
納期のお知らせ
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●市・県民税（第３期）

●国民健康保険料（第５期）

●介護保険料（第５期）

●後期高齢者医療保険料（第４期）

　　　10月31日（金）

注納期限を過ぎると延滞金がかかります

第26回産業フェスティバル 
第38回農業まつり

10/15
2014( 平成 26年 ) No.1145

市の財政状況

避難者カードを配布します

第３回 観光タウンミーティング

小児の水痘予防接種
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主な内容

第26回産業フェスティバル 
第38回農業まつり

10月25日(土)・26日(日)同時開催
　市内の事業所の製品・商品や鎌ケ谷市ふるさと産品の展示・即売、鎌ケ谷産農産物の販

売など、さまざまな楽しいイベントが開催されます。

時10月25日（土）・26日（日）10時〜16時所福太郎アリーナ※駐車場が混み合うため、

無料送迎バスの利用にご協力ください。　　　　　 新鎌ケ谷駅南口交通広場（イオン鎌ケ

谷ショッピングセンター前ロータリー）⇔福太郎アリーナ直通（発車時刻は下表参照）

10月25日(土)・26日(日)同時開催

　市では、子どもたちの下校時間に合わせて「子どもの見

守り放送」を行っています。

　市民の皆さんには、子どもたちを事件・事故から守るた

め、下校時刻に合わせた通学路の散歩など、日常生活の中

で気軽に行えることで、子どもたちの見守りにご協力をお

願いします。

　　　（月）〜（金）（（祝）、春・夏・冬休みを除く）

問安全対策課（内）257

防災行政無線による

「子どもの見守り放送」を実施しています

　10月15日までとなっていた申請期限を、11月17日

（月）まで延長します。

　まだ申請がお済みでない人は、忘れずに申請しましょう。

問市臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給事業

推進本部（専用ダイヤル）☎0570・064・854

11 月 17日（月）まで申請期限を延長します
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

納付は「口座振替」で
納め忘れもなくなり便利

!!

　あなたの指定する預・貯金口座から、

市税・国民健康保険料・後期高齢者医

療保険料・介護保険料を納期限の日に

自動的に引き落として納付することが

できます。

　なお、年金から特別徴収される市・

県民税、介護保険料は、口座振替に変更

することはできません。

申し込み

所取扱金融機関、郵便局または市役所

の各担当課窓口

持●預・貯金通帳または口座番号の分

かるもの●通帳の届出印●納税（入）通

知書

　　口座振替を希望する納期限の２カ

月前（ペイジー口座振替受付サービス

の場合は１カ月前）まで

※市内の金融機関、郵便局には申込用

紙が備えてあります

ペイジー口座振替受付サービス

　市役所の窓口では、キャッシュカー

ドを使って口座振替の申し込みができ

ます（届出印不要）。

注●利用できるキャッシュカードは、

窓口へお越しになった本人名義のもの

です（磁気ストライプのないキャッ

シュカード、代理人カードは不可）●利

用の際は暗証番号が必要です

　　　問●市税＝収税課（市役所２階）

（内）369・370●国民健康保険料＝

保険年金課（市役所１階）（内）225・

228・229●後期高齢者医療保険料＝

保険年金課（内）262・263●介護保

険料＝高齢者支援課（総合福祉保険セ

ンター２階）（内）723・744

産業フェスティバル

農業まつり

※道路状況などにより多少の遅れが生じる

場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい

注当日は、福太郎アリーナ前の道路の混雑

が予想されますので、ご注意ください

問●産業フェスティバル＝産業フェスティ

バル実行委員会（鎌ケ谷市商工会）☎443・

5565

●農業まつり＝農業まつり実行委員会（農

業振興課内）（内）245

無料送迎バス

放送日

担当課

納期限

期限

○○銀行ストップ !ストップ !

ＡＴＭ
振り込め詐欺

　市役所からの還付は、絶対に
ＡＴＭは使いません。
　不審に思ったら、必ず市役所
に確認しましょう。

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/

毎月 1 日・15日

鎌ケ谷市 〒273-0195鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 047・445・1141(代表) 047・445・1400

〕在現13.8.62〔）56＋比月前（帯世927,64数帯世/人152,55女 人335,45男/）32＋比月前（人487,901住民基本台帳人口

編集・発行 FAX URL所 ☎

発行日
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　市の財政状況が健康かどうかを示す、25年度決算における主な財政指標です。

