
こんろ その他□調理中はその場を離れ

　ない

□こんろ周りを整理整頓

　し、燃えやすい物を置か

　ない

□袖口など、衣服に火がつ

　かないように注意する

ストーブ □ストーブの上に洗濯物

　を干さない

□ストーブの周りに燃え

　やすい物を置かない

□ストーブを使用したま

　ま寝ない

□たこ足配線をしない

□コードが傷んだ古い家電

　製品などを使用しない

□住宅用火災警報器を設

　置し、正常に作動するか

　点検する

問消防本部予防課☎444・3273火の取り扱いにご注意を！ 12月28日(木)から1月8日(月)まで
年末年始特別警戒広報を実施します。

乾燥した時季が続きます

家庭や職場などで次のことに注意できているか、チェックしましょう。

問消防本部警防課☎444・3235

　消防団は、消防署とともに火災や災害への対応、予防啓発活動な
どを行う組織です。
　市内には20人で組織される分団が八つあり、郷土「かまがや」のた
めに頑張っています。

　いざ火災や災害が発生すると、昼夜を問わずいち早く駆け付け、
消火活動などを行います。また、地区の祭りで警備をしたり、防災訓
練で地域住民に消火器の使い方や応急手当について指導を行った
りするなど、地域に密着した活動を行っています。

地域の安全を守ります
消防団員 大募集！

知っていますか？地域の安全を守る「消防団」

本業を持ちながら、できる範囲で地域の安全を守ります

Ａ　消防団員には年額報酬、出動した際の手当などが支給されます。また、

　　一定期間以上勤務して退団した際には、退職報償金が支給されます。

Ａ　鎌ケ谷市に在住・在勤・在学しているか、隣接市に住んでいる、18歳以上

　　の健康な人なら誰でも入団できます。男性だけでなく、女性も消防団女

　　性部として活躍しています。

Ａ　団員が集まりやすい休日や平日の夜に行います。全ての活動に参加する

　　必要はありません。個々の都合に合わせ、できる範囲で参加しています。

Ａ　災害時の出動の他に、出動に備えての訓練、消防車・消防団詰所の点検、

　　火災予防広報（地域の見回り）、地域の祭りの警備、自治会の防災訓練

　　などを行っています。

Ａ　消防士は、消防署を拠点に、仕事として消防や救急活動を行います。

　　消防団は、各自の仕事に就きながら、災害時の出動や、訓練・警備などの

　　さまざまな活動を行います。

　消防団に入団すると、普段の生活では関わることがない職種や年代の人

と一緒に活動するため、自分が住む近くに「仲間」ができます。実際に火災

現場へ出動する時の大変さや訓練の辛さもありますが、何か困った事があ

れば助けてくれたり、相談に乗ってくれたりする団員やＯＢがたくさんいる

ことが消防団の魅力の一つです。

　また、防災訓練やお祭りなどで、自治会の皆さんと関わることも多いた

め、消防団の組織を超えて顔見知りが増えたことも、入団して良かったと

思えるところです。

　長く鎌ケ谷に住んでいる人はもちろん、

新しく鎌ケ谷に引っ越してきた人も入団で

きます。少しでも興味を持ったら、まず気軽

に問い合わせてみてください。「やる気」さ

えあれば大歓迎です。私たち団員も不安や

分からない事にお答えします。仕事や用事

で活動に出られない時は、仲間として一緒

に支え合いながら活動していきましょう！

コミュニティが広がり、信頼できる仲間が増えました

新しい仲間が入ってくることを楽しみにしています！

現役消防団員に聞きました！

第一分団団員 川上貴広さん

消防団の魅力

平 成 2 9 年（ 2 0 17年 ）
 N o .12 2 1
編集・発行   鎌ケ谷市
発行日　毎月1日・１５日
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL  047・445・1141（代表）
FAX  047・445・1400
URL http://www.city.kamagaya.chiba.jp
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2 市政情報・お知らせ

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

平成29年（2017年）12月15日号広報広報

児童手当の手続きをお忘れなく！
鎌ケ谷市国民健康保険

データヘルス計画  第２期 （案）

28年度情報公開・個人情報保護の実施状況

　児童手当は、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童

を養育している保護者に支給されるものです。

　受給を希望する場合は、速やかに申請をしてください。

※支給には、所得制限があります

　次のように生活状況が変わった場合は、手続きが必要です。

●市外に転出する

●受給者または児童が亡くなった

●受給者が公務員になった

●受給者または児童の住所・氏名が変わった

●児童と別居することになった

●振込先の金融機関を変える

●児童の養育状況が変わった

　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月以降の児童手当などを引き続き

受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出をしないと手

当を支給できなくなりますのでご注意ください。

問こども支援課☎445・1325

 

