓口

スポーツ

「元気キッズプロジェクト！」親子体操
スポーツ振興協会　☎︎ 047（452）4380

①1月13日②1月27日各金曜日午前9時
45分～10時45分

①東部体育館②袖ケ浦体育館
2歳～未就学児とその保護者
各日10組程度　 1組300円
協会ホームページから送信（受付12月15

日㈭午前10時～各教室2日前午後5時）
http://sposhin.org/

市役所への問い合わせ▶☎047（451）1151㈹
市役所への郵便物▶〒275-8601「習志野市役所○○課」で届きます

お　 らせBOX知 日時 場所・会場 対象者
定員（特に記載のないものは先着順）
費用・料金（特に記載のないものは無料）
持ち物 申し込み 問い合わせ

凡例
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サークルをつくろう！
第3期「にこにこテニス」

 スポーツ振興協会　☎︎047（452）4380
 1月13日・20日・27日各金曜日午前10時

30分～午後0時15分、2月3日㈮午前11時～
午後0時45分（予備日2月10日）※全4回

 実籾テニスコート
 初心者
 12人（新規、市内在住・在勤・在学優先）

※申し込み多数の場合抽選
 各日500円
 テニスシューズ・ラケット（貸し出しあり）
 協会ホームページから送信（受付12月15

日㈭午前10時～27日㈫午後5時）※市外者
の受付は1月4日㈬午後1時～

 http://sposhin.org/

市ソフトテニス冬季（浮動式）大会
 市ソフトテニス連盟

☎︎ 047（452）6521（電話は午後7時以降）
44歳以下、45～54歳、55～64歳、65歳以上

（すべて男女別）
 1月14日㈯午前9時～4時30分（予備日1

月21日）
 秋津テニスコート
 市内在住・在勤・在学の高校生以上、連盟

登録者または連盟招待者
 1人1,000円（高校生500円）
 はがき・FAX またはメール（住所・氏名・

年齢・性別・電話番号・ポジション（前衛・後
衛・どちらでも可）を記入）で〒275-0016
津田沼7-2-23 並木日出俊へ（受付12月27
日㈫必着）

 hidesoft@helen.ocn.ne.jp

のびのびパークゴルフ教室
 スポーツ振興協会　☎︎047（452）4380

クラブ・ボール貸し出しあり
 1月15日㈰午前9時30分～正午
 茜浜パークゴルフ場
 小学生以上の初心者
 12人
 小学生300円、一般500円
 協会ホームページから送信（受付12月15

日㈭午前10時～1月14日㈯午後5時）
 http://sposhin.org/

エクササイズ教室（ゆったりエアロビクス）
 スポーツ振興協会　☎︎047（452）4380

 1月16日・23日・30日、2月6日各月曜日午
前11時～1時（全4回）

 東部体育館
 30人（市内在住優先）※2歳～未就学児保

育あり（定員5人、1人1日250円）
 2,400円　  室内シューズ
 協会ホームページから送信（受付12月15

日㈭午前10時～27日㈫午後5時）※定員に
満たない場合・市外者の受付は1月4日㈬午
後1時～

 http://sposhin.org/

市民駅伝大会
 市陸上競技協会 滝田

☎︎090（9102）6107
小学5年生以上男子・女子、中学生男子・女
子、一般男子・女子（1チーム5人、補欠2人）

 1月29日㈰午前8時15分～
 第七中学校（香澄ロードレースコース）
 小・中学生（1チーム）7,000円、一般（1チー

ム）9,000円（別途手数料）
 申込方法や競技内容は協会ホームページ

参照（受付1月12日㈭午後5時まで）
 http://www1.m.jcnnet.jp/narashino 

rikkyo/

募集

求職者支援訓練受講者（2月生）
 ハローワーク船橋

☎︎047（420）8609（部門コード42#）
〈コース〉基礎分野（パソコン等）、営業・販売・

事務分野、ＩＴ分野、デザイン分野 他
 2月15日㈬～（2～6カ月間）
 県内の教育訓練機関
 ハローワークに求職登録をしている人
 テキスト等の費用
 窓口（受付12月21日㈬～1月26日㈭）

