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世帯　 296,850（36増）
面積　 85.62㎢

人口　 645,757人（322人減）
　男　 319,464人
　女　 326,293人 （令和4年10月1日現在の常住人口。増減は前月比）

市内の商店会の歳末売り出し＆イベント情報は2面をご覧ください
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市ホームページは左コードから。
コードの読み取り方を知りたい人は
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船橋市二次元コード 検索

場所（商店会） 点灯日時　　※時間は変更となる場合があります

JR船橋駅周辺
（アイラブふなばし実行委員会） 11/27㈰～12/25㈰／17:00～23:00

本町通り
（船橋市本町通り商店街振興組合）11/19㈯～1/9㈷／16:30～22:00

フェイスビル2階自由通路
（船橋FACE商店会） ～12/25㈰／18:00～23:00

JR西船橋駅北口ロータリー
（西船橋商店会） ～1/15㈰／16:00～25:00

JR下総中山駅北口ロータリー
（中山商店会） 11/30㈬～1/25㈬／夜間自動点灯・消灯

JR津田沼駅北口周辺
（船橋市前原商店会）

12/4㈰～1/29㈰／17:00～23:00
※�12/2㈮、3㈯は津田沼パルコ壁面でプロジェクション�
マッピングを実施（2面参照）

松が丘バス通り商店街
（同商店会） 11/26㈯～1/10㈫／17:00～21:00

北習志野駅東口アーケード内
（習志野台商店街振興組合） 11月中旬～2月上旬／17:00～21:00

芝山団地商店街
（同商店会） 12/8㈭~18㈰／16：30～18:30

　市内各所の商店会では、これから冬に　市内各所の商店会では、これから冬に
向けてイルミネーションが輝きを放ち向けてイルミネーションが輝きを放ち
ます。また、お得で楽しい歳末セールやます。また、お得で楽しい歳末セールや
イベントなどを実施しますので、地元のイベントなどを実施しますので、地元の
商店会でのお買い物とともにお楽しみ商店会でのお買い物とともにお楽しみ
ください。ください。
▪開催時期や内容については、新型コロ▪開催時期や内容については、新型コロ
ナウイルスの影響等により変更する場ナウイルスの影響等により変更する場
合があります。最新情報はお問い合わ合があります。最新情報はお問い合わ
せいただくか、市ホームページ（右コーせいただくか、市ホームページ（右コー
ド）をご覧ください。ド）をご覧ください。

まちまちをを明明るくるく照照らすらす
光光のの結晶結晶

問商工振興課☎436-2472商工振興課☎436-2472

市内商店会の市内商店会の
　イルミネーション　イルミネーション

JR西船橋駅北口ロー
タリー

JR船橋駅周
辺

本町通り

松が丘バス通り商
店街

JR下総中山駅北口ロー
タリー



①②国保年金課☎436-2395
③介護保険課☎436-2303①国民健康保険料（第6期） ②後期高齢者医療保険料（第5期） ③介護保険料（第6期）の納期限は11月30日㈬です 問

問広報課☎436-2014

市広報番組 ふなばしCITYNEWS

ふなばしの”現
い

在
ま

”をお届け

放送中

J:COMチャンネル（地デジ11ch）テレビ

※上記内容は11月30日㈬まで
広報課公式YouTubeチャン
ネルでも配信中！（バック
ナンバーあり）

船橋市  YouTubeYouTube 検索

正午〜午後0時15分毎日

市船生が地元事業者のEC化をサポート！
～出店までの舞台裏に密着～
　市立船橋高校商業科2年生が、販路 
を開拓したい市内事業者のEC（イン
ターネット販売）を支援しています。
これは「メルカリShops」を活用した
教育連携事業として今年5月より始
まったもの。

　今回の放送では、新たに出品する事業者との販売戦略づくりに密着。
店舗見学や事業者へのプレゼンテーションの様子を、生徒たちの声など
を交えて紹介します。

問同実行委員会事務局（文化課内）☎436-2894

「「千人の音楽祭千人の音楽祭」」の観覧者を募集の観覧者を募集
3年ぶりの有観客開催

　今回で30回目を迎える船橋最大級
の音楽イベント「千人の音楽祭」。3年
ぶりの有観客開催となる同イベントの
観覧者を募集します。世代や音楽ジャ
ンルの垣根を越えた大迫力の演奏を間
近に楽しむ絶好の機会ですので、ぜひ
ご来場ください。

〈日時〉5年2月5日㈰午後2時～　〈会
場〉船橋アリーナ　〈内容〉千葉交響楽
団、市内小・中・高校生、市内音楽団体、
公募の皆さんによる演奏（吹奏楽、管 
弦楽、合唱等）　〈定員〉2000人（多数
は抽選）　〈費用〉無料　〈申込み〉12月
15日㈭（必着）までに、往復はがき（1人

1枚まで）に住所・氏名・電話番号・観覧
希望人数（2人まで）を書いて、同実行
委員会事務局（文化課内・〒273-8501
※住所不要）へ
▪詳しくはお問い合わせい
ただくか、市ホームページ

（右コード）をご覧ください。

商店会 内容 期間

船橋FACE
商店会

イルミネーションを撮影し、スマホで応募すると、
商店会のホームページや、フェイスビルのデジタ
ルサイネージに掲示されます。応募者には抽選で
フェイスビルで使える商品券をプレゼント！

～12月25日㈰

アイラブふなばし 
実行委員会

期間中に参加店で2000円お買い上げごとに、
景品が当たる三角くじが引けます！※くじが
無くなり次第終了

11月18日㈮～

ひがふな
SHOW展街

【第8回ひがふなフェスタ2022】3年ぶりに参加
型イベントとして開催！地元の皆さんによる演
奏やダンスのステージ、消防エリア、縁日エリ
ア、駅前写真展などで東船橋を盛り上げます！

11月20日㈰

高根木戸商店会
買い物200円ごとに1枚もらえる補助券を10
枚集めると、景品が当たる三角くじが引けま
す！※抽選会は12月10日㈯、11日㈰

12月1日㈭～
11日㈰

船橋市本町通り
商店街振興組合

ダポちゃんポイントを50ポイント集めるか、
買い物2500円ごとに1枚もらえる福引券で、
旅行券などが当たる福引ができます！※福引
は12月1日㈭から16日㈮まで。㈬を除く

12月1日㈭～
15日㈭

同商店街内の異なる5店舗に掲示されているク
イズを解いて応募用紙を商店街事務所に持参
すると、参加賞をプレゼント！さらに、抽選で
景品も当たります。

12月18日㈰～
25日㈰

北部地区商店会
連絡協議会（★）

一定の金額以上でもらえるスクラッチカード
で当たりが出ると景品と交換できます。

（★）二和向台・三咲中通り・咲が丘南部商店会
12月1日㈭～
25日㈰

高根台プラザ
買い物をすると商店街で利用できる買い物券
などが当たる三角くじを実施！※くじが無く
なり次第終了

12月3日㈯
~10日㈯

松が丘バス通り
商店会

各参加店舗にて、一定の金額以上で引ける三
角くじまつりを実施！※売り出し方法やくじを
1回引く金額は店舗により異なります

12月3日㈯～
11日㈰

商店会のスタンプ（松スタンプ）を集めて引ける 
ガラポン抽選会をリリィ電化横広場で開催！

12月10日㈯、
11日㈰

芝山団地商店会 商店会の各店舗が100円の商品・サービス等を
用意して、商店会を楽しめるイベントを開催！ 12月4日㈰

高根公団南口
商店会

買い物をすると、商品券が当たる三角くじが
引けます。※くじが無くなり次第終了 12月4日㈰～

海神商店会 買い物500円ごとに1枚もらえる補助券を4枚
集めると景品が当たる福引を実施！ 

12月5日㈪～
18日㈰

習志野台商店街
振興組合

各参加店舗にて、一定の金額以上で引ける三
角くじを実施！※くじを1回引く金額は店舗に
より異なります

12月初旬
～中旬

お得お得でで楽しい楽しい
歳末売り出し歳末売り出し＆＆イベントイベント

年 末 の お 買 い 物 は 船 橋 で ！

　津田沼駅周辺の商店会・大型店・鉄道事業
者などが手を組み“A

オ ー ル

LL津田沼”として、来年2月に閉店を迎える津田沼パ
ルコの壁面にプロジェクションマッピングを投影し、見応えある
オリジナル映像と音楽で津田沼の夜を彩ります。観覧エリア等の
詳細は、同商店会ホームページ（右コード）でご確認ください。

〈日時〉12月2日㈮午後6時～9時、3日㈯午後5時～9時※15分おきに上映

津田沼パルコで
プロジェクションマッピング

船橋市前原商店会 最初で最後！

　12月17日㈯、18日㈰に「船橋市民
デー」が開催され、市民を無料招待 
するとともに、市の特設ブースも設
置します。船橋の魅力を満喫できる
この機会に、千葉ジェッツふなばし
を応援しましょう！