新鎌ケ谷駅自由通路広告板
利用しませんか？ １週間2,500円から

開示請求件数

全部開示・部分開示

不開示

文書不存在など

80

49

7

24

14

11

0

3

（単位：件）

開示請求件数

全部開示・部分開示

不開示

保有個人情報不存在

（単位：件）

○○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。

　鎌ケ谷新春マラソン大会の開催に伴い、下図のとおり交通規制

を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

問文化・スポーツ課☎445・1531

規制時間：１月21日（日）９時30分〜11時35分

問行政室☎445・1056

新春マラソン大会の開催に伴う交通規制

初富小

福太郎スタジアム

鎌ケ谷
消防署

鎌ケ谷
警察署

市役所

東初富
公民館

北総線

鎌ケ谷小

鎌ケ谷中

商工会館

　　

　

五本松小

東
武
野
田
線

新
京
成
線

初
富
駅

10:15〜
11:30

 9:50〜
11:30

10:20〜
11:15 10:25〜

11:15

  9:30〜
11:35

 9:30〜
11:35

 9:35〜
11:30

 9:50〜 
11:30

新鎌ケ谷駅

464

464

57

市制記念公園

通行止め

片側交通規制
(矢印方向に通行可)

規制時間

　企業のＰＲやサークルのイベント告知などに利用してみませんか？

使用料金１枚・１週間当たり

●B3判＝ 2,500円　●B2判＝ 5,000円

●B1判＝10,000円　●B0判＝20,000円　

使用制限 広告物の内容によっては掲出できない場合があります。詳しくは

「鎌ケ谷市有料広告掲出の取扱いに関する要綱」をご覧ください

申し込みまちづくり室（市役所４階）および、市ホームページで配布する

「新鎌ケ谷駅自由通路広告板行政財産使用許可申請書」に記入し、掲示す

る広告物の意匠を記載した図面を添えて、同室窓口に持参

※要綱や広告板の空き状況など詳しくは、市ホームページをご覧ください

問まちづくり室☎445・1433

人通りが多く、PR効果の高い広告板

B0判 B1判

B2判B3判

　健康寿命を延ばすことなどを目的とした「鎌ケ谷市国民健康保険

保健事業実施計画(データヘルス計画)第2期（案）」に対する意見を

募集します。

　本計画は「鎌ケ谷市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第3

期）」と一体化して作成しています。

募集期間12月20日（水）〜1月18日（木）(消印有効)

閲覧場所 市ホームページ・保険年金課（市役所１階）・情報公開コー

ナー（市役所3階）・各コミュニティセンター・まなびぃプラザ・図書

館・学習センター（各公民館）

提出方法意見と住所・氏名（団体の場合は団体名・所在地・代表者名）

を記入した書面を保険年金課ゆ〒273-0195／ｆ445・1400／

窓口へ持参／ｍhokenjigyo@city.kamagaya.chiba.jp

※電話など口頭による意見や匿名の意見は、パブリックコメントの

　扱いとなりません

※意見に対する個別の回答は行いません

※市の考え方は、個人情報を除いて市ホームページで公表します

問保険年金課☎445・1418

公正で透明な市政へ

　個人情報保護制度は、鎌ケ谷市個人

情報保護条例に基づき、個人情報の保

護を図り、適正な取り扱いをするとと

もに、市が保有する個人情報について

本人が開示、訂正、削除、利用・提供の中

止を請求することができるものです。

個人情報保護制度

　情報公開制度は、鎌ケ谷市情報公

開条例に基づき、市民の皆さんの請求

に応じて、市が保有している公文書の

閲覧や写しの交付を行うものです。

情報公開制度

現在受給中の皆さんへ

現況届(毎年６月に提出)

●固定資産税・都市計画税（第3期）

●国民健康保険料（第7期）

●介護保険料（第7期）

●後期高齢者医療保険料（第6期）

●下水道使用料(12月分)

●下水道受益者負担金(第２期)

納期限12月25日（月）

注意 納期限を過ぎると延滞金がかかります

(下水道使用料を除く)

新鎌ケ谷駅は、鉄道

４線が乗り入れる

ターミナル駅で、

１日当たり約10万

人の乗降客が行き

来しています。

納期のお知らせ

※訂正、削除、利用・提供の中止

　の請求はありませんでした
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　年末年始はごみの持ち込みが多くなることから、受け付けまでに3時間程度かかる