※全国比較においては、25年度の決算データが未集計であるため24年度決算データの全国平均と比較してみました。

　財政力指数とは、標準的な行政サービスをするた

めのお金を自ら賄える割合をいい、この数値が大き

いほど、財源に余裕があることを示し、指数が1を

超えると普通交付税の不交付団体となります。

　本市の財政力指数は、１を下回るため普通交付税

が交付されています。

　25年度の市の財政力指数は、0.75です。

財政の健康診断

診断項目

診断項目

診断項目

財政力指数

財政力指数

※24年度の財政力指数は、全国平均より高い状況にあります（上位20％以内）

※24年度の実質公債費率は、全国平均よりも良い状況にあります（上位10％以内）

診断結果

健康

24年度決算 24年度決算

24年度決算

鎌ケ谷市 全国平均

0.76 0.49

順位(1,743団体中）

良い方から326番目

鎌ケ谷市 全国平均

4.1% 9.2%

順位(1,743団体中）

良い方から143番目

　実質公債費比率とは、年間の収入に対する借金返

済の大きさを示すもので、小さいほど財政に余裕が

あるといえます。

　一般の家庭に例えると、年収に対する住宅ローン

の返済の割合を表したものと似ています。

　25年度の市の実質公債費比率は、2.7％です

実質公債費比率

実質公債費比率 将来負担比率

診断結果

健康

※24年度の将来負担比率は、全国平均よりも良い状況にあります（上位30％以内）

鎌ケ谷市 全国平均

0.7% 60%

順位(1,743団体中）

良い方から499番目

　将来負担比率とは、年間の収入に対する借金の占

める割合をいい、低いほど財政的に余裕があるとい

えます。

　一般の家庭に例えると、住宅ローンの残高が年収

の何倍になるか表したものと似ています。

　25年度の市の将来負担比率は、7.7％です。

将来負担比率

診断結果

健康

鎌ケ谷市

全国平均

問

内
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振り込め詐欺に注意！「すぐにお金が必要だ」そんな電話があったら
振り込め詐欺相談専用ダイヤル ☎0120・494・506に相談を！

健康診断結果 鎌ケ谷市は全ての指標で全国平均を上回り健康な状況

※外にいくほど健康であることを

示します
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避難者カードを配布します
いざという時に備えて必要事項を記入しておきましょう

  26年度鎌ケ谷市自主防災組織連絡協議会事業として、各自主

防災会・自治会が11月から12月にかけて各家庭に避難者カー

ドを配布します。

　避難者カードはいざというときに備えて、事前に必要事項を

記入し、すぐに持ち出せるよう分かりやすい場所に保管してお

きましょう。

　なお、避難者カードは、安全対策課（市役所１階）および学習セ

ンター（各公民館）でも配布します。

避難者カードとは
　避難所に避難した人が、避難所での生活支援を受けるために

必要となる避難者情報を記入する書式（カード）のことで、避難

所の受け付けで記入・提出するものです。

　このカードをあらかじめ配布し、各家庭で必要事項を記入・

保管してもらうことで、

避難所での混乱・混雑の

防止や、避難所運営にお

ける避難者の把握などに

役立てるものです。

問安全対策課（内）257・

583

市総合防災訓練での避難所受け付けの様子

2014 年（平成26 年）10月 15 日 市政情報 2



基金全体および財政調整基金の推移

19年度末

20年度末

21年度末

22年度末

23年度末

24年度末

25年度末

778,422

1,290,903

1,400,985

1,707,755

2,234,588

2,596,072

3,663,114

881,024

1,533,173

1,794,055

3,046,977

3,940,453

5,032,110

6,597,257

基金全体 財政調整基金

19年度末

20年度末

21年度末

22年度末

23年度末

24年度末

25年度末

7,609,898

8,158,636

9,100,505

10,689,857

12,021,924

13,317,271

14,576,514

12,443,063

11,859,045

11,690,128

11,189,430

11,081,804

11,527,468

13,928,921

23,700,464

23,288,060

23,671,410

24,362,255

25,183,714

26,516,082

29,762,805

地方債全体 臨時財政対策債事業債

（単位：千円）

　市では、市民の皆さんからお預かりした税金を「子どもからお年寄りまで、ずっと住み続けたい街」を実現するための街づくりに使っています。

今回は、市の財政状況について、貯金（基金）、借金（地方債）、財政指標などを用いて分かりやすく説明します。

　市の貯金は、基金といいます。基金には、財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金などさまざまな種類があります。「財政調整基金」は、予期し得ない