〈試合日時〉12月17日、18日午後3時
5分～／対茨城ロボッツ　〈会場〉船
橋アリーナ　〈対象〉市内在住・在勤・
在学の人　〈定員〉各1000人（多数は
抽選）※抽選結果は11月30日㈬に

メールでお知らせします 
〈申込み〉11月27日㈰まで
に、オンライン（右コード）
から申し込み

【特設ブース】  〈時間〉各日午後1時～ 
〈内容〉「船橋セレクション認証品」
の販売・PR、「ふなロケ事業」のPR、 
JA市川による農産物販売会、クボタ
スピアーズによるPR（17日のみ）、
ボッチャ体験、ジェッツ×船橋市の
コラボガチャ設置

問政策企画課☎436-2932

〈請願・陳情〉11月17日㈭午後5時ま
でに受理されたものが審議されます。

〈傍聴〉本会議は、所定の手続きを行
い、傍聴できます。委員会は、委員長の
許可を得て、傍聴できます。なお、委員
会は新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、許可しない場合がありま
す。※受付時間・傍聴可能人数等、詳
しくは、議会事務局にお問い合わせく
ださい　〈託児ルーム･手話通訳の利

用〉傍聴の際、1歳から就学前までの児
童は、託児ルームを利用できます。ま
た、聴覚に障害のある人には手話通訳
者を配置します（いずれも、利用日の7
日前までに要予約）。
▪船橋市議会ホームページ（下コー
ド）で、本会議および委員
会の生中継・録画放送を
するほか、審議日程など
をお知らせしています。

　4年第4回市議会定例会は、11月18日㈮から開かれる予定です。会期や
審議日程などは、11月15日㈫の議会運営委員会で決定されます。

問議会事務局☎436-3022 FAX 436-3013
市議会定例会4年第4回

千葉ジェッツふなばし「船橋市民デー」を開催
試合観戦の無料招待、市特設ブースも！
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※新型コロナウイルスの影響等により内容が変更となる場合があります

問社会教育課☎436-2895
　（一社）ふなばしリカレント教育協会と市が協力して、5年2月に「自主夜間
中学校」の開校を目指しています。自主夜間中学校とは、現役児童生徒から高
齢者まで、さらには国籍を問わず、さまざまな事情や社会の変化等で学びの
機会を失ってしまった人に向けた“誰もが学びを受けられる場”のことです。
　今回、同校では、一人一人の違いを尊重し、共に学び合える講師を募集しま
す。12月15日㈭に説明会を行いますので、教えることが好きな人、自身の学
びを活

い

かしたい人など、まずは説明会に参加してみませんか。
〈日時〉12月15日㈭午後7時～9時
〈会場〉浜町公民館
〈内容〉自主夜間中学校のDVD「こんばんはⅡ」の上映会をとお
して、同学校についての説明を行います

〈申込み〉事前に同協会ホームページの申し込みフォーム（右
コード）からオンライン申請

自主夜間中学校の講師を募集
誰もが学びを受けられる場を目指して



物価高騰から市民生活を守るための各種支援策

問給付金コールセンター☎0120-777-136

非課税世帯等に
5万円を給付

市内事業者向け

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
給付金

エネルギー料金高騰対策助成金

　4年度住民税均等割が非課税の世
帯に対して、1世帯当たり5万円を給
付します。対象となる可能性のある
世帯に対しては、順次書類を送付し
ています。また、4年1月から12月
までに予期せず家計が急変し、4年
度住民税均等割が非課税である世
帯と同様の事情にあると認められ
る世帯も対象となりますが、申請が

必要です。申請やお問い合わせは、
上記のコールセンターへご連絡く
ださい。

〈提出期限〉5年1月31日㈫
▪同給付金は1世帯1回限り。
▪詳しくはお問い合わせいただく
か、市 ホ ー ム ペ ー ジ 

（右コード）をご覧くだ
さい。 

　市では原油価格や物価高騰の影
響を受ける市内中小企業・個人事業 
者を支援するため、4～9月分の電気・
ガス料の利用総額に応じて、最大60
万円を交付します。

〈対象〉4～9月分の電気・ガス料の利
用総額が30万円以上の市内中小企
業・個人事業者※福祉事業所・市場

内事業所は3万円以上から対象
〈申請期限〉5年2月28日㈫
▪助成額・申請方法・その他要件等
について、詳しくはお問い合わせ
いただくか、市ホーム
ページ（右コード）をご
覧ください。

まもなく申請期限

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
　4年度住民税均等割が非課税の世帯に送付している申請書類の提出期限
は11月30日㈬です。受給を希望する人は、期限までに必要書類を提出して
ください。申請書等の再発行やお問い合わせは、コールセンターへご連絡く
ださい。
▪既に同給付金を受け取っている世帯については、対象外。
▪詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページ（右コー
ド）をご覧ください。

問給付金コールセンター☎0120-777-136

問商工振興課☎436-2472

市独自けんこうメモ

　日頃、どのような歯みがき剤を
使用していますか。
　治療した歯（かぶせ物・詰め物）
や、歯茎が下がって歯の根元が露
出している部分は、むし歯になり
やすくなっています。そんな人には
フッ化物濃度1000～1500ppmの
高濃度フッ化物配合歯みがき剤が
おすすめです。
　歯みがき後も高濃度のフッ化物
が口の中に長い時間とどまるこ
とで、フッ化物の働きが強化され、
より効果的にむし歯予防ができま
すので、うがいは1回程度にしま
しょう。また、歯みがき剤を選ぶ際
は、「高濃度フッ素」などの表記に
注目して選んでみましょう。

フッ化物の働きとは
⃝ 歯の再石灰化の促進（歯から溶け出

したカルシウム・リンの再沈着を促
進する）

⃝ 歯質の強化（酸に溶けにくい強い性
質にする）

⃝ 酸の産生抑制（むし歯菌の働きを抑
え、酸を作りにくくする） など

高濃度フッ化物配合歯みがき剤で
大人のむし歯予防！

問各保健センター
中央☎423-2111 東部☎466-1383
北部☎449-7600 西部☎047-302-2626 　

　お子さんの場合は年齢によって歯
みがき剤に含まれるフッ化物濃度や
適量が異なります。6歳未満は高濃
度のフッ化物配合歯みがき剤の使用
を控えましょう。詳しくはお問い合
わせいただくか、市ホーム
ページ（右コード）をご覧く
ださい。

　市が発信する最新情報や、市内の感染者の発生状況 
（毎日更新）等は、市の特設ホームページ（右コード）から
ご覧になれます。
問船橋市新型コロナウイルス感染症対策　保健所本部☎409-1898

新型コロナウイルス関連のお知らせ
（11月8日現在）

障害者週間記念事業を
開催 問障害福祉課☎436-2307

 FAX 433-5566

　市民の皆さんに障害への理解を深めてもらい、障害のある人の社会参加を
進めるため、12月3日～9日の障害者週間に先立ち、イオンモール船橋で記念
事業を開催します。本年度は、自由な発想のもと作られた感性豊かな作品を多
数展示する作品展と、障害者就労施設等による合同販売会を行います。また
26日㈯には、補助犬の理解啓発ブースも設けますので、ぜひお越しください。

〈日時〉11月25日㈮、26日㈯午前11時～午後4時　〈会場〉イオンモール船橋
（山手1）　〈内容〉〇作品展⇨障害のある皆さんが制作した絵画・書・陶芸作品
等の展示 〇合同販売会⇨クッキーやパン、ビーズアクセサリーなどの雑貨
を販売 〇補助犬の理解啓発ブース（26日のみ）⇨介助犬、聴導犬が登場する
ほか、カレンダーやキーホルダーなどのチャリティーグッズも販売

イオンモール船橋
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土
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⃝市予約システム（右コード）
⃝市ワクチンコールセンター（下記参照）

　新型コロナワクチン接種の詳細はコールセンターへお問い合わせ 
ください。12月4日㈰以降の日程の予約は、11月18日㈮午前8時 
から順次受け付けを開始します。
※ 市予約システムに参加していない医療機関の予約については、各医

療機関の診療時間内にお問い合わせください

予
約
方
法

■市ワクチンコールセンター
          ☎050-5526-1142

接種の予約・ワクチンに関する相談はこちら

毎日：午前8時～午後5時 おかけ間違いのないよう、ご注意ください。！

障害があり電話相談
が難しい人専用

FAX050-3385-9928
Eメールcovid-19.vaccine@funabashicity.jp

　市が設置する集団接種会場では、12月中旬から新たにモデルナ社のオミクロ
ン株（BA.4-5）に対応した2価ワクチンの接種を開始します。
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オミクロン株対応2価ワクチン（BA.4-5）の接種について

喉の痛み・発熱・咳などの症状があり

▪緊急を要する場合は、救急車（119番）を呼んでください。
新型コロナかもと感じたら…
重症化リスクが高い ⃝65歳以上	 ⃝基礎疾患がある

⃝妊娠中	 ⃝小学生以下の子ども
電話をかける優先順位1⇨2⇨3⇨4
1 かかりつけ医
2 発熱外来の指定医療機関※発熱外来のある医療機関は限られています
3 船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター
			☎047-409-3127　 毎日：午前9時〜午後5時
　  障害があり電話相談が難しい人専用 FAX 047-409-2952
4 千葉県発熱相談コールセンター☎0570-200-139（24時間対応） 