ことがあります。また、交通渋滞が発生し、周辺に住む人や通行する人に迷惑が掛かり

ます。ごみステーション（ごみ集積所）で捨てられるごみ（粗大ごみ以外など）は、できる

限りごみステーションに出し、計画的なごみ出しにご協力をお願いします。

問●クリーン推進課☎445・1223

　●クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

4

（木）

3

（水）

2

（火）

1

(月）

31

（日）

30

（土）

29

（金）

28

(木）

1月12月

行
政
サ
ー
ビ
ス
な
ど

施
設
の
閉
庁
・
休
館
日

市役所・総合福祉保健センター 

かまがやワールドプラザ 

右京塚連絡所 

 鎌ケ谷・南初富・道野辺中央

 くぬぎ山・北中沢・粟野

市民活動推進センター・男女共同参画推進センター 

各児童センター　※1 

社会福祉センター 

まなびぃプラザ・学習センター（各公民館） 

図書館 

青少年センター 

各スポーツ施設（福太郎テニスコートを除く） 

郷土資料館 

きらりホール

スポーツ施設の予約

自転車等保管場所

コミュニティバス ききょう号

休

休

休

休

休

休

休

※3

休

　

休

休

　

　

　

休

　

休

休

休

　

休

休

休

休

各コミュニティセンター

施設・サービス名

※2

（問都市政策室☎445・1422） 

（問道路河川管理課☎445・1457） 

自動交付機（問市民課☎445・1195） 

（問福太郎アリーナ☎444・8585）　※4

※1：中央児童センターはリニューアル工事のため、1月下旬まで休館予定

※2：1月4日（木）の開館時間●図書館本館・東部分館＝13時〜17時●その他の分館＝13時〜16時45分

※3：南部公民館にある自動交付機は12月28日（木）も休止

※4：12月29日（金）〜1月3日（水）がスポーツ施設利用の予約・抽選受付日となる場合の受付日は下表参照（なお、

　　スポーツ施設利用日が1月12日（金）〜18日（木）の料金納入および予約キャンセル・変更の期限は1月4日（木）まで） 

12月29日（金）〜1月3日（水）が予約・抽選受付日になる各スポーツ施設の受付日

受付日利用日施設名受け付け

施設予約

システム

（インターネット）

福太郎

アリーナ窓口

上記以外のスポーツ施設

福太郎テニスコート

東初富テニスコート

上記以外のスポーツ施設

2/28（水）〜3/4（日）

3/1（木）〜31（土）

2/１（木）〜28（水）

3/1（木）〜4（日）

2/1（木）〜28（水）

2/1（木）〜4（日）

1/28（日）〜31（水）

1/5（金）8：30から

           15（月）23：59

抽選予約 1/4（木）8：30〜

一般予約 1/4（木）8：30から

1/4（木）から

一般予約1/4（木）から

1/4（木）から

12/28（木）軽井沢・佐津間・四本椚

多目的グラウンド

福太郎テニスコート

東初富テニスコート

搬入
収集

1月12月

※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

※○印の搬入は、8時30分〜16時（12時〜13時を除く）にクリーンセンターしらさぎで受け付け

※12月23日（土）は祝日のため、自己搬入できません

4（木）3（水）2（火）1(月）31（日）30（土）29（金）28(木）

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

地方自治法施行70周年記念地方自治功労者

総務大臣表彰
　地方自治において大きな貢献をした団体・個人が総務大臣から

表彰されました。市内では、鎌ケ谷市自治会連合協議会が団体表

彰を、小川治さんが個人表彰を受けました。