※一定の条件を満たす場合は職業訓練受講
給付金の支給あり、詳しくはお問い合わせ
ください。

S
ス ズ キス ズ キ

uzuki G
ガ ル ピ ッ タ ンガ ル ピ ッ タ ン

arphyttan A
ア ウ ォ ー ドア ウ ォ ー ド

ward
（日鉄SGワイヤ地域社会貢献賞）応募者

 市社会福祉協議会　☎︎047（452）4161
副賞として活動援助資金（団体30万円、個人
10万円）を授与

 市内で積極的にボランティア活動を通じ
て社会貢献活動をしている団体・個人

 所定の申込書（協議会にて配布）を郵送ま
たは持参で〒275-0025秋津3-4-1 市社会
福祉協議会へ（受付1月1日㈰～31日㈫必着、
持参は1月4日㈬～）

相談

精神保健福祉相談
 習志野保健所（習志野健康福祉センター）

☎︎047（475）5152
精神疾患や心の健康について精神科医が応
相談

 ①1月10日㈫②1月16日㈪各日午後2時～
 ①習志野保健所（ 習志野健康福祉 セン

ター）②八千代市障害者福祉センター
 電話

思春期相談
  習志野保健所（習志野健康福祉センター）

☎︎047（475）5153
発達面や思春期に関する悩み等を臨床心理
士が応相談

 1月17日㈫午前9時30分～
 電話

その他

医療従事者の届け出
 習志野保健所（習志野健康福祉センター）

☎︎047（475）5151
次の免許をお持ちの人は就業状況などの届
け出が必要です（就業している人はオンライ
ンでも可）。

〈医師・歯科医師・薬剤師〉未就業者含む
〈保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛

生士・歯科技工士〉県内就業者
〈調査時期〉令和4年12月31日時点
〈届け出用紙配布・提出場所〉

習志野保健所（習志野健康福祉センター）
〈提出期限〉1月16日㈪

詳しくは厚生労働省または県ホームページ
をご覧ください。

市社会福祉協議会の休館
 市社会福祉協議会　☎︎047（452）4161

〈休館日〉12月29日㈭～1月3日㈫
※市民相談（心配ごと相談）も休業

1・2 市民相談市民相談市民相談
月の ●日程が変更となる場合があります。

●各問い合わせ先にご確認の上、お越しください。
●予約は随時受け付けていますが、
　希望する日時の予約が
　取れない場合もあります。
●中止・変更などの状況は市ホーム
ページでも確認できます。