災害、経済状況の悪化などによる突然の減収などを想定して、将来のために準備している貯金です。「減債基金」は、将来の借金の返済を計画的に行うため

に準備している貯金です。「公共施設整備基金」は、公園、学校、公民館などの公共施設の整備を図るために準備している貯金です。

　財政調整基金を含めた市の貯金全体は25年度末残高で、過去最高の約66億円あります。

　なお、財政調整基金の25年度末残高は約37億円です（国から26年度分として先に交

付された約8億円を含む）。

問財政室（内）317・318

市の貯金（基金）について

　市の借金は、地方債といいます。地方債は、公園や道路の整備、学校の耐震化など大きなお金が掛かる事業に活用するもので、全国全ての市町村が活用

しています。

市の借金（地方債）について

貯金はいくらあるの？

　財政調整基金は、毎年度予算に繰り入れて活用しています。26年度においても、約20

億円を活用する予定です。

　なお、貯金の活用は、予算編成上どこの市町村も同様に行っています。

貯金（財政調整基金）はいつ活用しているの？

　市では、将来に備えて計画的な積み立てを行っているほか、活用した貯金についても、

決算が確定した段階で、余ったお金を毎年度貯金に戻しています。

　この結果、市の貯金残高は20年度から増加しています。

　なお、20億円の内訳は、国からの交付金分（約8億円）を含んでいることから、通常の

貯金からの活用は約12億円です。

貯金（財政調整基金）を約20億円も使って大丈夫なの？

　借金の目的は主に２つあります。

①家計の住宅ローンと同じように、毎年度の財政負担のバランスを取るため

です。

②道路や公園など将来にわたって使うものは、将来の市民にも負担してもら

うことが公平と考えられ、借金をすることにより、世代間の負担の公平を図

るためです。

　18年度に北海道夕張市が財政破綻したことをきっかけに、国で

は、市町村が借金をし過ぎないように、「実質公債費比率」および「将

来負担比率」の２つの基準を設けました。また各比率について国でイ

エローカード（早期健全化基準）、レッドカード（財政再生基準）の基

準を設けています。

　本市においては現在、どちらの基準も大幅に下回っており、借金の

額は全く問題がない状況です（2ページ参照）。

※本市の地方債全体の残高が増えているのは、国の厳しい財政事業により臨

時財政対策債が増えているためであり、本来の意味の本市の借金である事業

債は、適正な水準で推移しているといえます

どうして借金をするの？ 借金はしすぎていないの？

　借金の25年度末残高は、約298億円です。その使い道は、道路や公園の整

備事業、小・中学校の耐震化事業、給食センター建て替え事業などです。

　また、本来、国が市町村に現金で交付すべき地方交付税について、市町村が

代わりに借金をして賄う「臨時財政対策債」もあります。臨時財政対策債の返

済のためのお金は将来国から交付される地方交付税で補填（ほてん）される

ため、「地方交付税」の代わりのものといえます（国が市町村に借金させ、返済

のお金を国が市町村に支払うものです）。

今までいくら借りて、何に使ってきたの？

　地方交付税とは、全国どこに住んでいる人にも標準的な行政サービスを提

供できるように、国が市町村の財源を保証する制度です。

　本来、地方の税収とすべき財源を国が代わって徴収し、全国の市町村に再

分配して、地方税と同じく使い道を自由に決めることができます。

　なお、全国のほとんどの市町村が地方交付税の交付を受けています。

地方交付税ってなに？

　道路などを整備するためにした借金（事業債）は、23年度末までは減って

いましたが、24年度以降については、古くなった給食センターの建て替えや

小・中学校の耐震化など多くの事業に活用した結果、事業債は若干増加して

います。

借金は増えているの？減っているの？

　毎年度の決算は黒字であり、赤字となったことは昭和45年の市制施行以来一度もなく、貯金ができています。

　また、年度途中で資金が不足し、銀行などから一時的な借金（一時借入）をしたこともありません。

赤字になったことはあるの？

実質公債費比率

将来負担比率

25年度決算

2.7%

7.7%

イエローカード（注意）

25.0%超

350.0%超

レッドカード（危険）

35.0%超

地方債残高 （単位：千円）

※

※将来負担比率のレッドカード（危険）基準はありません

～財政状況を分かりやすく説明します～市の財政状況
2014 年（平成26 年）10月 15 日市政情報3



国勢調査の調査員を募集します

25 年度の進捗状況
みんなで考え、実行する 鎌ケ谷市行財政改革推進プラン

　市の財政状況は現在、健全な状況ですが、少子高齢化の影響など

により、今後、税収が減る一方で、福祉や医療に要する経費などは

増加していくことが予測されます。

　これに対応するため、市では23〜27年度を計画期間とする

『〜みんなで考え、実行する〜「鎌ケ谷市行財政改革推進プラ

ン」』に基づき行財政改革に取り組んでいます。

数値目標の状況

　計画に掲げた数値目標の25年度（単年度）の状況は次のとおり

で、「市全体の債務残高」以外は目標を達成しています。

※市全体の債務残高の状況については、計画策定時に予定してい

なかった子どもの安全確保のための小・中学校耐震事業を前倒し

し、全ての耐震工事を終了したことなどから、目標数値を超えてい

ますが、後年度、交付税措置される事業を優先的に選択しており、実

質的には市の負担は抑制されています

23〜25年度の状況

　計画に掲げた5つの数値目標のうち、「行財政改革効果額」につい

ては、23〜25年度の実績を累計すると約３億3,000万円で、計画

全体（５年間）の目標額である５億5,000万円以上に対して、約

59.7％の達成状況となっており、３年間の実績としては順調に推

移していると考えられます。

　そのほかの４つの数値目標（経常収支比率、財政調整基金残高、市

全体の債務残高、財政健全化判断比率）については、23・24年度は

全て目標を達成しており、25年度は、小・中学校の耐震工事の前倒