　鎌ケ谷市自治会連合協議会は地域福祉・環境の向上に取り組

んでおり、80の自治会と町会から構成されています。理事会・定

期総会・自治会長会を開催し、自治会などの連絡調整や意見の集

約を行っています。また、「ふれあいラリー」を開催するなど、住民

相互の触れ合いの機会とふるさとへの愛着・住民意識の向上を

図っています。

　小川治さんは、鎌ケ谷市の福祉の増進や住民生活の向上のた

め、3度にわたり市に多大な寄附をしました。このことが、地方公

共の利益への多大な貢献として高く評価されました。

問●団体表彰について＝市民活動推進課☎445・1252

　●個人表彰について＝秘書広報課☎445・1080

●(有)岩井製作所から防犯カメラの整

　備のために100万円を

●岩井喜己夫さんから防犯カメラの整

　備のために１00万円を

●鎌ケ谷飛翔ライオンズクラブから一

　 般寄附金として18万2,417円（チャ

　 リティーライブでの募金分3万2,417

 円を含む）を （財政室）

寄せられた善意

　「ダイヤモンド富士」とは、富士山の山頂部と太陽が重なる瞬間

に、ダイヤモンドのように輝いて見える現象のことです。市役所屋

上から、東京スカイツリーと並んだダイヤモンド富士を観賞しませ

んか？

    2月2日（金）15時45分〜17時45分　※雨天中止

　　（ベストビュータイムは16時45分〜17時15分）

    市役所屋上

日時

場所

　　50人（多数抽選）

       かまがやナビホームページの

応募フォームまたは、往復はがきに返

信宛先と、往信裏面に右図のとおり記

入して、1月11日（木）まで（必着）に商

工振興課ゆ〒273-0195

※記入漏れがあるものは受け付けで

　きない場合あり

     観賞のみの希望や、小型カメラ

のみを持参する場合は申し込み不要

    ●当日は開始時刻まで屋上への入場はできません。また、屋上

　　　出入り口付近での、開始時刻前の待機はご遠慮ください

　 ●高さ150cmを超える機材は持ち込めません

その他

申し込み
定員

　 10人程度

　     1月11日（木）までに商工振興課

　　　　へ電話

問商工振興課☎445・1240

カメラ以外の撮影器具（三脚（一脚）・脚立・大型レンズなど）

を持参する人は申し込みを

高校生専用撮影スペースもあります

１．氏名（ふりがな）・年齢

２．住所

３．電話番号

４．何を見て応募したか

５．他の参加希望者（２人

　 まで）の氏名（ふりが

　 な）・年齢

往信裏面の記入内容

ダイヤモンド富士を鎌ケ谷から見よう！
年に２回の自然の芸術

注意

申し込み
定員

栄誉ある表彰を市民が受章
　公共に対する功労が認められ、澁谷誠幸さんが瑞宝双光章を、

髙橋寛さんが旭日単光章を受章しました。

　澁谷さんは43年の長きにわたり消防団員として従事するとと

もに、消防団長として組織の育成強化に取り組みました。現在も消

防委員会の委員として消防行政の発展に貢献しています。

　髙橋さんは、くぬぎ山第3自治会、くぬぎ山連合自治会などの会

長や役員を歴任し、40年以上にわたり自治会活動に携わりまし

た。現在は市内自治会の相互連携と親睦を図る鎌ケ谷市自治会

連合協議会の会長を務めています。

問●瑞宝双光章について＝消防本部警防課☎444・3235

　●旭日単光章について＝市民活動推進課☎445・1252

お知らせ

年末年始の閉庁日・休館日など

ごみ収集・クリーンセンターしらさぎへの自己搬入

施設の閉庁・休館日　その他の行政サービス



人件費（28年度普通会計決算）

報告します 市職員の給与や職員数などの状況

　シリーズ行財政運営は、これから取り組む施策

やその結果、進捗状況などの市政情報を、市民の

皆さんに分かりやすく提供するコーナーです。

シリーズ行財政運営 第13回

給与に関する状況

ワードで簡単 アルバムブック作り (写真の取り込みからアルバム作成)