▶�2発熱外
来検索シ
ステム

重症化リスクが低い（上記以外の人）
新型コロナ抗原検査キットで自己検査
　抗原検査キット（体外診断用医薬品または第1類医薬品のもの）を
使って自己検査し、陽性の場合は県陽性者登録センター（右コード）
に登録をお願いします。

店頭で新型コロナ抗原検査キットが700円引きで購入できます
　 新型コロナとインフルエンザの同時流行により、発熱時の医療機関

の受診が困難になる場合に備え、あらかじめ準備をお願いします。
〈期間〉11月18日㈮～12月17日㈯　〈対象〉市内在住で、国の承認を受けた
医療用、または一般用抗原検査キットを、事業に協力する市内薬局・ドラッ
グストア等で購入する人※本人確認書類を持参。インターネット等での購
入は対象外　〈助成額〉1キット当たり700円　〈問合せ〉船橋市新型コロナ
ウイルス感染症相談センター☎047-409-3127
▪詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページ（右コード）
をご覧ください。

▪重症化リスクが低い人でも、つらい症状（息苦しさ、強いだるさ、高熱等）が
ある、または自己検査で陰性の場合でも、急激な発熱、筋肉痛などがある人は、 
インフルエンザ等の可能性もあるため、かかりつけ医等へご相談ください。

自己検査が困難な場合は、上記3⇨1⇨2⇨4の順にご対応ください。

市
独
自



事業名 予算現額（万円）収入済額（万円）支出済額（万円）
国民健康保険 508億2600 195億9381 189億6536 
公共用地先行取得 900 0 406
船橋駅南口市街地再開発 6億5900 3億  874 5億1172 
介護保険 466億5100 189億2425 193億3225 
母子父子寡婦福祉資金貸付 9100 1億1834 2415
後期高齢者医療 87億5200 30億1500 16億5048 

合　計 1069億8800 419億6014 404億8802 

事業名 収入（万円） 支出（万円）
予算現額 収入済額 予算現額 支出済額

地方卸売
市場

収益的収支 8億6000 4億2437 8億6000 2億5411
資本的収支 4567 1730 3億2972 8904

病院 収益的収支 187億5100 63億2585 187億5100 72億7573
資本的収支 7億5710 3億6750 22億1000 8億9921

下水道 収益的収支 173億9733 82億6091 169億5992 27億7184
資本的収支 176億3769 16億9828 247億 545 68億6360

一般会計

特別会計

公営企業会計

収入の不足額は他会計から資金繰りをしています。

収入の不足額は留保資金などから資金繰りをしています。

※4年9月30日現在

歳出（内訳） 予算現額（万円） 支出率（%）

民生費 1046億9998 40.1 
衛生費 315億7669 35.8 
教育費 265億1639 38.0 
土木費 238億1379 47.9 
総務費 198億5014 47.6 
公債費 197億8620 64.9 
消防費 66億3350 41.8 
商工費 42億5190 76.8 
議会費 9億7100 50.1 
農林水産業費 6億4030 29.5 
その他 5億1791 22.2 

合　計 2392億5780 43.4 

歳入（内訳） 予算現額（万円） 収入率（%）

市税 1025億1530 60.3 
国庫支出金 492億1319 29.2 
県支出金 232億  620 9.5 
地方消費税交付金 144億3240 55.4 
市債 144億1720 0.0 
諸収入 93億4820 26.4 
地方交付税 56億6080 94.6 
使用料及び手数料 46億4710 45.2 
財産収入 45億1480 94.1 
繰入金 28億5130 0.0 
その他 84億5131 45.8 

合　計 2392億5780 43.6 

市の財産
4年9月30日現在

土地…500万4276.93㎡　建物…123万62.76㎡　鉱業権（天然ガス採掘権）…2536万5483.33㎡　地上権…7488.74㎡　商標権…6件
有価証券及び出資による権利…168億3994万円　債権（貸付金ほか）…74億2342万円　財源調整基金ほか13基金…419億7408万円　自動車…477台

4年度上半期（4〜9月）の予算執行状況
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2541億
887万円

市税　1018億2219万円
（40.1％）
市民税、固定資産税、都
市計画税など、市民の皆
さんから納められる税金

市債
176億7450万円（7.0%）
国や銀行などから借りるお金

県支出金　
229億3316万円
（9.0%）
県からの補助金など

地方消費税交付金　
141億7200万円（5.6%）
地方消費税の一部が人口などに
応じて交付されるお金

地方交付税　86億5569万円（3.4%）
行政サービスの格差をなくすために国から
交付されるお金

諸収入　97億7149万円（3.8%）
貸付金の返還金など

その他　150億6164万円（5.9%）
使用料及び手数料、寄附金、繰越金ほか

国からの補助金など国からの補助金など

国庫支出金
640億1820万円
（25.2%）

土木費
189億1844万円（7.8%）
道路や河川等の整備・維持
などにかかるお金

その他
137億9995万円（5.7%）
消防費、商工費、議会費ほか

公債費　201億5643万円
（8.3%）
市債として借りたお金の返済金
などにかかるお金

衛生費　
339億8901万円
（13.9%）
保健・医療やごみ
処理などにかかる
お金

2434億
5714万円

総務費
188億3300万円（7.7%）
市役所の全般的な運営や徴税
などにかかるお金

教育費　268億2337万円
（11.0%）
小・中学校や公民館、体育施設等の
建設・維持管理などにかかるお金

教育費　268億2337万円
（11.0%）
小・中学校や公民館、体育施設等の
建設・維持管理などにかかるお金

民生費
1109億3694万円（45.6%）
高齢者福祉や保育園、生活保
護など福祉にかかるお金

人件費　385億6996万円
（15.8%）
職員の給料などにかかるお金

2434億
5714万円

物件費　
425億979万円（17.5%）
光熱水費や施設の管理などに
かかるお金

繰出金　184億2679万円（7.6%）
特別会計などの収入を補うためのお金

公債費
201億6037万円（8.3%）
市債として借りたお金の返済金
などにかかるお金

公債費
201億6037万円（8.3%）
市債として借りたお金の返済金
などにかかるお金

その他　221億9112万円（9.1%）

扶助費　
751億2381万円（30.8%）
児童福祉や生活保護などに
かかるお金

補助費等　
264億7530万円（10.9%）
公益的な事業に対する補助金
などにかかるお金

県からの補助金など

※住民基本台帳に基づいた人口64万5972人（4年３月31日現在）

市の基本的な仕事（福祉、教育、ごみ処理、道路整備、消防な
ど）を行うための会計です。市税を主な財源としています。一般会計

事業名 歳入（万円） 歳出（万円） 差引（万円）
国民健康保険 509億5355 508億1230 1億4125
公共用地先行取得 1億8622 1億8622 0
船橋駅南口市街地再開発 8億  837 8億  835 2
介護保険 458億4217 455億4820 2億9397
母子父子寡婦福祉資金貸付 1億2762 2823 9939
後期高齢者医療 81億6836 81億5930 906

合　計 1060億8629 1055億4260 5億4369

国民健康保険事業や介護保険事業など特定の目的の
ための会計です。特定の収入（国民健康保険料、介護
保険料など）があります。

特別会計

事業名 収入（万円） 支出（万円） 差引（万円）

地方卸売市場
収益的収支 8億1195 7億9406 1789
資本的収支 1713 1億  537 △8824

病院
収益的収支 189億8000 179億6690 10億1310
資本的収支 6億2598 14億6284 △8億3686

下水道
収益的収支 173億6814 165億1774 8億5040
資本的収支 121億3345 184億1910 △62億8565

合　計 499億3665 552億6601 △53億2936

※収益的収支…事業活動に伴い生じる収入と支出
　資本的収支…建物や機械などの資産の購入・売却による収入と支出
※ △はマイナスを表します。収入の不足額は、留保資金などから補

ほ

塡
て ん

しました

企業的性格を持った事業（市場、病院、下水道）
を行うための会計です。事業の収益を主な財
源としています。

公営企業会計

目的別（市が「なんのために」お金を使ったかという観点で分類）

市民
1人当たり 使われたお金

市税負担額

主
な
使
い
み
ち

•福祉（民生費）………………………… 17万1736円
•保健・医療、ごみ処理（衛生費）……… 5万2617円
•教育（教育費）…………………………… 4万1524円
•借金の返済（公債費）…………………… 3万1203円
•道路・公園（土木費）…………………… 2万9287円

船橋市の決算令和3年度
　「決算」とは、1年間でどれだけのお金が船橋市に入ってきて、どれだけのお金を使ったかをま
とめたものです。あらかじめ立てた計画（予算）通りに使われているか、市民の代表が集まる議会 
が認定します。※3年度決算は、10月4日に議会で認定されました　　　  問財政課☎436-2157
▪3年度の決算の概要は財政課、市役所11階行政資料室、市ホームページでご覧いただけます。