しなどにより増加した市全体の債務残高（表1④）のみを除いて目

標を達成している状況です。

問行財政改革推進室（内）343

鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュニティセンター

指定管理者の募集
　　鎌ケ谷市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例に

基づく業務

　　鎌ケ谷市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の

趣旨を理解し、目的を満たすことのできる法人・団体

　　27年4月1日〜32年3月31日

●鎌ケ谷コミュニティセンター（鎌ケ谷１ -６ -８）＝鉄骨造地上２

階・延床面積約360㎡

●南初富コミュニティセンター（東初富４ -１ -25）＝鉄骨造地上２

階・延床面積約359㎡

●道野辺中央コミュニティセンター（道野辺中央２ -６ -27）＝鉄骨

造地上２階・延床面積約437㎡

　　　　　　10月23日（木）まで、市民活動推進課（市役所１階）

申10月27日（月）〜11月4日（火）、市民活動推進課に持参

問市民活動推進課（内）239

品物の交渉は当事者間で

行い、交渉が成立したらク

リーン推進課（内）236へ

　来年10月１日を基準に国勢調査が実施されます。

　国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象に、日本の

人口や世帯の姿などを明らかにする最も重要な統計調査です。

　市では、この調査の実施に向け調査員を募集します。

　　　　原則として20歳以上（税務・選挙・警察関係者を除く）

で、次の業務ができる人

　　27年８月から10月までに●各種説明会への出席●担当

地域の確認●調査についての説明と調査書類の配布●調査票の

回収●調査票の整理と提出

　　　　　１または２調査区

※１調査区はおおむね70世帯（調査区により異なる）で、担当

調査区は市で指定します

　　国の基準による

申市ホームページおよび行政室（市役所3階）

で配布している「調査員登録申込書」に記入し

て行政室へ持参

問行政室（内）331・332

ベビーゲート

取りに来られる人に無料で。

問トミヤマ☎070・6400・

4303

ライティングデスク・本棚

取りに来られる人に無料で。

問進士☎446・7866

リサイクル
情報

ゆずります

　税金や国民健康保険料などの納め忘れのある

人を対象に、実施します。

時10月26日（日）9時〜16時所保険年金課（市

役所1階）

●固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市･県民

税、法人市民税=収税課

●国民健康保険料=保険年金課

●保育料=保育支援室

●介護保険料=高齢者支援課

●下水道受益者負担金、下水道使用料=下水道課

問収税課（内）376

休日合同納付相談会
納め忘れはありませんか？

対象税金･料金 担当課

時
10

29

水
13

30

14

30

13

所問

内
704

26

資格

業務

期間

対象施設

募集要項の配布

（通常の収入で通常の支出

をどの程度賄えるか）

① 行財政改革効果額

表１ 数値目標と実績

8,420万円
約1億400万円
（表2参照）

達成

達成

達成

※

達成

95％未満 91.8%

17億円以上 約36億円

386億円未満 約400億円

早期健全化

基準未満

早期健全化

基準未満

（生み出した財源）

② 経常収支比率

③ 財政調整基金残高

④ 市全体の債務残高

⑤ 財政健全化判断比率

（借金）

（国の定める基準）

（貯金）

項目 目標 実績 状況

表2 行財政改革効果額の内訳 （金額は概算）

市税の収納率向上 8,450万円

290万円

150万円

320万円

1,200万円

自動販売機設置事業者の入札

公共施設のネーミングライツ

委託料の抑制

人件費の削減

項目 効果額

（給与の適正化や定員管理の徹底など）

業務

報酬

応募資格

担当調査区

2014 年（平成26 年）10月 15 日 お知らせ 4



図書館に足を運んでみませんか？
皆さんの読書活動を応援！

市内ではビャクシン属の植栽は禁止されています
名産の梨を赤星病から守りましょう

市内農産物の放射性物質検査
検査結果は安全鎌ケ谷総合病院運営協議会委員の募集

問　　図書館☎443・4946　　

　市民の皆さんの読書活動を応援するため、さまざまなサービスを

行っています。

　読書週間に合わせ、図書館に足を運んでみませんか。

本の検索・予約
インターネットによる検索・予約

　図書館のホームページから本の予約や検索ができます。また、予約

した資料の準備ができたことをＥメールでお知らせします。

　イベント情報や展示の一覧も掲載しています。

●パソコン用＝ｕhttp://www.library-kamagaya-chiba.jp/

●携帯電話用＝ｕhttp://www.library-kamagaya-chiba.jp/i/

注予約にはパスワード（事前登録）が必要です

電話予約が可能に

　所蔵している本の電話予約ができるようになりました。用意できま

したら電話で連絡します。

コンシェルジュサービス（本の相談）
　スカーフを着用したコンシェルジュが、本の相談だけでなく施設・

イベント内容など、図書館の案内もしています。調べ物の相談は、レ

ファレンスカウンターで行っています。

ＣＤ・ＤＶＤの貸し出し
　東部分館所蔵の視聴覚資料は１人２点まで２週間借りられます。

県内図書館との相互貸借
　探している本が市の図書館にない場合、県内の図書館で所蔵してい

れば、そこから借りて利用することができます。本館カウンターにお

気軽にご相談ください。

注相手館の事情により借りられない場合もあります

大学付属図書館との利用提携
　千葉商科大学付属図書館と本の閲覧についての利用提携をしてい

ます。詳しくは本館カウンターにご相談ください。