相談名 内容 日程（祝日を除く） 相談時間 場所 予約・問い合わせ

要
予
約

法律相談�
（弁護士）�
※�1つの内容につき�
1回限り

親子・夫婦・相続・借地・借家・債務な
どの法律に関すること

毎週火曜日　 午前10時～正午、
午後1時～4時

市民相談室�
（サンロード
津田沼6階）

市民広聴課
☎︎047（453）7372

毎週金曜日　 午後1時～4時

1月6日㈮、2月3日㈮�
（毎月第1金曜日）　 午後1時～7時

税務相談�
（税理士）

所得税・相続税・贈与税・土地の名義
変更にかかる税金の申告や納税に関
すること（1・２月は混み合います）

1月13日㈮、2月10日㈮�
（毎月第2金曜日）

午前10時～正午、
午後1時～4時

交通事故相談�
（千葉県交通事故
相談員）

損害賠償関係、示談の進め方、自賠
責保険請求の仕方に関すること

1月5日㈭、2月2日㈭�
（毎月第1木曜日）

午前10時～正午、
午後1時～3時

防犯安全課 
☎︎047（453）9304 
※ 相談日の2日前 

までに要予約

女性の生き方相談�
（カウンセラー）

家族関係や夫婦問題、職場の人間関
係など自分自身の生き方に関するこ
と

1月10日㈫・19日㈭・20日㈮・
24日㈫、2月14日㈫・
16日㈭・17日㈮・28日㈫�
（毎月第2・4火曜日、
第3木・金曜日）

午前9時～
11時40分、
午後0時30分～
4時10分

男女共同参画
センター�
☎︎047（453）9307

1月6日㈮、2月3日㈮�
（毎月第1金曜日）

午後1時30分～
3時10分、
午後4時～7時40分

障がいのある人の
就労相談�
（就業支援ワーカー）

就労を希望する障がいのある人や、
そのご家族からの就職活動、就職後
の悩み等に関すること

1月12日㈭・26日㈭、�
2月9日㈭・16日㈭�
（原則毎月第2・4木曜日）

午前9時～正午

障害者就業・ 
生活支援センター
あかね園 
☎︎047（452）2718

相談名 内容 日程（祝日を除く） 受付時間 場所 問い合わせ

予
約
不
要

行政相談�
（行政相談委員）

医療保険・年金・道路・社会福祉・雇
用など、国・県・独立行政法人などに
対する意見や要望に関すること

1月27日㈮、2月24日㈮�
（毎月第4金曜日）　 午後1時～3時30分

市民相談室�
（サンロード
津田沼6階）

市民広聴課�
☎︎047（453）7372

くらしの手続き相談�
（行政書士）

相続・遺言・離婚・交通事故・在留・帰
化・NPO・各種営業許認可など官公
署に提出する書類の作成、その他権
利義務・事実証明に関する書類の作
成、法律手続全般に関すること

1月6日㈮、2月3日㈮�
（毎月第1金曜日）　 午後1時～3時30分

不動産相談�
（宅建協会相談員）

土地・建物の売買、借地・借家などに
関すること

1月20日㈮、2月17日㈮�
（毎月第3金曜日） 午後1時～3時30分

登記・測量・境界相談�
（司法書士・
土地家屋調査士）

相続・贈与など不動産の登記全般に
関すること

1月11日㈬、2月8日㈬�
（毎月第2水曜日） 午後1時～2時30分

登記・後見・債務相談�
（司法書士）

相続・贈与など不動産の登記全般、成
年後見制度、多重債務問題に関する
こと

1月5日㈭、2月2日㈭�
（毎月第1木曜日）

午前10時～正午、
午後1時～2時30分

住宅相談�
（建築士）

住宅の増改築や修繕、構造に関する
こと

1月6日㈮、2月3日㈮�
（毎月第1金曜日）

午後4時30分～
6時30分

住宅課�
☎︎047（453）9296

年金相談�
（社会保険労務士） 国民年金・厚生年金に関すること 1月11日㈬、2月8日㈬�

（毎月第2水曜日） 午後1時～3時30分 国保年金課�
☎︎047（453）9352

人権相談�
（人権擁護委員） 人権侵害・悩みごと等に関すること 1月17日㈫、2月21日㈫�

（毎月第3火曜日） 午後1時～2時30分 社会福祉課�
☎︎047（453）7375

心配ごと相談�
（心配ごと相談員）

家庭内その他の心配ごとに関するこ
と

毎週月～木曜日

午後1時～3時30分

社会福祉協議会�
☎︎047（452）4161�
�
相談専用電話�
（第2土曜日のみ）�
☎︎047（451）9494

1月14日㈯�
（毎月第2土曜日）

◦ 総合福祉センター 
2階相談室
◦ 東習志野コミュニ

ティセンター 
3階講義室A

消費生活相談�
（消費生活相談員）

消費生活における商品やサービスの
苦情・問い合わせ、情報の提供、契約
をめぐるトラブル、クーリング・オフ等
に関すること

毎週月～金曜日　
午前9時30分～
午後4時

消費生活センター�
（サンロード�
津田沼4階）

消費生活センター 
☎︎047（451）6999 
※ 土曜日の来所は 

要予約
1月14日㈯�
（毎月第2土曜日）
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犯罪などの被害に遭ったことを打ち明けられず、悩んでいませんか？
犯罪や交通事故の被害者やその遺族・家族のため、被害の相談や精
神的悩み等の相談を行っています。

防犯安全課問

　糖尿病（２型）とは、インスリンというホ
ルモンの作用や量が不足することで、慢性
的に血糖値（血液中のブドウ糖濃度）が上
昇する病気です。バランスの悪い食事や運
動不足、肥満などが原因です。