歳入

歳入

歳出

歳出

性質別（市が「どのように」お金を使ったかという観点で分類）

106億5173万円
翌年度へ繰り越すべき財源等を除いて、「財源調整基金」という市の貯金に積み立てます。

15万7626円
37万6885円

分け方を
変えると…

歳出のうち新型コロナ関連に使ったお金は…
　・新型コロナウイルス対策にかかる保健所関係経費
　・新型コロナウイルス感染症予防接種費
　・子育て世帯臨時特別給付金　など 348億5151万円

　下水道・道路の整備や公共施設
の建設には、多額の費用がかかりま
す。これらの財源の一部は、市債とし
て銀行などから借り入れています。
市全体の市債残高は3182億7805
万円（3年度末現在）で、2年度と比
べ、60億8440万円減少しています。

区分 残高（万円） 構成比（％）
下水道事業債 1234億8211 38.8…
臨時財政対策債（※） 666億……361 20.9…
教育債 352億1938 11.1…
土木債 328億2942 10.3…
その他 601億4353 18.9…

合　計 3182億7805 100

市債残高

（※）地方の財源不足を補うために発行される市債



コロナ禍でも予定通り受けましょう

申し込みが必要申し込みが必要 登録状況が不明な人はお問い合わせください
検診名 対象・内容・費用 受診券の発送時期

胃がん検診

○40歳代の偶数年齢
　⇨X線検査（バリウム） 1000円
○50歳以上の偶数年齢
　⇨いずれか選択
　　・X線検査（バリウム） 1000円
　　・内視鏡検査 1500円

申し込み後1カ月程度
※ 登録がある人には発送済み

検診・健診名 費用 対象 受診券の発送時期
肺がん検診

各500円
40歳以上

発送済み

大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の5歳刻みの年齢（50、55…）（※3）
肝炎ウイルス
検診

無料

40歳以上で過去に1度も同検診を受
けていない人

特定健康診査
（※1） 40～74歳の国民健康保険の加入者

後期高齢者健
康診査（※1） 県後期高齢者医療制度の加入者

人間ドック
（※1）（※2）

1万3000
円を上限に
助成

40～74歳の国民健康保険または県後
期高齢者医療制度の加入者

特定健康診査・後期高
齢者健康診査の受診
券と併用

脳ドック
（※2）

1万円を上
限に助成

40～74歳の国民健康保険または県後
期高齢者医療制度の加入者で、5歳刻
みの年齢（40、45…）（※3）

申し込みにより随時
発券

※1　特定健康診査・後期高齢者健康診査と人間ドックは選択制です
※2　 結果の写しや領収書（原本）等が必要になる場合があります。助成方法の詳細は、受診

券と同封の案内をご覧いただくか、保健所健康づくり課へお問い合わせください
※3　 3年度に対象だった人のうち、新型コロナウイルスの影響により受診できなかった人

は、4年度に受診できる場合があります。保健所健康づくり課へお問い合わせください

申し込み不要・一括で受診※脳ドックを除く申し込み不要・一括で受診※脳ドックを除く

検診名 対象・内容・費用 受診券の発送時期

子宮頸がん
検診

○ 20歳代、40歳以上の偶数年齢⇨頸部細胞診 500円
○ 30歳代の偶数年齢⇨頸部細胞診＋HPV検査 500円
※ いずれの年齢も医師が必要と認めた人は経膣

超音波検査を実施
4～1月生まれ⇨発送済み
2・3月生まれ⇨11月下旬

乳がん検診 ○30歳代の偶数年齢⇨超音波検査 500円
○40歳以上の偶数年齢⇨マンモグラフィ 500円

申し込み不要申し込み不要

　新型コロナウイルスの影響もあり、受診を控えていませんか。受診の遅れ
により、がん等の発見が遅れる恐れがあるので、予定通り受けましょう。

4年度 各種がん検診・健康診査
問保健所健康づくり課☎409-3404

検診名対 費 等下表※年齢は5年3月
31日時点　申 ○電話⇨保健所健康
づくり課☎409-3404 ○はがき⇨希
望する検診名（複数も可）・住所・氏名

（ふりがな）・生年月日・電話番号を書
いて、同課（〒273-8506※住所不要）
へ ○窓口⇨同課 ○市ホー
ムページ（右コード）から
オンライン申請※初めて
胃がん検診を申し込みする人のみ
▪胃がんの申込期限は、5年2月10

日㈮（消印有効）。胃がん・子宮頸
け い

が
ん・乳がん検診を偶数年齢で受診で
きなかった場合は、電話またははが
きで申し込めば奇数年齢でも受けら
れます。なお、受診には受診券が必要
です。
▪受診券に記載されている有効期限
が切れた場合でも5年3月31日㈮ま
で受診可能（市への連絡は不要）です。
▪受診できる医療機関の一覧は、受
診券に同封しています。

消費生活センター発

平成28年に電気の
小売りが全面自由化されました。「市
場連動型」の電力料金プランは、電気
の市場価格が高騰すると電気料金も
高額になります。電気の契約をする
ときは、サービス内容や契約期間、解
約時にかかる料金についてよく確認
しましょう。web明細が主流になっ

ており、大手電力会社でも手続きを
しないと紙の検針票は発行されませ
ん。電力会社を変更し契約先が分か
らないときは、銀行の引き落としや
クレジットカードの明細書など、支
払い方法から探すことになります。
受け取った契約書はしっかり保存し
ておきましょう。

センターから

電気の契約をするときは
問☎423-3006

3年前に「電気代が安くなる」と訪問され、電力会社を変更したが、 
今年に入り、電気代が倍以上になった。web明細を確認し、電力調達

調整費の高騰で請求額が上がっていると分かったので、解約すると伝えた
ら「2年更新の契約なので解約料9800円を請求する」と言われた。

電気の契約変更をしないかと訪問され、大手電力会社から変更した。
契約書を受け取ったと思うが、見当たらない。検針票は届いておら

ず、現在の契約先が分からない。

事例
1

事例
2
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※金額のないものは無料
※�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

催 し
〈講座・講演・講習会〉
▶思春期子育て講座　11月16
日、12月14日各㈬午前9時30分
～11時30分／塚田公民館／各
先着24人／事前に作田☎047-
767-4803へ
▶講話 シベリア出兵　12月5日
㈪午後3時～6時／中央公民館
／先着15人／300円（資料代）
／事前に網野☎462-2036へ

会 員 募 集
※施設の予約状況で、活動日時・

場所を変更する場合があります
▶英会話（中級）　毎月2回㈮午
前9時40分～11時10分／東部
公民館／入会金1000円／月会
費3000円／田沼☎407-3924
▶スペイン語　毎月第1～3㈰
午後0時45分～2時45分／葛
飾公民館※改修期間中は西部
公民館／入会金2000円／月会
費4000円／関川☎407-0547
▶大正琴　毎月第2・4㈮午前9
時30分～11時30分／三田公
民館／入会金2000円／月会費
3000円／佐藤☎477-4125
▶フルートアンサンブル　毎月4

回㈰午前9時～正午／薬円台公
民館／入会金1000円／月会費
2000円／稲本☎090-5551-4468
▶着付け　毎月第2・4㈭午前9
時30分～11時30分／松が丘公
民館／入会金1000円／月会費
1500円／岩崎☎464-1470
▶英字新聞を読む　毎月第2・4 
㈬午前9時30分～正午／薬円 
台公民館／年会費1000円／寺井 
☎477-4960
▶そば打ち　毎月第2㈭午前9
時～正午／北部公民館／入会
金1000円／月会費1500円／
田内☎090-4370-8723

新型コロナの影響で、催し等が変更・中止となることがあります。活動については主
催者に確認し、参加時は手洗い等の基本的な感染対策を徹底してください。

ジ）　掲載料各
6 6 万 円 以 上　
予定発行数29
万部（町会・自
治会を通じて
市内全域に配
布するほか、ク
リーン推進課
や各出張所等
でも配布）　申
11月30日㈬（必着）までに、必要書類
を同課（〒273-8501※住所不要☎
436-2434）へ
▪詳しくは同課へ問い合わせるか、市
ホームページをご覧ください。

「資源物とごみの分別ガイド」の
広告主

広告サイズ縦約12.8センチメートル×
横約8.8センチメートル　印刷色カラー　
募集枠数8枠（表紙裏ページ、裏表紙裏
ページ）※複数枠応募可。適切な内容の
広告から先着順で決定　掲載料各4万
円　予定発行数3万部（資源循環課や各
出張所等で配布）　申 12月14日㈬（必
着）までに、必要書類を同課（〒273-
8501※住所不要☎436-2433）へ
▪詳しくは同課へ問い合わせるか、市
ホームページをご覧ください。