　　簡単な文字入力とマウス操作ができる人

　　1月16日（火）・17日（水）の各13時30分〜16時30分（全２回）

　　まなびぃプラザ３階 研修室２

　　26人（申込先着順）　　　1,000円（返金不可）

　　まなびぃパソコン普及会　　　　ＵＳＢメモリー

　　　●Windows10、Office2016を使用します　

●詳しくは市民活動推進センターホームページをご覧ください　

●まなびぃ100対象

　　車での来館はご遠慮ください

27

費用
場所
定員
講師 持ち物
その他

日時
対象

注意

　新年早々大笑い。笑い一番縁起良

く。柳家我太楼さんによる口演で、初

笑いをしませんか？

　　市内在住・在勤・在学の人

　　1月13日（土）13時30分〜15時

　　南部公民館 大集会室

　　100人（申込先着順）

　　　 12月15日（金）から南部公民

館☎446・3031

対象

申し込み

場所
定員

日時

　柳家小さんの孫弟

子。相撲取りになろう

と入門したが、身長

が伸びず床山に転

向。寄席で柳家権太

楼の高座を見て入

門。趣味は、温泉旅

行・食べ歩き。

※人件費は、給料、各種手当、共済費などの合計です。特別職など（市長、副市長、教育長、市議会議員、

　委員会の委員など）に支払われる給料、報酬なども含みます

※実質収支は、歳入額から歳出額を差し引いた額です。ただし、繰越金など翌年度の収支が決まっ

　ているものがある場合は、その額も差し引きます

※住民基本台帳人口は29年1月1日現在です

※人件費率は県内37市中低い方から7番目です

（28年度）

鎌ケ谷市 県内37市平均

101.4 101.1

※ラスパイレス指数は、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

人口1,000人当たりの職員数

（普通会計決算の職員数で算定）

人口1人当たりの人件費
（普通会計決算の人件費を人口で割ったもの）

鎌ケ谷市 県内37市平均

5.96人 37市中少ない方から4番目 7.44人

52,205円 37市中少ない方から3番目 58,859円

※職員数に消防職員を含まない市は、順位から除いています

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 249,786円 306,250円

高校卒

技能労務職 高校卒

（29年４月１日現在）

※経験年数は、学校卒業後すぐに採用され引き続き勤務している場合、その採用後の年数をいい、

　採用前に民間企業勤務期間などがある場合は、その年数のうち一定期間を換算し、採用後の年

　数に加算した年数をいいます

―
―

― ―
― ―

―

41.9歳 310,800円 364,915円 54.7歳 367,700円 403,256円

一般行政職 技能労務職

平均年齢
平均給料

月　額

平均給与

月　額
平均年齢

平均給料

月　額

平均給与

月　額

（29年４月１日現在）

※給与月額は、月々支給される給料と職員手当（期末・勤勉手当、退職手当、時間外手当、通勤手当、

　特殊勤務手当を除く全ての手当）の合計です

一般行政職

（29年４月１日現在）

鎌ケ谷市 国

総合職

一般職

146,100円 146,100円

178,200円

182,700円
大　学　卒

高　校　卒

178,200円

給料月額
期末手当
支給割合

報酬月額
期末手当
支給割合

109,480人 34,789,815千円 1,567,625千円 5,715,442千円 16.4% 17.6%

653人

（28年度）

（29年４月１日現在）

（28年度決算）

（29年４月１日現在）

2,378,668千円

58.5%

705,173千円

17.4%

978,466千円

24.1%
4,062,307千円 6,221千円

退
職
手
当

※１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額です

※職員手当は退職手当を含みません

※いずれも任期ごとに支給

職員の経験年数別 学歴別平均給料月額

ラスパイレス指数

県内各市との比較

職員の手当

職員給与費（28年度普通会計決算）

職員の初任給

職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額

特別職の報酬など

問人事室☎445・1057

　市職員の給与は、県人事委員会の勧告や他市の給与を考慮しながら市議会で

審議され、条例で定められています。

　県人事委員会は、県内民間企業の給与の調査結果と職員給与を比較し、さら

に生計費や国家公務員給与の人事院勧告などを考慮して、勧告を行っています。

住民基本
台帳人口

歳出額（A） 実質収支 人件費（B）
人件費率

（B）／（A）
〈参考〉27年度
の人件費率

職員数（A）
給　与　費 職員１人当たり

給与費（B）／（A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

27年度決算 28年度決算

支給実績 243,904千円

職員１人当たり平均支給年額 367千円

257,522千円

384千円

時間外勤務手当

鎌ケ谷市 国

１人当たり平均支給額 1,440千円 ―

支給割合
期末手当 2.60月分（1.45月分）

同左
勤勉手当 1.70月分（0.8月分）

加算措置（役職加算） 7〜16％ 5〜20％

期末手当・勤勉手当

鎌ケ谷市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 20.445月分 25.55625月分

同左
勤続25年 29.145月分 34.5825月分

勤続35年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の

加算措置

定年前の早期退職措置

2〜20％

定年前の早期退職措置

3〜45％

１人当たり

平均支給額

自己都合

勧 奨 等

定　　年

238千円

20,392千円

23,057千円
―

退職手当

支給実績 212,994千円

支給職員１人当たり平均支給年額 278,424円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

市内全域 7.5％ 765人 6.0％

地域手当 （28年度決算）

（28年度決算）

支給実績 2,180千円

支給職員１人当たり平均支給年額 31,599円

職員全体に占める手当支給職員の割合 9.0％

手当の種類（手当数） ９種類

主な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

税務手当 課税課・収税課 税の賦課および徴収業務 月額　1,500円

放射線取扱作業手当 健康増進課 診療放射線技師の業務 日額　　200円 

特殊勤務手当

算　定　方　式

※（　）内は再任用職員の支給割合です

※役職加算とは、職制上の段階、職務の等級による加算措置です

市長

副市長

教育長

市長

副市長

教育長

4.3月分

900,000円

780,000円

705,000円

給料月額×在職月数×35/100

給料月額×在職月数×25/100

給料月額×在職月数×20/100

議長

副議長

議員

4.3月分

505,000円

455,000円

430,000円

　　　　10時〜21時に、まなびぃプラザ

☎446・1111／窓口へ　※申込番号

申し込み

まなびぃプラザ パソコン講座

柳家我太楼さんのプロフィール

問南部公民館☎446・3031

笑う門には福来たる 新春初笑い寄席

南部公民館 新春落語

柳家我太楼さん

支
給
率
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鎌ケ谷特産の梨を守りましょう梨剪定枝の
焼却について リサイクル情報

 

 

  

  

 

 

 

 