健康支援課では、保健師・管理
栄養士・歯科衛生士による健
康相談を実施しています。いつ
でもご相談ください！

HbA1cは、過去1～2カ月間の平均的な血糖値を反映する値で、
糖尿病の指標です。血中のブドウ糖が多いほど、高くなります。

さらに悪化すると…

糖尿病性腎症➡透析

糖尿病性網膜症
➡失明

糖尿病性神
経障害

➡壊疽・切断
え    そ

健康支援課問

5.6～6.4 糖尿病予備軍 生活習慣の見直しが必要です
5.5以下 正常域 よい生活習慣を続けてください

6.5以上 糖尿病域 医師の診断を受けましょう

カチ

カチ

コチ

コチ

動脈硬化が進み、さまざまな合併症
を発症するリスクが高まります。

高血糖の状態が長く続くと
血管がダメージを受けます。

知ってい
ますか？

糖尿病の危険性

HbA1c 健診の
結果

血糖値？

ヘモグロビン    エー   ワン  シー

健診を受けたら をチェック！

ヘモグロビン  エー ワン シー

HbA1c

あなたの

広報習志野 2022.12.15 習志野市役所 ☎︎047（451）1151㈹

寄附禁止！三ない運動で明るい選挙

　三ない運動とは、政治家の寄附などについて「贈ら
ない、求めない、受け取らない」というルールを守り、
公平公正な明るい選挙を実現しようという運動です。
　冠婚葬祭や行事などでは気を付けてください。

選挙管理委員会事務局問

贈らない！
花輪、香典　寄附になる
政治家は有権者に
寄附を贈ってはいけません。

求めない！
お歳暮、中元　お断り
有権者は政治家に
寄附を求めてはいけません。

受け取らない！
お見舞い、差し入れ　気を付けて
政治家から有権者への
寄附は受け取ってはいけません。

相談 内容 問い合わせ先 受付時間
くらしの安全相談・

犯罪被害者などの相談
犯罪防止など生活安全に関
する相談・要望など 防犯安全課 午前8時30分～午後5時

（土・日曜、祝日を除く）

交通事故相談

千葉県交通事故相談員によ
る、損害賠償関係・示談の進
め方・自賠責保険請求の仕
方・心のケアなど

防犯安全課（相談日の2日前までに要予約） 午前8時30分～午後5時
（土・日曜、祝日を除く）

【相談（面接相談のみ）】
第1木曜日午前10時～正午、午後1時～3時（4月を除く）
※第1木曜日が祝日の場合は翌木曜日

相談サポートコーナー 各種犯罪や事故の被害者相
談、警察全般に関すること

千葉県警察
☎︎043（227）9110または#9110

午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜、祝日を除く）

性犯罪110番 性犯罪被害者の困りごと・悩
みごと

千葉県警察
☎︎0120（01）8103または#8103 24時間

女性相談所 電車内の痴漢被害などの届
け出や相談

千葉県警察
☎︎0120（048）224 24時間

少年センター
ヤング・テレフォン

少年に関する非行・家庭内暴
力・犯罪被害・交友関係など

千葉県警察
☎︎0120（783）497

午前9時～午後5時
（土・日曜、祝日を除く）

暴力団相談 暴力団による被害のこと 公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議
☎︎0120-089354

午前9時～午後4時
（土・日曜、祝日を除く）

警察署、交番でも各種相談を受け付けています。詳しくは最寄りの警察署、交番などにお問い合わせください。

高齢者等実態調査にご協力ください

　高齢者への保健福祉や介護
サービス充実のためのアンケー
ト調査です。
　対象の方へ調査票を送付しま
すので、同封の封筒でご返送く
ださい。

12月15日㈭～1月10日㈫アンケート期間

アンケート対象者 送付人数

一般高齢者（65歳以上） 1,500人
（無作為抽出）

介護予防・
生活支援サービス事業対象者

1,500人
（無作為抽出）

在宅要介護認定者 1,500人
（無作為抽出）

一般若年者
（40歳以上64歳以下）

1,500人
（無作為抽出）

介護保険施設入所者 約850人
（全員）

介護サービス提供事業者 約130者
（全事業者）

高齢者支援課問

1.一般採用試験
職種 採用予定者数 区分・資格等

土木技術職 4名程度
大学卒業程度　昭和62年4月2日以降生まれ
短大卒業程度　平成6年4月2日以降生まれ
高校卒業程度　平成8年4月2日以降生まれ

化学技術職 数名程度 昭和62年4月2日以降生まれ
保健師 3名程度 保健師の資格を有する者　昭和62年4月2日以降生まれ
看護師 数名程度 看護師の資格を有する者　昭和62年4月2日以降生まれ
言語聴覚士 数名程度 言語聴覚士の免許を有する者　昭和62年4月2日以降生まれ
保育士・
幼稚園教諭 4名程度 保育士資格及び幼稚園教諭免許の両取得者　