市役所ロビーコンサート出演者
　5年度ロビーコンサート出演者を決
める選考会を実施します。※マイク・ア
ンプ・スピーカーを使用する楽器、声楽
等は不可
日 5年3月3日㈮午後1時～6時　会 海
神公民館　募集枠11組　申 12月20
日㈫（消印有効）までに、申込書を文化
課（〒273-8501※住所不要☎436-
2894）へ※申込書は、同課、船橋駅前
総合窓口センター（フェイス5階）、各
公民館・出張所等で配布するほか、市
ホームページからも取り出せます

スポーツ
元気ふなばし健康ウォーキング

日 12月4日㈰○受付⇨午前9時30分
～10時30分 ○ウオーキング⇨午前9
時30分～午後1時※当日自由参加。雨
天決行　内 薬園台駅前広場から郷土
資料館を目指して歩く（約6.5キロ
メートル）　費 200円　問 市スポーツ
推進委員協議会事業委員会・佐藤☎
090-5488-6369 健康P

募集
市スクールソーシャルワーカー

（会計年度任用職員）
　市立小・中・高校生の家庭環境等によ
る不登校などの問題に対し、学校や関
係機関と連携した支援を行います。
対 社会福祉士・精神保健福祉士の資格
を持つ人　募集人数若干名※事業の実
施状況により、採用しない場合あり　
勤務場所市立小・中・特別支援学校、高
等学校　勤務日時週1～3日午前9時～
午後5時ほか　時給3510円（4年度実
績）※交通費支給　任期5年4月1日～
6年3月31日※更新の場合あり　問 総
合教育センター☎422-7734
▪申し込み方法等、詳しくは同セン
ターへ問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

介護に関する入門的研修の受講者
　介護未経験者が介護の仕事に携わる
上で知っておくべき基本的な知識や技
術を学べる研修を実施します。　
日 ①基礎講座⇨12月6日㈫午前10時
～午後2時30分 ②基礎・入門講座、就
労説明会⇨12月6日㈫、8日㈭、13日
㈫、15日㈭各午前10時～午後5時20
分（全4回）※6日は4時50分、15日は5
時まで　会 中央公民館　定 先着30人　
申 事前に（公財）市福祉サービス公社
☎436-2832へ

ファミリー・サポート・センター
協力会員（介護）

　65歳以上の高齢
者の日常生活をお手
伝いする有償ボラン
ティアです。
対 午前6時～午後10時の間で1回1時
間から活動できる市内在住の20歳以
上の人　報酬1時間750円※㈯㈰㈷㉁
は960円　 申 事前に（公財）市福祉
サービス公社☎420-7331へ
▶登録希望者を対象に説明会を開催　
11月25日㈮午前10時～、12月1日㈭
午後1時30分～／市福祉ビル（本町2）
／各先着4人／事前に同公社へ

「家庭ごみの出し方・リサちゃん
だより」の広告主

広告サイズ縦約9センチメートル×横
約17センチメートル　印刷色カラー　
募集枠数2枠（表紙ページ、裏表紙ペー

広告枠

特定最低賃金が適用される人や雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従
事する人を除く県内の事業所で働く全ての労働者に対して適用されます。 問千葉労働局賃金室☎043-221-2328 10月から千葉県の最低賃金は時間額984円に

凡例 ▶ 日 日時•日程　会 会場　内 内容　講 講師　対 対象　定 定員　費 費用（記載のないものは無料）　申 申込み　問 問合せ
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凡例 ▶ 日 日時•日程　会 会場　内 内容　講 講師　対 対象　定 定員　費 費用（記載のないものは無料）　申 申込み　問 問合せ　 健康P健康ポイント対象

央☎423-2111、東部☎466-1383、
北部☎449-7600、西部☎047-302-
2626）へお問い合わせください。

こどもの歯科相談（12月）
日 会 下表　時間午前10時～11時 
※13日㈫は11時30分まで。いずれも
30分ごとの予約制　内 歯と口の相談、
歯みがき練習ほか　対 0～2歳児　申
事前に希望する各保健センターへ

日程（12月） 会場・申込み（保健センター）
  5㈪　 中央☎423-2111
13㈫ 東部☎466-1383
19㈪ 北部☎449-7600
23㈮ 西部☎047-302-2626

二種混合（ジフテリア・破傷風
混合）予防接種を受けましょう

　予防接種のタイミングは感染症にか
かりやすい年齢などを基に決められて
います。次の対象者で、まだ二種混合の
予防接種を受けていない人は忘れずに
接種を受けましょう。
対 市に住民登録をしている11歳以上
13歳未満の人　接種回数1回　接種方
法事前に実施医療機関へ予約し、予診
票と母子健康手帳を持参※予診票は市
内実施医療機関にもあります　問 保
健所健康づくり課☎409-3836
▪実施医療機関は同課へお問い合わせ
いただくか、市ホームページをご覧く
ださい。

なんでも食事相談（12月）
　糖尿病、高血圧症、ダイエットなどの
食事の相談に、栄養士が電話で応じます。　
日 下表　時間各午前10時～午後2時50
分※いずれも30分ごとの予約制　対 市
内在住の18歳以上の人　定 各先着6人　
申事前に希望する各保健センターへ
日程（12月） 申込み（保健センター）

16㈮ 東部☎466-1383
19㈪ 北部☎449-7600

成人歯科健康診査
～有効期間を延長しています～

　4年度の受診票の有効期間を5年1月
31日㈫まで延長しています。本年度
20・30・40・50・60・65・70歳になる
人には受診票を送付していますので、
お早めに受診してください。※受診票
を紛失した人や、本年度転入した人で
届かない人はお問い合わせください　
費 500円　問 保健所地域保健課☎
409-3274

足腰の衰え予防教室
日 会〇12月15日㈭⇨高根公民館 〇16
日㈮⇨海老が作公民館　時間各午後0
時30分～2時30分　内 リハビリテー
ション専門職による体力測定と運動指
導等（1人20分程度）　対 市内在住で原
則65歳以上の要介護認定を受けていな
い人　定各先着9人　申11月18日㈮か
ら保健所健康づくり課☎409-3817へ

ふなばしシルバーリハビリ
体操教室（12月）

　日常生活動作に必要な筋力や柔軟性
などの身体機能を維持、向上させるた
めの体操です（予約不要）。
会 日 右上表　時間①午前9時50分～
10時30分 ②11時～11時40分 ③午
後0時50分～1時30分 ④2時～2時40

分※いずれも2部入れ替え制　対 市内
在住で原則65歳以上の人　定 各当日
先着20～30人　問 保健所健康づくり
課☎409-3817 健康P
会場（公民館）日時（12月）会場（公民館）日時（12月）
夏見 1㈭①② 八木が谷 14㈬①②
海老が作 2㈮③④ 法典 19㈪③④
飯山満 5㈪①② 三田 20㈫①②
塚田 6㈫③④ 中央 21㈬③④
松が丘 7㈬③④ 薬円台 22㈭③④
浜町 8㈭③④ 習志野台 23㈮③④
二和 12㈪③④ 坪井 27㈫③④

宮本 28㈬①②

高齢者のためのパワーリハビリ教室
　日常的に体を動かす機会が少ない人
を対象に、機器を使った筋力トレーニ
ングを行います。
日 5年1月5日～3月28日原則毎週㈫
㈭午後1時～2時20分（全22回）　会
リハビリセンター　対 次の全てに該
当する市内在住の人○原則65歳以上
で身体機能に低下が見られる（40～
64歳で要支援、要介護1・2は可） ○要
介護3～5の認定を受けていない ○機
器を使用するリハビリに支障がない 
○かかりつけ医の許可がある（場合に
より医師の診断書が必要）　定 15人

（多数は抽選）　費1回350円　申次の
説明会に本人が参加の上、12月15日
㈭（必着）までに、申込書を同センター

（〒274-0822飯山満町2-519-3☎
468-2001）へ※申請書は同センター
で配布
▶説明会をリハビリセンターで開催　
12月1日㈭、6日㈫各午後1時15分～2
時15分／各先着14人／事前に同セン
ターへ
▪歩行専用プールもあります。詳しく
はお問い合わせください。

リハビリテーション病院市民公開
講座「いきいき体づくり教室」

日 12月6日㈫午前10時～10時40分　
会自宅ほか（Zoomを使用）　内 筋力を
維持する体操、ロコモチェック　講小池 
正敬氏（同院作業療法士）ほか　定 先
着100人　申 事前に右コー
ドからオンライン申請　問
同院☎439-1200

募集
市立小・中・特別支援学校の
臨時教職員の登録者

職種対 〇講師、養護教諭、栄養士⇨有
資格者（見込みも可） 〇事務職員⇨エ
クセル、ワードが使える人　勤務日時・
給与・任期派遣形態により異なる　採
用予定日5年4月1日以降
▶申し込みは登録説明会へ　12月3日
㈯午前9時～、午後1時30分～／市役
所11階大会議室／事前に、メールに氏
名・年齢・性別・電話番号・学校名（学生
のみ）、所有免許状（取得見込みを含
む）、希望する日時（午前・午後の別）を
書いて学務課 Eメール gakumu@city.
funabashi.lg.jp へ／同課☎436-
2855