休憩

実務研修

分限処分

開始時刻 終了時刻

平均取得日数 消化率

懲戒処分

派遣研修 自主研修

採用者数

計画期間 数値目標

退職者数

階層別研修

　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☎445・

1223へ。

女の子用夏服 紙袋一袋分

　取りに来られる人に500

円で。

問日中に河村☎080・5080・

9283

ゆずります

　鎌ケ谷は、江戸時代末期から梨の栽培を始めたといわ

れ、古い歴史を持っています。現在は全国有数の梨の生

産量を誇り、宅配などで全国に発送されています。

　梨を生産するための冬期の作業として、枝の剪定（せ

んてい）があります。剪定した枝は、越冬病害虫の防除

と、焼却後の灰や炭を畑の土壌改良材として還元利用す

るために、梨畑などで野焼きをすることがあります。

　また、鎌ケ谷市果樹剪定枝等リサイクル事業推進協議

会では、農家の皆さんのご協力により、梨剪定枝をチッ

プ化して堆肥として利用することで、焼却量の削減と資

源の再利用を図る取り組みを進めています。

野焼きの禁止と例外規定

　野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」により原則禁止とされていますが、農林漁業を営

むためにやむを得ないものとして行われる場合には、例

外とされています。

●煙や灰などで被害が生じるときは、適用されない場

　合があります

●庭木や農業資材などの焼却は禁止されていますので

　ご注意ください

問農業振興課☎445・1233

　　　　　38人　　　　　28人

　　　　8:30　　　　　17:15　　　12:00〜13:00

　　　　 ●降格＝０人 ●降任＝０人 ●休職＝11人 ●免職＝0人

　　　　 ●戒告＝０人 ●減給＝０人 ●停職＝0人  ●免職＝０人

　　　　　 ９日と5時間　　　　26．2％

　　　　　 323人　　　 　　829人　　　　　 130人　　　　 　０人

（28年度）

（各年４月１日現在）

（各年４月１日現在）

（28年４月２日〜29年４月１日）

定員適正化目標

　　　　 29年４月１日〜32年３月31日  　　　　14人増

定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを

　含み、臨時および非常勤職員は除いています

※計画は8年度から実施され、現在、第8次計画（期間は29〜31年度の3年間）です

（29年４月１日現在）

※一般行政職員は、税務職員、医療職員、福祉職員、消防職員、技能労務職員、再任用職員以外の

　職員です

※標準的な職務内容は、それぞれの級における代表的な補職名です

（28年度）

（29年4月1日現在）

（28年度）

（28年度）

（28年度）

　職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、総括安全管理者、総

括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者などの選任および衛生委員会など

の運営を行っています。また、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障

がいや疾病の早期発見のため、定期健康診断などを実施するとともに、メンタルヘルス

不調の未然防止を目的とし、ストレスチェック制度を実施しています。　　　

　地方公務員法に基づき、人事評価制度を実施しています。能力評価と業績評価から

構成されており、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力および挙げた実績

を把握した上で行われる勤務成績の評価となります。人事管理の基礎とし、評価結果

に基づき昇格などを行うとともに、勤勉手当の成績率に反映させています。

公務災害

通勤災害

傷病

5件

2件

死亡

０件

０件

（28年度）

定期健康診断

人間ドック

受診者数

304人

348人
93.2%

受診率
（28年度）

　市では、ほかの公共団体と共同で千葉県市町村総合事務組合の中に公平委員会を

設置しています。

　千葉県市町村公平委員会委員長から、「勤務条件に関する措置の要求に係る事項お

よび不利益処分に関する不服申立てに係る事項について、該当する案件はなかった」

との報告がありました。

（28年度）

職員に関する状況

職員の服務などに関する状況

内容および支給単価（月額） 支給実績

支給職員１人

当たり平均

支給額

①配偶者＝13,000円

②配偶者以外＝1人7,000円

※満16歳の年度初めから

　満22歳の年度末までの子

　1人につき5,000円を加算

異 68,254千円 236,173円

異 66,994千円 166,238円

異 57,674千円 92,873円

当
手
職
理
管

異 77,943千円 779,430円

その他の手当 （28年度決算）

②＝21年12月に

　　廃止

②＝6,500円

管理または監督

の地位にある職

員のうち、規則で

指定

①家賃12,000円を超える

　借家の場合＝27,000円を

　限度に支給

②持家の場合＝9,000円

　※30年3月末に廃止予定

①電車・バスを利用＝6カ月

　定期券代全額

②乗用車などを使用＝距離に

　応じて2,000〜34,160円

職務の級および職に応じて

33,200〜84,600円（6級

から8級の管理職）

②＝距離に応じ

　　て2,000〜

　　31,600円

市と異なる国

の制度の内容

国
の
制
度

と
の
異
同

扶
養
手
当

住
居
手
当

通
勤
手
当

育児休業 部分休業

取得者数 うち両休業取得者数 取得者数

男性職員 0人 0人 0人

女性職員 24人 3人 5人

計 24人 3人 5人

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計

標準的な

職務内容

主事補
・ ・ ・ ・ ・ ・

主事
主任主事 主査補

係長 課長補佐 次長 部長