　地域医療の中核を担う鎌ケ谷総合病院の運営に、市民や市内の医

療機関などの意見を反映させるため、鎌ケ谷総合病院運営協議会を

設置しています。この協議会の委員を募集します。

　　　　市内在住で20歳以上の人　　　　２人

　　　　10月31日（金）までに、鎌ケ谷総合病院についての意見

や考え（800字以内、様式自由）に住所・氏名・生年月日・電話番

号を記入して健康増進課（総合福祉保健センター１階）へ持参／郵

送（〒273-0195）

問健康増進課（内）728

　市では、「ブドウ」（８月19日）、「サツマイモ」（26日）、「ゴーヤ」（９月１

日）、「イチジク」（10日）について、農産物の放射性物質検査を実施しまし

た。結果は、放射性セシウム134・137ともに「検出せず」でした。

　また、県で実施した「キュウリ」（９月９日）の検査結果も、放射性セシ

ウム134・137ともに「検出せず」でした。

※詳しくは、市のホームページ「市内農産物の放射性物質の分析結果に

ついて」をご覧ください

問農業振興課（内）243・259

第３回 観光タウンミーティング
みんなでつくる「にぎわう鎌ケ谷」

　市の魅力を向上させ、たくさんの人が訪れるまちを目指し策定した「鎌

ケ谷市観光ビジョン」に基づいた観光振興策を進めるに当たり、皆さんか

らアイデアをいただくために、タウンミーティングを実施します。

内●講演●グループディスカッション時11月16日（日）13時〜16

時所中央公民館学習室1定40人（多数抽選）申11月7日（金）必着で、

「観光タウンミーティング」、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号

と返信あて先を記入して、商工振興課あてに往復はがきで郵送

（〒273-0195）／ｆ445・1400 ／ｍsyoukou3@city.kamagaya.

chiba.jp

問商工振興課（内）282

　本市は、県下屈指の梨の産地として知られ、品質も栽培農家の努力に

より全国的に高い評価を得ています。しかし、梨は病害虫に弱く、特に

赤星病が発生すると壊滅的被害を受けてしまいます。

　このため、市では「鎌ケ谷市なし赤星病防止条例」で、赤星病を媒介す

るビャクシン属の植栽・保有を禁止しています。市民の皆さんのご理

解とご協力をお願いします。

赤星病とは？
　ハイスギ・カイヅカイブキ・玉イブキ・シンパク・スカイロケット

などのビャクシン属が媒介する赤星病菌により発生する病気で、これ

本を借りるには利用者カードが必要

　利用者カードを作るには図書館にある「利用者登録申込書」に記入

し、住所の確認ができる運転免許証・学生証・保険証など（市内在勤・

在学の人は在勤・在学を証明するもの）を窓口に提示してください。

図書館からのお願い

●図書館の本は大切に扱ってください●館内では、携帯電話の利用

はご遠慮ください●館内は飲食禁止です●返却期限は守りましょ

う。次に待っている人がいます

臨時休館のおしらせ
　図書館および各分館（東部・西部分館を除く）は、11月10日（月）

から18日（火）まで、蔵書点検などのため休館となります。

　この期間中に本を返却する場合は、本館の返却ポストをご利用く

ださい。

　図書館では読書週間にちなみ、さまざまな講座・イベントなど

を行っています。詳しくは、広報紙や市ホームページなどでお知ら

せしていますので、ぜひご参加ください。

10月27日（月）～ 11月９日（日）は第68回読書週間

今年の標語は「めくる めぐる本の世界」

らの木が梨園の半径約２ｋｍ以内にあると、必ず

といって良いほど発生するといわれる病気です。

　近年人気のある「コニファー」にもビャクシン属

がありますので、植える前に確認をお願いします。

問農業振興課（内）245・259
カイヅカイブキ

５つの分館をご利用ください
●東部分館（東部学習センター内）☎441・0213

●北部分館（北部公民館内）☎446・1076（呼）

●西部分館（くぬぎ山コミュニティセンター内）☎047・389・

1401（呼）

●南部分館（南部公民館内）☎446・3031（呼）

●東初富分館（東初富公民館内）☎442・5001

本館・東部分館の夜間利用

　本館・東部分館は９時〜20時まで利用できます（（日）・（祝）は17

時まで）

予約

応募資格 募集人数

応募方法

2014 年（平成26 年）10月 15 日お知らせ5



地域づくりコーディネーター養成講座 2014
地域の課題解決に必要なスキルを身に付ける

地域づくりコーディネーターとは？
　地域貢献に関心のある人々を「見つけ」、声を「聞き」「繋いで」、

そして課題解決へと「導く」人材です。

　昨年度好評だった同講座の趣旨を引き継ぎ、今年度は３回の講座

を開催します。

　第１回は「会議の仕方と場づくり」をテーマに実施します。市民活

動における会議やミーティングなどで「みんなで納得して意思決定

すること」は重要なポイントです。会議やミーティングを民主的に行

い、会議のメンバーの参加意識や組織の雰囲気を活性化させる「場づ

くり」の手法を、初めての人にも分かりやすく伝えます。

対市民活動・地域貢献に興味・関心のある人

時11月３日（月）13時30分から（第１回）

※第２回『情報講座（前篇）情報収集術「知る力」』は12月ごろ、第３

回『情報講座（後篇）情報発信術「伝える力」』は27年２月ごろを予定

所まなびぃプラザ研修室１師NPO法人れんげ舎 代表理事の長田

英史さん定60人保未就学児各講座５人まで。実施日の1週間前ま

でに要申込他３回全て参加した人に修了証をお渡しします

申住所・氏名（ふりがな）・電話番号と、保育希望者は子どもの氏名

（ふりがな）・生年月日を記入して、市民活動推進センターあてに

ｆ401・0892 ／ｍsikatu@city.kamagaya.chiba.jpまたは

☎401・0891

問市民活動推進課（内）205
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　　社会福祉課（総合福祉保健センター４階）、学習センター（各