船っ子教室（放課後子供教室）
会計年度任用職員の登録者

職種①コーディネーター ②教育活動
推進員　勤務場所各船っ子教室（市内
55小学校のいずれか）　勤務日時㈪～

㈮①午前9時15分～午後5時15分 ②
午後0時15分～5時15分　時給①
1402円～ ②1013円～※いずれも交
通費、賞与支給　任期5年4月1日～6
年3月31日※いずれも再任用の場合あ
り　申 電話連絡の上、写真を貼った履
歴書と①は資格証の写しを持って、本
人が教育総務課☎436-2805へ※①は
教員免許など、所定の資格が必要です。
詳しくは同課へ問い合わせるか、市
ホームページをご覧ください

放課後ルーム補助員
（会計年度任用職員）の登録者
内 児童への遊びや生活の指導、施設の
清掃など　勤務場所各放課後ルーム

（市内55小学校のいずれか）　勤務日
時㈪～㈯午後0時30分～7時（㈯や長
期休業期間等は午前8時～午後7時）の
間で1日5時間※勤務日数応相談　時
給1052円※交通費支給　任期5年3月
31日まで※再任用の場合あり　申 電
話連絡の上、写真を貼った履歴書を
持って、本人が職員課☎436-2147へ

南本町子育て支援センターの
保育士（会計年度任用職員）

内 育児や子育てに関する相談、親子向
けの支援講座等の実施　対保育士資格
を持つ人　勤務場所南本町子育て支援
センター　勤務日時㈪～㈯のうち週5日
午前9時～午後5時　時給1218円※交
通費支給　任期5年3月31日まで※再任
用の場合あり　申メールに氏名・年齢・
生 年 月日を 書 い て 職 員 課（ Eメール
kaikeinendo@city.funabashi.lg.jp）へ
※面接当日に履歴書（写真貼付）と資格
証の写しを持参　問同課☎436-2147

温浴施設ふなばしメグスパ ☎457-5151
営業時間 午前9時～午後9時

休館日　毎週㈪※㈷㉁の場合は翌平日
利用料 一般500円、中学生以下250円、

未就学児無料、65歳以上400円

▶肩こり・冷え性改善レッスン　11月
22日㈫午後1時15分～2時／ストレッ
チ中心のスローピラティス／講師 上原
知恵子氏（スローピラティスインスト
ラクター）／中学生以上／先着12人／
事前にメグスパへ申し込み 健康P
▶フラワーアレンジ「お
正月飾り」　12月4日㈰
午前11時～午後3時／胡

こ

蝶
ちょう

蘭
らん

とシンビジウムを
使って華やかな扇を作
る／小学生以上※小学
3年生以下は保護者同伴／先着10人／
2700円／事前にメグスパへ申し込み

図書館
　西☎431-4385　　中央☎460-1311
　東☎463-3611　　　北☎448-4899
11月の休館日　○西・中央⇨28日㈪ 
　　　　　　　○東・北⇨21日㈪

▶クリスマスおはなし会　日時・内容 
下表／2歳児～小学生と保護者／各先
着12組／事前に各図書館へ申し込み
図書館 日時（12月） 内容

西 10㈯10：30～、11：30～
21㈬15：00～、16：00～

三びきのこぶた（人
形劇）ほか

東 10㈯、21㈬
各15：00～、16：00～

クリスマスのうたが
きこえてくるよ（パ
ネルシアター）ほか

中央 17㈯、21㈬
各15：00～、16：00～

三びきのやぎとトロ
ルのおはなし（パネ
ルシアター）ほか

北 21㈬、24㈯
各15：00～、16：00～

ぐりとぐらのおきゃく
さま（大型絵本）ほか

健康
「母子健康手帳」は全て保健師等
がお渡ししています

　保健師等の専門職
が手帳の説明や妊娠・
出産・育児に関する相
談、事業案内、妊娠出
産支援プラン作成等
を行います。妊娠が分
かったら、各保健セン
ター等の窓口で母子健康手帳の交付を
受け、定期的に健診を受けましょう。窓
口にはマイナンバーカード、または有
効な通知カード（住所・氏名・性別・生年
月日全てが住民票に記載の事項と一致
しているもの）と身分証明書をお持ち
ください。
交付場所市役所1階（母子健康手帳交
付コーナー）、船橋駅前総合窓口セン
ター（フェイス5階）10番窓口、各保健
センター　問 各保健センター（中央☎
423-2111、東部☎466-1383、北部☎
449-7600、西部☎047-302-2626）

乳幼児の各種相談・健診（12月）
　対象となるお子さんがいる家庭に
は、問診票等を送りました。
▶4カ月児健康相談　対 4年8月生ま
れ／問診票
▶1歳6カ月児・3歳児健康診査　対 ◯
1歳6カ月児⇨3年5月生まれ ◯3歳児
⇨元年8月生まれ／問診票
▶2歳6カ月児歯科健康診査　対 2年6
月生まれ／健診票
▪問診票等が届かない人や10月以降
に転入した人は、各保健センター（中

正しい知識と検査の普及啓発を目的として「世界エイズデー㏌ふなばし」を開催します。11月18日㈮～12
月2日㈮に市保健所でパネル展示やパンフレットの配布を行います。 問保健所保健総務課☎409-286712月1日は世界エイズデーです

夜間・休日の急病は

かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所

㈰㈷㉁⇨午前9時～正午（要事前連絡）
※受付は原則11時30分まで

☎423-2113 応急処置
のみ

北本町1-16-55
（保健福祉センター1階）

▶㈪～㈮⇨午後8時～11時
▶㈯⇨午後6時～9時
▶㈰㈷㉁⇨午前9時～午後5時、午後6時～

9時※受付は午前8時45分～11時30分、午後1時45分
～4時30分、午後6時～8時30分

※受付はいずれも
　終了30分前まで｝

小児科の担当医による診療（15歳未満）

当番医案内・電話相談

県の救急安心電話相談

☎＃7009
ダイヤル回線・IP電話からは☎03-6735-8305

平日・㈯⇨午後6時～翌午前6時
㈰㈷㉁⇨午前9時～翌午前6時

健康

▪受診の際は健康保険証等を持参してください。
駐車場に限りがありますので、ご注意ください。

☎0120-2
ふ

7
な

8
ば

4
し

-3
み

7
な

ふなばし健康ダイヤル24 年 中 無 休・
24時間対応・
通話料無料

休日調剤薬局案内・健康医療相談

健康

夜間休日急病診療所
☎424-2327北本町1-16-55

（保健福祉センター1階）

年中無休　午後9時～翌午前6時
　　　　　　　  ※受付は原則終了15分前まで

10月1日から、深夜帯および外科診
療を再開しました。

内科・外科・小児科

県のこども急病電話相談

年中無休 午後7時～翌午前6時☎＃8000
こどもの救急ホームページ
http://kodomo-qq.jp/

ダイヤル回線・IP電話からは☎043-242-9939



令和4年（2022年）11月15日　No.15577

新型コロナウイルスの感染状況により、掲載しているイベ
ント等が変更・中止となる場合があります。

12月28日㈬までに地域福祉課へ持参するか、郵便振替で下記の口座へ直接送金（窓口取扱いの場合、手数料無料）。他にも三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行への振り込みでも受け付け
（別途手数料がかかる場合あり）。〈口座番号〉00150-9-588320 〈口座加入者名〉日赤令和4年台風第15号災害義援金※振込用紙の半券で税制上の措置が受けられます 問 同課☎436-2313

令和4年台風第15号
災害義援金を受け付け

青少年会館　講 守安久美子氏（料理研
究家）　 対 市内在住・在学の小学生　
定 先着16人　費 700円　申 事前に同
館☎434-5891へ※㈪休

ファミリーチャレンジ～文化編～
日 12月17日㈯午後2時～18日㈰午後
1時（1泊2日）　会 一宮少年自然の家　
内 正月飾りや凧

た こ

の製作、かるたなどの
正月遊びの体験　対 小学生と保護者　
定 先着12組　費 小学生2500円、保護
者3900円※市外在住は小学生3300
円、保護者5500円　申 事前に一宮少
年自然の家☎0475-42-5711へ

女性のための「交流サロン」
　コロナ禍による閉

へ い

塞
そ く

感・子育て・家
庭・仕事のことなど互いにお話しする
会です。
日 12月22日㈭午前10時30分～午後
0時30分　会 男女共同参画センター　
内 ぬり絵と交流　対 市内在住・在勤・
在学の人　定先着8人　申事前に同セ
ンター☎423-0757または
メール（右コード）から申し
込み

外国人のための日本語学習支援
ボランティア養成講座

日 5年1月14日～3
月25日毎週㈯午後3
時30分～5時30分※
1月21日、2月11日
は除く（全9回）　会中央公民館　対修
了後に市国際交流協会会員として日本
語教室などで活動できる人　定 35人