昭和62年4月2日以降生まれ

消防職 9名程度
大学卒業程度　 平成7年4月2日以降生まれ
短大卒業程度　 平成9年4月2日以降生まれ
高校卒業程度　 平成11年4月2日以降生まれ

2.民間企業等職務経験者採用試験
職種 採用予定者数 区分・資格等

土木技術職

各数名
程度

昭和38年4月2日以降生まれ　民間企業等の職務経験を令
和4年12月1日現在で5年以上有する者化学技術職

言語聴覚士
昭和38年4月2日以降生まれ
言語聴覚士の免許を有する者　民間企業等の職務経験を
令和4年12月1日現在で5年以上有する者

保育士・
幼稚園教諭

昭和38年4月2日以降生まれ
保育士資格及び幼稚園教諭免許の両取得者　民間企業等
の職務経験を令和4年12月1日現在で5年以上有する者

※ 左記表の資格は卒業見込み、また、保健師、
看護師、言語聴覚士、保育士・幼稚園教諭
は免許・資格の取得見込みを含みます。

インターネットによる受付:
12月21日㈬午後5時まで
※郵送、持参による受付は行いません。

受験申込書の受付

●市役所総合案内（市役所 G
グラウンドフロア

F・1階）
●人事課（市役所3階）
● JR津田沼駅南口連絡所
※市ホームページにも掲載しています。

受験案内配布場所

職員採用試験方式が変わります ! 詳し
くは市ホームページおよび受験案内を
ご覧ください。
●教養試験・事務能力診断検査:

1月5日㈭～1月15日㈰
（全職種共通）※テストセンター方式

にて各個人で会場を選択し受験
●専門試験:1月8日㈰（専門職のみ）

試験日程

市 職 員 募 集 習志野市では次の職員を募集してい
ます。受験資格などの詳細は受験案
内をご覧ください。 人事課問

令和5年4月
採用予定
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習志野文化ホール 主な催し物月1
日 曜 催し物 開演

時間 入場方法

6 金

〈令和5年
新春賀詞交歓会〉
式典・パイプオルガン
コンサート

13:30 全席自由
無料

9 月
祝

令和5年
二十歳の門出式 10:30 対象者のみ

13 金 橋幸夫コンサート 13:00
全席指定
プレミアム席:8,000円
SS席:6,800円

14 土

令和4年度習志野文化
ホール自主文化事業
バックステージツアー
普段見ることのできな
い舞台裏を探検!

10:30
14:00

小学生以上:500円
(12月16日㈮までに
要申し込み)

15 日
千葉フィルハーモニー
管弦楽団
第68回演奏会

13:30 全席指定
1,000円

29 日 ちば室内管弦楽団
第54回演奏会 14:00

S 席（指定）:2,000円
A席（自由）:1,500円
大学生以下（自由):1,000円
※ 障害者手帳をお持ちの人と

同伴者（1人）各500円引き

《年末年始の休館日》12月29日㈭～1月3日㈫《1月の休館日》10日㈫・23日㈪

※各催し物の詳細は、主催者にお問い合わせください。
※ 車椅子で来館のお客様、足の不自由なお客様は習志野文化ホールまでご連絡

ください。

【習志野文化ホール事業 ～たくさんのご縁に 感謝を込めて～】
県民芸術劇場公演
名曲で飾る習志野の響き パイプオルガン＆アリアと合唱
3月26日㈰14：00開演（13:15開場）