技師補 技師 主査 副主幹 課長 参事

職員数 16人 80人 71人 12人 56人 47人 47人 14人 343人

構成比 4.7% 23.3% 20.7% 3.5% 16.3% 13.7% 13.7% 4.1% 100.0%

１年前 3.5% 24.8% 17.6% 4.0% 19.6% 11.2% 14.7% 4.6% 100.0%

５年前 5.9% 18.5% 6.8% 7.1% 30.1% 13.1% 14.9% 3.6% 100.0%

―

門
部
政
行
般
一

議　会

総　務

税　務

民　生

衛　生

労　働

農　林

商　工

土　木

小　計

行
別
特

門
部
政 教　育

消　防

小　計

ど
な
業
企
営
公

門
部
計
会

病　院

水　道

交　通

下水道

その他

小　計

合　計

職員数（人）

28年 29年

6

101

36

184

42

0

8

8

67

452

61

140

201

0

0

0

13

30

43

696

6

102

35

189

44

0

8

8

66

458

62

140

202

0

1

0

13

31

45

705

0

1

▲1

5

2

0

0

0

▲1

6

1

0

1

0

1

0

0

1

2

9

対前年

増減数
主な増減理由

社会保障、保育業務の充実

千葉県市長会へ派遣

事務職の減

保健業務の充実

技能労務職の減

教育部門の充実

保険業務の充実

千葉県水道局へ派遣

28年度 29年度 30年度 31年度 29〜31年度
計計画前年度 １年目 ２年目 ３年目

一般行政

減　員 2人 2人

増　員 8人 8人

差　引 6人 6人

職員数 452人 458人 ―

―
―
―

勤務時間

一般行政職員の級別職員数

採用および退職

人事評価の概要

公平委員会からの報告

定員適正化計画の数値目標および進捗状況

部門別職員数と主な増減理由

年次休暇

育児休業および部分休業

分限および懲戒処分

公務災害発生件数

健康管理に関する状況

職員研修

職員の福祉および利益の保護
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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（原則として１日か15日）　  その他掲載について不明な点は広報

広聴室☎445・1088へ

掲載のきまり

　高齢者や障がい者、産前産後の世帯へ家事援助などを行う協力会員

を募集しています（活動費の支給あり）。次の研修会終了後に会員登録と

なります。

研修会

　　①調理実習「子どもに喜ばれる食事づくり」、講義「産後ケアについ

て」＝1月12日（金）10時〜14時

②講義「うつ症状への理解〜支援者としての心がまえ」、実習「折り紙を

折ろう」、活動報告＝2月26日（月）13時30分〜15時30分

③高齢者施設「銀木犀」見学、認知症バーチャルリアリティー体験＝3月7

日（水）10時〜13時

　　①＝総合福祉保健センター3階

②＝総合福祉保健センター5階

③＝高齢者施設「銀木犀」（富岡）

　　③のみ300円

　　①＝栄養士の矢野晶子さん

②＝船橋二和病院精神科医師の

　　戸田治代さん、鎌ケ谷レクリエーション協会

③＝｢銀木犀｣施設所長の大下誠人さん

　　　 市社会福祉協議会窓口（総合福祉保健センター5階）／☎444・

2231／ｆ446・4545

日程

場所

場所

定員

講師

注意

費用

服装

申し込み

申し込み

その他

日時

保育

保育

保育

情報ひろば
　今年で18回目を迎える、恒例のク

リスマスイベントです。

内小・中・高校生と地域の人たちによ

る吹奏楽演奏、コーラスグループの合

唱、ファイターズ選手によるサイン会・

抽選会 など

時12月23日（土）11時から（雨天中

止）

所鎌ケ谷駅東口駅前広場

問鎌ケ谷駅前ふるさとづくり推進協

議会☎498・6111

みんなで楽しもう クリスマス！
〜音と光とこどもたち〜

　市内および松戸市内の特別支援学

級に在籍する中学生が作った野菜・

クッキー・マドレーヌ、パッチワーク・

刺し子・ティッシュケース、木工作品や

園芸品などの展示・販売を行います。

時1月17日（水）〜19日（金）の各10

時〜15時

所市役所1階 市民ホール

問指導室☎445・1518

鎌ケ谷・松戸特別支援教育
作業学習作品展

　地元高校書道部の皆さんが書き初

めのこつを伝授します。

対①小学校3・4年生②小学校5・6年生

時①＝12月26日（火）②＝27日（水）、

各13時30分〜15時30分

所北部公民館　定各15人（申込先着順）

師鎌ケ谷西高校書道部顧問の松本隆

文さん、鎌ケ谷高校書道部顧問の石川

理奈さん、鎌ケ谷高校書道部生徒

持書道（書き初め）用具一式、手本、清

書用の紙、新聞紙、雑巾、汚れてもよい

服装

申同館窓口／☎446・1076

子どもチャレンジ「書き初め講座」
～冬休みの宿題応援！～

時1月18日（木）11時〜12時

所東部学習センター

定100人（申込先着順）

　　あり

申同センター窓口／☎441・0211

チェロの魅力にふれる1時間
植草ひろみチェロコンサート

内チャイコフスキー「イタリア奇想

曲」、リムスキーコルサコフ「スペイン

奇想曲」など

時2月12日（月）14時から（13時30

分開場）

所きらりホール

定500人（多数抽選）

申往復はがきに住所・氏名（ふりが

な）・電話番号・希望人数（2人まで）を

記入して、1月9日（火）まで（必着）に、

同楽団ゆ〒101‒0021東京都千代田

区外神田3‒2‒14東京西本ビル1階

MBE189（結果は1月22日（月）ごろ

に発送予定）

問同楽団●清水☎090・9645・3794

●加藤☎080・5455・4822

鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
ファミリーコンサート2018
〜ラテン・ヨーロッパ特集〜