（多数は選考）　費 1万円※別途、同協
会の年度会費2000円がかかります　
申 12月15日㈭（必着）までに申込書を
同協会（国際交流課内・〒273-8501※
住所不要☎436-2083）へ※申込書は
同課で配布するほか同協会ホームペー
ジからも取り出せます

講座「農家の手仕事 年の瀬 しめ
縄作り」

日 12月13日㈫午後2時～4時　会 勤
労市民センター　講 三好邦

く に

周
ち か

氏（御滝
花園代表）　 対 市内在住・在勤の人　
定 先着20人　費 2000円　申 事前に
同センター☎425-2551へ※㈪休

介護保険利用相談会
日 12月14日㈬午後1時～2時30分　
会 東老人福祉センター　対 市内在住
の60歳以上の人　定先着15人　申事
前に同センター☎466-1381へ

子育て講座「新年を気持ちよく
迎えるためのお片付け講座」

日 12月15日㈭午前10時～正午　会
市福祉ビル（本町2）　講 丸マイ氏（整
理収納アドバイザー2級認定講師）　
対 市内在住の人　定 先着30人　申 事
前にファミリー・サポート・センター☎
420-7192へ

育児のステップアップ講座「自閉症
児をもつ父親の子育てについて」

日 12月22日㈭午前10時～正午　会
市福祉ビル（本町2）　講 大屋滋氏（県
自閉症協会会長）　対 市内在住の人　
定 先着30人　申 事前にファミリー・
サポート・センター☎420-7192へ

施設ガイド
プラネタリウム館 ☎422-7732

休館日　毎週㈪、㈷、11月16日㈬～18日㈮、
22日㈫、24日㈭、25日㈮

観覧料 一般500円、高校生250円、 
小・中学生120円、幼児60円

※市内在住の中学生以下は無料

▶プラネタリウム投映　時間・内容 下
表／世界中で正式名称として使用され
ている小惑星「Funabashi」を今夜の
星空生解説の中で紹介しています
㈯㈰ 内容（約1時間）

11：00～ キッズ
向け

今夜の星空生解説と映像番組
「ミッション！光をとりもどせ～
グランパとゾエの宇宙大作戦～」
11月26日㈯から新番組「彼方
のエイリアン～宇宙人のさが
しかた～」

13：30～、
15：30～

一般
向け

今夜の星空生解説と映像番組
「天球のものがたり」
11月26日㈯から新番組「平原 
綾香 いのちの星の詩 SPECIAL 
EDITION」

※ 開始時刻に遅れると入場できません。㈫～㈮
は20人以上の団体投映可（10日前までに申
し込み）

▶星を見る会　12月3日㈯午後6時
～8時／月、木星、土星の観察／市内
在住の幼児以上（中学生以下は保護者
同伴）／50人（多数は抽選）／11月22
日㈫（必着）までに、はがき（1家族1枚
まで）に代表者の住所・氏名・電話番
号、参加人数（5人以内）を書いて、同館

（〒273-0863東町834）へ（同館ホー
ムページからも申し込み可）※当選者
のみ、はがきで通知

お知らせ
放火に注意！！

　放火は、人通
りが少なく、人
目につきにく
い時間帯、特に
夜間に多く発生しています。
　家の周りに燃えやすいものは置かな
い、ごみは地域のルールを守って出すな
ど、ご近所と声を掛け合い、地域ぐるみ
で放火されない環境をつくりましょう。
問消防局予防課☎435-8651

障害者に準ずる高齢者に
確定申告等の控除認定書を交付

　確定申告等をする際に、障害者手帳
の交付を受けていない人でも、障害者
控除を受けることができる認定書を
12月1日㈭から交付します。
対 次の全てに該当する人○日常生活
に支障がある等の障害者に準ずる状態 
○12月31日現在、市内在住で65歳以
上　申請方法申請書を直接、高齢者福
祉課、船橋駅前総合窓口センター（フェ
イス5階）12番窓口、各出張所・連絡所
へ。同課のみ郵送可（〒273-8501※住
所不要☎436-2352）※本人・親族以外
の申請は委任状が必要。申請書は各申
請場所で配布するほか、市ホームペー
ジ（右コード）からも取り出
せます（オンライン申請可）　
所得控除額下表※確定申告
が必要

区分
特別障害者控除 障害者控除

所得税 市民税・
県民税 所得税 市民税・

県民税
本人★ 40万円 30万円

27万円 26万円同居の
扶養親族 75万円 53万円

★同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ
控除額になります
▪介護保険の認定資料を基に市が認定しま
す。認定書はその年の申告に限り有効です。

経営に役立つ「オンライン省エネセミナー」
～脱炭素経営、何から取り組めばよいのだろう？～

日 12月5日㈪午後1時30分～4時15
分※C

シ ス コ

isco W
ウ ェ ブ エ ッ ク ス

ebex M
ミ ー テ ィ ン グ ス

eetingsを使用　
内 代表的な省エネ技術や最新の省エ
ネポイント、省エネの進め方など　講

（一財）省エネルギーセンター、NPO法
人テクノサポートほか　対 市内の事
業者　申 11月30日㈬までに、講座名、
会社名・住所、参加者全員の氏名（ふり
がな）・電話番号・メールアドレスを書
いて、直接または郵送（必着）でゼロ
カーボンシティ推進室（〒273-8501
※住所不要☎436-2465）
へ※市ホームページ（右
コード）からオンライン
申請可　

言葉は知ってるけど…もっと知り
たい！ あなたの街とLGBTQ

　子どもに「LGBTQって何？」と聞か
れたり、友人からカミングアウトされ
たりしたとき等、LGBTQに関する疑

問に答える講座です。
日 12月17日㈯午前10時30分～正午　
会 中央公民館　講 NPO法人JASH日
本性の健康協会　定 先着30人※保育
あり（1歳以上～就学前。先着6人。12
月8日㈭までに要予約）　申 事前に市
民協働課☎436-2107へ

趣味·教養·学習
児童生徒科学論文・工夫作品展／
社会科作品展 特別賞Web公開

　各作品展で特別賞に選ば
れた作品を市ホームページ

（右コード）で紹介します。
公開期間11月30日㈬まで　問 総合教
育センター☎423-4910

シクラメン展示会
日 11月29日㈫～12
月2日㈮※最終日は正
午まで　会 市役所1階
ロ ビ ー 階 段 ま わ り　
内 市花

か

卉
き

組合員が生
産したシクラメンの展示　問 農水産
課☎436-2490

オンライン市民公開講座「地球温暖化と
将来気候予測～今夏の気候から考える～」

日 11月26日㈯午後2時～3時30分　
会 自宅ほか（Zoomを使用）　講 川瀬
宏明氏（気象庁気象研究所）　対 中学
生以上　定 先着50人　申 11月22日
㈫までに、メールに参加者氏名（ふりが
な）、年代・メールアドレス・Zoom利
用経験の有無を書いて、アースドク
ターふなばし事務局 Eメール toshimi.
abe@nifty.comへ　問 同事務局☎
090-5781-3671

ふなばし楽市
～旬を探そう！スタンプラリー～

　「ふなばし楽市」は、新鮮な魚や野菜、
珍しい食材などがそろう市場での買い
物や食事ができる一般開放日です。当日
は、抽選で市場でのお買物券などのす
てきな景品が当たるスタンプラリーも
実施します。※景品がなくなり次第終了
日 12月3日㈯午前8時30分～11時30
分　会 市地方卸売市場　問 市場総務
課☎424-1151

DVDミニ鑑賞会
『三十四丁目の奇跡』
日 12月8日㈭、20日㈫各午前10時～、
午後2時～（上映時間96分）　会男女共
同参画センター（フェイス5階）　内
ニューヨークの百貨店に雇われた、本物
のサンタクロースを主張する老人が巻
き起こす騒動を描いたクリスマス映画　
対市内在住・在勤・在学の人　定各先着
10人　申 事前に同センター
☎423-0757またはメール

（右コード）から申し込み

クリスマスケーキ作り教室
日 12月10日㈯午前10時～正午　会

安全・安心のまちづくり 船橋警察署☎435-0110
船橋東警察署☎467-0110

▪数字は1月からの累計。（　）内は前年同時期との比。数字は速報値のため、変更される場合があります。

犯罪・
交通事故
情報
4年9月末

犯罪件数

特殊詐欺
（電話de詐欺）

交通事故

空き巣 車上ねらい ひったくり 自動車盗
42（−2） 70（＋5） 9（＋3） 18（−4）

件数 被害額
130（＋35） 2億9404万円（−2342万円）
人身事故（件） 死者（人） 負傷者（人） 物件事故（件）
841（−38） 3（＋1） 977（−26）8843（＋440）

「電話de詐欺に要注意」
〜被害事例を紹介〜 問市民安全推進課☎436-3110

　息子を名乗る者から電話があり「取引先の宛先を間違えて現金500万円を郵
送してしまった。お金が必要なのだが、いくら用意できるか」と聞か
れ、息子の会社の上司を名乗る者に現金300万円を渡してしまった。
▪電話でお金の話が出たら、詐欺を疑いましょう。