〔出演〕 指揮:山下一史　管弦楽:千葉交響楽団
合唱:習志野文化ホール楽友合唱団　他

〔全席指定〕S席3,500円　A席3,000円（未就学児入場不可）

習志野文化ホール　☎047（479）1212　 047（476）0941
〒275差0026�谷津1差16差1　http://narabunh.jp/

好評
発売中

犯罪（刑法犯）
令和4年

累計
前年同月比

増減
総 数 762件 △ 7件
空 き 巣 13件 △ 1件
自 動 車 盗 6件 2件
オートバイ盗 10件 △ 2件
自 転 車 盗 250件 74件
ひったくり 2件 2件
万 引 き 99件 △ 66件
電話 de 詐欺 52件 24件
そ の 他 330件 △ 40件

交通事故

10月 前月比
増減

令和4年
累計

前年同月比
増減

事故総数 14件 0件 165件 19件
負 傷 者 15人 0人 189人 14人
死 者 0人 0人 1人 0人

習志野市内の犯罪と交通事故の発生状況
令和4年10月末現在（速報値） 習志野警察署調べ

自転車の盗難が刑法犯の3割を占めてい
ます。自転車を離れる時は、必ず鍵を2つ

（ツーロック）しましょう。また、電動アシ
スト自転車は、その都度バッテリーを外し
て自宅で保管しましょう。

習志野警察署 ☎︎047（474）0110問

国保年金課問

令和４年分確定申告などに使用する
証明書などを発送します

　令和4年分「国民健康保険料納付済額」「後期高齢者
医療保険料納付済額」のお知らせは、令和5年1月下旬
に発送予定です。

国民健康保険・後期高齢者医療

医療費通知を以下のとおり発送します。
●令和4年1月～10月診療分 令和5年1月下旬発送
●令和4年11月・12月診療分 令和5年3月下旬発送

　令和４年分「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」は、日本年金機構から11月上旬に送付済みです。
※ 10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付した人

には、令和5年2月上旬に送付されます。

よくある質問
Q. 医療費控除の申告に医療費通知を添付したいが、通

知に記載されていない医療費がある場合は？
A. 領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、

申告書に添付してください。
Q. 公費負担医療や療養費、高額療養費などの支給によ

り実際に負担した金額と、医療費通知に記載された
自己負担額が異なる場合は？

A.ご自身で金額を訂正し、申告してください。

医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い
合わせください。
●千葉西税務署　☎︎043（274）2111

控除証明書の再発行は、ねんきん加入者ダイヤルに
直接お問い合わせください。
●ねんきん加入者ダイヤル　☎︎0570（003）004
●幕張年金事務所　☎︎043（212）8621

国民健康保険

国民年金

地域で監視！不法投棄は犯罪です！

　不法投棄は、地域の景観や生活環境に悪影響を与
える重大な犯罪です。
　不法投棄をされにく
い環境づくりのため、普
段から地域全体で協力
して見回りや監視を行
い、「きれいなまち習志
野」を目指しましょう。
　不法投棄者は、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲
役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科
せられます。

クリーンセンタークリーン推進課　☎︎047（453）5577問

市・県民税（個人住民税）に関する主な税制改正 市民税課問

■住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の延長

■市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

令和5年度から適用される主な改正事項は次のとおりです。

●住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、住宅の取得等をして令和7年12月31日までに入居した人が対象と
なります。
●所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を、控除限度額の範囲内

で翌年度分の個人住民税から控除する措置が見直されました。
消費税引上げにおける需要変動平準化対策が終了したことから、個人住民税における控除限度額は従前の5％（最
高97,500円）となります。

　民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日（賦課期日）時点で18歳または19歳の人は、市・県民
税の課税・非課税の判定における未成年者※にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税になります。

所得税の住宅ローン控除については千葉西税務署へお問い合わせください。 千葉西税務署　☎︎043(274)2111

A=所得税における課税総所得金額等（課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額）
※1　住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8％または10％の場合に限る
※2　 令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10％かつ一定期間内に住宅の取得

等の契約を締結した場合には②の控除限度額が適用
※3　令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外

個人住民税における控除限度額
① ② ③

入居した年月 平成21年1月～26年3月 平成26年4月～令和3年12月 令和4年1月～令和7年12月
控除限度額 A×5％（最高97,500円） A×7％（最高136,500円）※1 A×5％（最高97,500円）※2・※3