公民館）ほか

　　　　27年３月31日（火）まで

　　　　9月30日現在 3,933万6,293円（697件）

　社会福祉課（内）704・705

東日本大震災の義援金を受け付けています

服
装

問

受付

受付期間

受付状況

服
装
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さ

健康ボード 申問あて先の記載のないものは

健康増進課

　すこやかクッキング

Ⅲカロリーコントロール

管理栄養士の講話とミニクッキ

ング。時12月２日（火）10時〜

12時所総合福祉保健センター

３階定30人持筆記用具・エプ

ロン・三角巾・布巾保未就学児

５人まで。保険代など自己負担。

11月18日（火）までに要申込

申（内）733

健康づくり料理教室

内時①野菜たっぷり料理「スペ

イン風オムレツ」（生活習慣病予

防について）＝11月７日（金）

②簡単・スピード料理「生鮭と

キャベツの炒め煮」（調理の基礎

について）＝11月 18日（火）、

各10時〜14時所総合福祉保

健センター３階定各30人費各

300円持筆記用具・エプロン・

三角巾・布巾・みそ汁50cc程

度（塩分濃度測定を実施）保②の

み未就学児７人まで。保険代実

費負担。11月7日（金）までに要

申 込師ヘ ル ス メ イ ト申（内）

733

妊婦歯科健康診査

子ども連れでもお気軽に

妊娠中に１回は歯科健診を受け

ましょう。妊婦の歯周病は、早産

と低体重児出産のリスクを高め

ます。対妊娠中の人内①第一子

を妊娠中の人＝むし歯予測テス

ト・ブラッシング実習・歯科健

診・結果説明②第二子以降を妊

娠中の人＝歯科健診・結果説明

　　　　11月13日 (木)①＝

13時〜13時10分②＝13時〜

13時30分所総合福祉保健セン

ター３階持母子健康手帳申(内)