　
　　　子ども記者通信

魅力満載の「わくわく市場探検隊」

二和小6年　吉村 喬
きょう

さん

　僕は市地方卸売市場の「わくわく市場探検隊」という見学ツアーに参加しま
した。市地方卸売市場は、東京ドーム2.5個分の広さを誇り、船橋産以外の
農水産物も集まる流通の拠点になっていることが分
かりました。また、マグロの競り場では競りの体験
をしました。新鮮さを保つためスピードが重要にな
り、値付けは口頭ではなく、指で数字を表す「指やり」
という手法を用います。普段とは異なる指の使い方
に、少し戸惑いました。
　冷蔵庫棟では、マグロを保管している冷凍庫に入
りました。マイナス50度に達する室内は、息がまつ
げに触れた瞬間凍ってしまうほどの寒さで、バナナ
でくぎ打ちも体験できました。ほかにも、クイズコー
ナーや魚との記念撮影など、とても勉強になる充実
した見学ツアーでした。新鮮で種類豊富な農水産物
が集まる船橋市民の台所・市地方卸売市場に、皆さ
んもぜひ出掛けてみませんか。

▲�この低温下で管理された
マグロなら、新鮮さも間
違いなし（冷蔵庫棟内で
撮影）

市ホームページ（右コード）で
は、子ども記者の記事を発信しています。ぜひご覧ください。

子ども記者が大活躍！
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　市所蔵作品展は、「船橋の美術」をより広く伝えるため、所蔵作品に焦点を当
て、関連する作家や作品を交えて紹介する展覧会として、年に一度開催してい
ます。今回は、約100年前から現在までの作品を３つの章に分けて展示する
ことで、アートを通じて “過去”に想いをはせ、“現在”を見つめ、さらに “未来”
について考えることができる内容となっています。また、展覧会の期間中は、
アーティストトークなどさまざまなイベントを開催していますので、ぜひ会場
にお越しください。

　磯田長秋（1880-1947）は、�
明治から昭和に活躍した日

本画家。大正11（1922）年に
船橋に移り住み、作品を船橋大
神宮に納めるなど、地域にも足
跡を残しています。また、明治
天皇・昭

しょう

憲
けん

皇太后の一代記を記
した明治神宮外苑聖徳記念絵
画館壁画の制作にも参加しました。展覧会では作者が得意とした歴史的
な出来事、人物を主題とする「歴史画」などを中心に展示し、画業を紹介し
ます。精緻な筆致で描かれ、古典世界に広がる雅

みやび

な雰囲気を感じることが
できる長秋の作品をお楽しみください。

　昔や現在の写真をコラージュ（重ね合わせ）し、一つの平面に時間・空間
を超えたイメージを表現する、“時空写真”の制作を行っています。本展

覧会では、代表作『私の知らない母』を等身大の大型プリントで展示します。

　船橋小創立150周年を記念し、アート
を通じて船橋小と地域の150年の歴史を
振り返ります。現代美術家・笠木絵津子
氏を講師に招き、6年生が制作した “時空
写真”は、私たちに懐かしく、みずみずし
い世界を感じさせてくれます。

〈日時・内容等〉下表　〈会場〉市民ギャラリー　〈定員〉各先着30人　〈申込
み〉11月15日㈫から市民ギャラリー☎420-2111へ

日時（12月） 内容 講師

9日㈮ 14:00～15:00
学芸員2名によるク
ロストーク

市教育委員会文化課学芸員、市教育委
員会郷土資料館学芸員

10日㈯ 14:00～16:00
美術鑑賞講座
「着て、見て、わかる�
磯田長秋の歴史画」

田中潤（学習院大学史料館研究員）

11日㈰ 14:00～16:00

美術フォーラム
「美術×教育：アー
ティストが学校と協
力して出来ること」

秋田美緒（国立西洋美術館学芸課研究
員／元・川口市立アートギャラリー・
アトリア学芸員）、山本雅美（船橋市民
ギャラリーアドバイザー／茂木本家美
術館学芸員）

16日㈮ 14:00～15:00
学芸員によるギャラ
リーツアー 市教育委員会文化課学芸員

17日㈯ 14:00～16:00
アーティストトーク
「アジアの歴史と繋
がる日本の歴史」

笠木絵津子（現代美術家／写真家）、
加藤聖文（歴史学者）
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船橋小学校創立150周年記念アート体験プロジェクト成果展
わたしたちのまちの過去図／未来図
～ “時空写真”を作ろう～

４年度市所蔵作品展

展覧会をより楽しめる関連イベント！

過去・現在・未来、過去・現在・未来、
時をめぐる３つの展覧会時をめぐる３つの展覧会

問市民ギャラリー☎420-2111

           市民文化ホール
窓口・電話は9:00～17:00※毎週㈪休。BAND STANDを除き未就学児の入場不可

のマークは、チケットをインターネット（右下コード）からでも予約・購入できます。電話や
窓口は混雑によりお待たせする場合がありますのでおすすめです。※チケット代のほか、
手数料が必要な場合があります。

オンラインチケットシステムでのご購入は下記で検索！
船橋　文化ホール（きららホール）　チケット 検索

Web
チケ

☎434-5555
（本町2-2-5）

11月17日㈭午前10時から発売開始、窓口発券・発売は翌日午前10時から

好評発売中
      社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーLIVE2022
12月10日㈯午後2時開演　〈出演〉ザ・ニュースペーパー　〈全席指定〉一般4800円

      吉田正記念オーケストラ 元気がでる！ コンサート
5年2月25日㈯午後2時開演

〈出演〉吉田正記念オーケストラ　〈曲目〉ミスターロンリー、
ひまわり ほか　〈全席指定〉一般3000円

      第42回ふなばし市民寄席 柳家喬太郎・桃月庵白酒・桂宮治
三人会
5年1月6日㈮午後1時開演　〈全席指定〉一般3700円

      ニューイヤー・ガラコンサート～船橋ゆかりのソリスト達の響宴～
船橋ゆかりのアーティスト達が華麗な演奏で新年を寿

ことほ

ぎます。
5年1月28日㈯午後2時開演　〈出演〉八木瑛子（フルート）、田辺純一（チェロ）、平田 
幸恵（チェロ）、山下実季奈（チェンバロ）、石丸瞳（ハープ）、関野直樹（ピアノ）、
ガラコンサート・フェスティバルアンサンブル（ストリングス）　〈全席指定〉一般
2500円、高校生以下1000円、ペアチケット4600円

28th BAND STAND FUNABASHI
12月24日㈯午後3時開演

〈出演〉ビッグバンド・バグス、ザ・サードコースト・ジャズ・オーケストラ、船橋ヤン
グ・ジャズバンド　〈ゲスト〉花岡詠二 ディキシー・ランブラーズ、西方正輝（チェ
ロ・トランペット）　〈全席指定〉一般2000円、高校生以下1000円※3歳以上有料
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Web
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Web
チケ

Web
チケ

Web
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市民文化創造館（きらら）
窓口・電話は9：00～20：00※㈯㈰㈷は17：00まで。毎月最終㈪休。

ちょっとよりみちライブを除き未就学児の入場不可

☎423-7261
（本町1-3-1フェイス6F）

好評発売中

ちょっとよりみちライブ（先着250人・入場無料）
グラスハープ＆ギター きらふわコンサート
～魔法のヒーリングサウンド！～
12月15日㈭午後6時30分開演

〈出演〉大橋エリ（グラスハープ）、後藤郁夫（ギター）

令和4年度県民芸術劇場公演
クラリネットと弦楽四重奏で巡る世界の名曲
各国の名曲をクラリネットと弦楽四重奏でお届けします。
5年2月18日㈯午後2時開演

〈出演〉栖
す

関
せ き

志帆（クラリネット）、荒巻美沙子（バイオリン）、下
しもじょう

城瑠
る

五
い

子
こ

（バイオリ
ン）、佐々木真

ま さ

史
し

（ビオラ）、若狭直人（チェロ）　〈全席指定〉一般2000円、高校生以下
1000円、ペアチケット3600円

次田心平 テューバリサイタル
12月17日㈯午後2時開演　〈出演〉次田心平（テューバ）、松下倫士（ピアノ）

〈全席指定〉一般2500円、高校生以下1000円、ペアチケット4600円
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Web
チケ

��笠木絵津子
現代美術家／写真家
兵庫県姫路市出身、千葉市在住

▲�《静御前》昭和18（1943）年、意
お

富
お

比
ひ

神社（船橋
大神宮）蔵

◀�《1936年頃、満洲国撫順市西公園2-6に
て、白い靴下を穿

は
いた12歳頃の母と12歳

の私》平成18（2006）年、作家蔵

◀�講師に指導を受けながら“時空写真”を制作

日時 12月7日㈬～18日㈰午前10時～午後5時※㈮は午後7時まで
会場 市民ギャラリー

過
去

現
在

未
来