「少年の日」啓発ポスター・
青少年健全育成標語を展示します

今年度の標語のテーマ
「大切にしたいこと」

毎月第3土曜日は「少年の日」
青少年の健全育成に対する県民の理解
を深め、青少年が社会の一員としての
自覚を高めるために定められています。

展示内容
● 「少年の日」啓発ポスター

約260点（市内小学生作製）※小学4年生以上
● 青少年健全育成標語

6点（市内小・中学生考案）※小学5年生以上

日　時
1月15日㈰  午後2時～4時
1月16日㈪～20日㈮  各日午前8時30分～午後5時
1月21日㈯  午前10時～午後4時

会　場
市役所1階展示スペース・G

　  グラウンドフロア

F 市民協働スペース

青少年センター問

※市内で定期的に活動している、
またはする予定のサークル等が
掲載できるコーナーです。
※市民の皆さんの依頼に基づき掲載してお
り、内容についての責任は負いかねます。

　　　日時　 場所・会場　定員（特に記載のないものは先着順）
対象者　費用・料金（特に記載のないものは無料）　持ち物
申し込み　問い合わせ

凡例 日
対 ￥ 持
申 問

所 定

8416 おいでください

■合気道体験
  12月17日・24日各土曜日
午後7時～9時
第四中学校
合気道習志野道場 島田

☎︎ 070（2794）8450
■〈公開対話〉あなたが気に
なるランキングは？

  12月24日㈯
午後1時30分～3時30分

（予約不要）
谷津公民館
200円（学生無料）
習志野シニアクラブ 仲野

☎︎ 090（4613）9851

■実籾歌声くらぶ
昭和歌謡をみんなで歌う

  12月25日㈰
午後1時～2時30分

（要事前連絡）
東習志野コミュニティ

センター
300円
大久保ひみつきち 多田

☎︎ 070（8305）8472
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オミクロン株対応ワクチン接種 実施中

最終接種から3カ月以上経過後、接種可能です。
※2回接種していない人は、従来株対応ワクチンの接種です。

接種対象は、12歳以上です
最新情報は、

市ホームページで
ご確認ください。

習志野市　コロナワクチン 検索

市ホーム
ページへ

習志野市
広報課 ☎047（451）1151㈹

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

047（453）9313

広報習志野は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用し、廃液を出さないCTP印刷です毎月２回 １日・15 日発行

昨今の情勢により、イベントの中止・変更、施設の休止や開館時間の変更がある場合がありますので
ご確認ください。

お断り

総人口… 175,072人 （175,565人）
男……… 87,037人 （87,370人）
女………  88,035人 （88,195人）
世帯数… 83,209世帯（82,810世帯）

（ 　　）内は
R3.11.1時点

※住民基本台帳
に基づく

市の人口
R4.11.1時点

詳しくは、
市ホームページを
ご覧ください▶

①購入同意書(市ホームページからダウンロード可、
　または協力薬局で配布)
②習志野市在住であることが確認できる本人確認書類

必要書類

対　象 購入日時点で習志野市に住民登録のある人

期　間 12月31日㈯まで

検査キットは、厚生労働省が承認した
キットに限ります（研究用は対象外）。
１キットあたり700円を助成します
（1人1キットまで）。
※販売価格（税込み）から700円を差し引いた
額で購入できます。

購入場所 市内約45の協力薬局(市ホームページに一覧を掲載)
※薬局によって在庫がない場合があります。
各協力薬局へお問い合わせください。

協力薬局を
確認する

11 22 33 44購
入
の
流
れ

必要書類を
協力薬局に
持参する

薬剤師から、
抗原検査キットの
説明などを受ける

販売価格から
700円を差し引いた
額で購入する

協力薬局を
確認する

1 2 3 4購
入
の
流
れ

必要書類を
協力薬局に
持参する

薬剤師から、
抗原検査キットの
説明などを受ける

販売価格から
700円を差し引いた
額で購入する

●助成事業に関すること…
　市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局（健康支援課）
●抗原検査キットの使用方法などに関すること…各協力薬局

問い合わせ

新型コロナウイルス

購入費用の一部を

助成します！

抗原検査キットの

体調不良時に自宅などでセルフチェック
できるよう、購入費用を助成します。感染
拡大に備え、抗原検査キットをあらかじ
め備蓄しましょう。
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