734

地区健康相談・地区成人健康相談

身体計測・血圧測定・尿検査と、

助産師・保健師・栄養士・歯科

衛生士による個別相談。　　　10

月 29 日（水）10 時〜11 時 30

分所東部学習センター持母子健

康手帳（乳幼児の場合）・健康手

帳（お持ちの場合）・歯ブラシ（歯

みがき指導を希望の場合）申（内）

735

プレママ教室Ｂ

妊娠７・８カ月ごろの初めてお

母さんになる人（第２子以降は

要相談）　　　 11月14日（金）

９時〜９時15分所総合福祉保

健センター３階申10月28日

（火）までに（内）736

「きらり鎌ケ谷体操」出張講習

市民の歌「きらり鎌ケ谷」に動き

を付け、誰でも楽しく運動がで

きるよう、指導者がボランティ

アで「きらり鎌ケ谷体操」を普及

させています。希望する自治会・

サークルなどの団体へ出張し、

講習をします。申（内）732

50・60歳代のための口から

はじめるアンチエイジング講座

顔の筋肉の働きについて学び、

そのトレーニングや、口の正し

い手入れの方法について実習し

ます。対50・60歳代の人時10

月24日（金）、11月21日（金）、

12月15日（月）、27年１月14

日（水）、２月23日（月）各14時〜

15時30分所総合福祉保健セ

ンター３階申10月23日（木）ま

でに（内）734

セミナー「ストップ糖尿病」

糖尿病にならない・悪化させな

いための、医師による講話など。

時11月13日（木）13時（12時

30分から受け付け）〜15時所総

合福祉保健センター６階定100

人保未就学児５人まで。保険代

など自己負担。10月30日（木）

までに要申込申（内）733

（原則として１日か15日）　 そのほか掲載について不明な点は広報広聴室(内)349へ

会 員 募 集
はづきの会 水曜教室
日本画・水彩画。時第２・４（水）13時〜17

時所北中沢コミュニティセンター定若干名

入 1,000円 月 1,000円 申 久 保 田☎445・

4066

墨翠会
水墨画。対成人時第１・3（土）12時〜15時

所中央公民館定若干名月2,000円申野上☎

443・2257

すみれクラブ
卓球。ダブルスの試合が中心。対成人時毎週

（土）９時15分〜12時15分所第二中学校

コミュニティルーム定若干名入 500 円

年7,000円申９時〜10時または20時〜21

掲載のきまり

伝言板
　会員募集は年１回、催しは年６回まで掲載可　 市内公共施設を会場とするものは各施設へ　 締め切りは発行日の１カ月半前

時に澤田☎442・5464

ペア・ブロッサム
朗読・発声。時第３（土）10時〜12時所北中沢

コミュニティセンター定５人入500円月500

円申木村☎442・7737／ｆ446・5471

蘭の會
水彩色鉛筆画の基礎から応用まで。時第３

（水）13 時 30 分〜15 時 30 分所北 中 沢 コ

ミュニティセンター定５人入500円月500

円費200円申木村☎442・7737

フラワーアレンジメント体験学習
対成人時10月27日（月）13時〜14時所中

央公民館定10人（申込先着順）費2,000円

（花代など）申カトレヤの会 矢橋☎070・

5519・1714

陳式太極拳 無料体験講習会
時11月１日・８日各（土）18時30分〜19

時 30分所鎌ケ谷中学校体育館持上履き

問鎌ケ谷太極拳クラブ 佐藤☎080・5542・

4980

インディアカ無料体験教室
対中学生以上時10月19日、11月16日各

（日）10時〜12時所道野辺小学校体育館

費保険代50円持スポーツシューズ問鎌ケ谷

市インディアカ協会 森川☎444・3122

デジタル一眼レフカメラ受講者作品展
時11月２日（日）〜15日（土）９時〜21時

所まなびぃプラザ問NPO法人かまがや地域

情報の窓 川俣☎412・2580

催 し など

健康だより 大人のむし歯予防「歯根面むし歯」を防ぐ
大人のむし歯の特徴

　大人は子どもに比べて「歯の根

元の露出」「唾液の減少」が顕著で

あることなどを原因として、歯の

根元のむし歯（歯根面（しこんめ

ん）むし歯）ができやすいものです。

　歯根面は、酸への抵抗性が弱い

象牙質であるため、むし歯が進行

しやすく、放っておくと歯が折れ

てしまいます。

食後に必ず歯を磨いて、口の中を清潔に

　食後の歯磨きが大切です。ま

た、お酒を飲んだまま寝てしまう

とむし歯が多発する原因になる

ので、気を付けましょう。

歯根面の強化に、フッ化物を　
　酸に弱い歯根面を守るために、

フッ化物入りの歯磨き剤を上手

に使うことが大切です。使い方の

手順は、次のとおりです。

●ブラシだけでしっかり磨いて

歯垢を落とす●よく口をゆすぐ

●フッ化物入り歯みがき剤を歯

ブラシに２センチ程度付けて全

体を磨く●おちょこ１杯分の水

をふくんでうがいを１回する●

その後は30分間飲食しない

歯磨き剤のフッ化物表示

「NaF」「MFP」「SnF 」

健康増進課

通知内容の確認を

小児の水痘予防接種
　水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、発熱と全身に強

いかゆみを伴う発疹ができるのが特徴です。感染力が強く、子ど

もがかかりやすい病気ですので、対象の人は接種を受けるように

しましょう。

対水痘にかかったことがない子どもで次のいずれかに該当する人

１歳～３歳未満

　6カ月から１年の間隔をおいて２回接種

※水痘ワクチンを接種済みの場合●１回接種済み＝２回目を接種

●２回接種済み＝接種不要

３歳～５歳未満で水痘ワクチン未接種

　27年３月31日までに１回接種

市独自の特例

　21年４月２日以降生まれで、接種日に満５歳の子どもも対象とな

ります。

　対象年齢の人には9月末に通知をしましたので、内容を早めにご

確認ください。通知が届いていない場合や、転入した場合はお問い

合わせください。

問健康増進課（内）729・730

２

受け付け

受け付け

受け付け
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対＝対象 時＝日時 所＝場所 内＝内容 定＝定員 入＝入会金　年＝年会費　月＝月会費  費＝費用 師＝講師 持＝持ち物 保＝保育 他＝そのほか

注＝注意 申＝申し込み 問＝問い合わせ さ＝「さわやかまなびぃ 100」対象事業　※原則として費用の記載のないものは無料です



　昨年に引き続き、今年も消防広場と同時開催します。ご家族そろって遊びに来てくださいね！

時11月１日（土）10時〜14時（荒天時は２日（日））

所新鎌ケ谷駅南口駅前広場（右図参照）

しんかま秋まつり

　地元新鮮農産物の直売・しんかま汁販売・鎌ケ谷高校料理研究

部による出店・音楽演奏やダンスなどの演目・昔の遊び体験・ス

トリートテニス など。

消防広場

　水消火器による消火体験・はしご車展示 など。

注会場には駐車場がないため、車でお越しの人は市役所駐車場を

しんかま秋まつり２０１４&消防広場
各種出店や楽しい催し物がもりだくさん

北総線
新京成線

交番

まつり
会場武

東

線
田
野

駅
谷
ケ
鎌
新

場
広
前
駅
口
北

り
通
鎌
新

　今年こそはパソコンで年賀状を作ってみたい人の

ための講座です。

対簡単な文字入力、マウス操作ができる、市内在

住・在勤で20歳以上の人

　　　＝11 月 10 日（月）　＝11 月 11 日（火）　

　＝11月13日（木）　＝11月14日（金）（講座名

先頭のアルファベットは申込記号）

所まなびぃプラザ３階研修室2

時13時30分〜16時30分

定26人（多数抽選）費500円（テキスト代など）

注駐車場の台数が限られているため、公共交通機

関をご利用ください

申10月21日（火）必着までに、往復はがきに住所

（在勤の場合は勤務先）・氏名（ふりがな）・電話番

号・希望する講座の申込記号（第２希望まで）と返

信あて先を記入して、まなびぃプラザ「パソコン講

座」係（〒273-0101富岡2-6-1）あてに郵送ま

たは、返信用はがきをまなびぃプラザへ持参

問まなびぃプラザ☎446・1111

まなびぃパソコン講座
楽しい年賀状づくり

第７期さ

コミセン・公民館のおまつり
地域住民との出会いとふれあいの場

やまざきれいこ シャンソン＆トーク
男女共同参画事業（男女がイキイキと暮らせる社会づくりに向けて）

鎌ケ谷コミセンまつり
　サークルの発表会、展示、模擬店など。

時10月26日（日）10時〜15時所鎌ケ谷コミュニティセンター問鎌ケ谷

コミュニティセンター☎444・4293

北中沢コミセンまつり
　サークルの発表会・作品展示会・模擬店・バザー・抽選会など。

時11月１日（土）10時〜16時所北中沢コミュニティセンター問北中沢

コミュニティセンター☎442・2011

第30回 北部ふれあいまつり
　サークルの日頃の学習成果を発表します。

時11月２日（日）10時〜15時所北部公民館内●発表＝吹奏楽などの演

奏・歌唱・体操・ダンスなど●展示＝書道作品・水墨画・菊花、地区社会

福祉協議会パネル展示など●販売・模擬店＝手作り小物・焼きそば・フ

ランクフルト・おでんなど●健康相

談＝血圧・握力測定 など

注●内容は変更となる場合があります

●駐車場の台数が限られているため、な

るべく公共交通機関をご利用ください

問北部公民館☎446・1076

　11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間中です。

シャンソンを通して自分なりの生き方を見つめ直してみませんか？

時11月16日（日）14時〜16時（13時30分開場）

所きらりホール定500人（申込先着順）　　シャンソン歌手のやまざきれいこ

南部シルバーセミナー ニュースポーツ講座
高齢者向けの軽いスポーツ

時内所下表参照（天候により内容を変更する場合あり）

対60歳以上で５km程度のウォーキングに自信があり、全４回受講

できる人定32人（申込先着順)費保険代120円、交通費自己負担

申南部公民館☎446・3031

さ

さん保未就学児５人まで。10月31日（金）までに要申込

申男女共同参画推進センター☎401・0891または、住

所・氏名（ふりがな）・年代・電話番号と、保育申込者は

子どもの氏名（ふりがな）・生年月日を記入してｆ401・

0892／ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp

問男女共同参画室（内）344

10月28日(火）

13時30分〜15時30分

11月4日(火）

12時30分〜16時

11月18日(火）

13時30分〜15時30分

12月2日(火）

13時30分〜15時30分

開講式 南部公民館大集会室

中沢みんなのスポーツ広場

中沢みんなのスポーツ広場

船橋・長津川〜海老川沿い

南部公民館大集会室

グランドゴルフ

電車で行く市外ウォーキング

ふうせんバレーボール

スカイクロス・閉講式

日 時 内 容 開催場所

文楽鑑賞教室
古典芸能（文楽）に親しんでみませんか！

　国立劇場主催のこの教室では、初めての鑑賞に適した名場面を出

演者による実演を交えた解説付きで楽しめます。今回の演目は「二人

三番叟」と「絵本太功記」です。公演中はイヤホンから解説を聞くこと

ができます。

対市内在住の人時12月13日（土）８時市役所出発（予定）所国立劇

場定42人（多数抽選）費5,370円（チケット・イヤホン・昼食代）

申10月20日（月）消印有効までに、往復はがきに希望人数（1枚につ

き２人まで、記入のないものは１人とします）、代表者の住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号（日中連絡が取りやすいもの）と返信あ

て先を記入して、文化・スポーツ課（〒273-0195）あてに

※抽選結果は返信用はがきで通知します。当選者は文化・スポーツ

課（市役所5階）で事前に参加費をお支払いください

問文化・スポーツ課（内）488

ご利用ください

しんかま秋まつりボランティア募集
　イベント当日、テントの組み立てや会場巡回など、秋

まつり運営のお手伝いをしてくださる人を５人募集し

ます。軽食としておにぎり、お茶をご用意します。

問●しんかま秋まつり＝まちづくり室(内)480●消

防広場＝消防本部予防課☎444・3273

昨年のしんかま秋まつり＆消防広場

A B

DC

日程

出演

ＱＲコードを読み取る
ことで接続できます トップページに

接続します。

市ホームページ

☎445・2300夜間・休日の急病診療 ☎445・5251火災などの情報 ☎0800・800・2760防災行政無線内容

市の防災・防犯情報や子どもの

安全情報などをＥメールで提供

します。

かまがや安心 eメール

下総基地の米軍機使用絶対反対 再生紙を使用しています