　子どもを取り巻く環境が大きく変化

する中で、地域・学校・家庭で何ができ

るか一緒に考えてみませんか？

時2月4日（日）14時〜16時（13時30

分開場）

所中央公民館　定90人(申込先着順)

師千葉敬愛短期大学学長の明石要一

さん

　　未就学児、先着5人（1月26日（金）

までに要申込）

申男女共同参画推進センター☎401・

0891、または氏名（ふりがな）・年齢・

性別・電話番号、保育希望者は子ども

の住所・氏名（ふりがな）・生年月日・

性別を記入して同センターｆ401・

0892／ｍdanjyo@city.kamagaya.

chiba.jp

問男女共同参画室☎445・1277

男女共同参画 市民企画セミナー
今のこどもが見えていますか？
〜こどもは社会を映す鏡です〜

　1月15日（月）〜21日（日）の防災とボランティア週間にちなみ、報道

番組に多数出演している坂口隆夫さんを招いて「大地震時における火災

発生の状況と家庭での対策」を学びます。

　　1月19日（金）14時〜15時30分（13時30分から受け付け）

　　中央公民館 学習室1

　　50人（申込先着順）

　　（公財）市民防災研究所理事の坂口隆夫さん

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着5人（要申込）

　　　まなびぃ100対象

　　公共交通機関などでお越しください

　　　 1月12日（金）までに、氏名・電話番号を記入

して消防本部予防課ｆ445・1224／☎444・3273

地震発生時における火災対策

対2〜3歳の子どもと保護者

時1月18日（木）10時〜11時

所鎌ケ谷保育園

定15組（申込先着順）

申12月15日（金）9時から同園☎441・

1924／☎442・0525／窓口

親子で一緒に体操を楽しみましょう

　稲わらを使い「相馬野馬追」の騎馬

のような馬を作ります。

時1月15日（月）9時30分〜12時

所粟野コミュニティセンター

定20人（申込先着順）

費200円　

持軍手・タオル

　　汚れてもよいもの

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

森の体験会「いなわらで馬を作ろう！」

イベント

講師

内：内容　対：対象　時：日時　所：場所　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　他：その他　注：注意　申：申し込み

問：問い合わせ　※原則として、費用の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは申し込み不要です

昨年のクリスマスイベント

講座・講演

▶しずく会
詩吟。時月3回（月）14時〜15時

所中央公民館月1,500円申中村

☎090・6927・1732

▶楽しく描こう会
水彩画。時毎月第1・2・4（木）10

時〜14時所中央公民館定3・4

人入1,000円月500円申但野

☎090・4386・3410

催しなど 会員募集
▶新年作品展
書道クラブの展示。時1月17日

（水）〜31日（水）所まなびぃプラ

ザ問墨遊会 橋本☎439・6570

▶ベビーマッサージ体験と赤ちゃ
んの写真を使ったクリスマスオー
ナメント製作
対生後3〜10カ月の赤ちゃんと母

親時12月22日（金）10時〜11時

30分所中央公民館定6組（申込

先着順）費500円申リトミック

サークル「リトぴよ」 綿引☎090・

4604・5312

かまがやまなびぃ大学 あんしん学部主催講座

ふれあいサービス協力会員

◀
栄
養
士
に
よ
る
調
理
実
習

◀
坂
口
隆
夫
さ
ん

募集
◀
明
石
要
一
さ
ん

◀
植
草
ひ
ろ
み
さ
ん

阪神淡路大震災の教訓！忘れて
いませんか？
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健康・福祉ボード
申問 宛先の記載のないものは健康増進課

　生まれてくる赤ちゃんとの生活をイメージしな

がら楽しく学びましょう。

内沐浴実習・妊婦体験

対初めてお父さん・お母さんになる夫婦（1人での

参加可。妊娠5カ月以上を推奨。第2子以降の場合

は要相談）

時1月20日（土）9時〜9時15分受け付け

所総合福祉保健センター３階

申☎445・1393

Welcome Baby School　
マタニティ教室

　食塩と血圧の関係や、減塩方法などについて、

講義と調理実習で学びます。

時1月23日（火）10時〜13時30分

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2枚

　　1歳6カ月以上の未就学児、先着5人（1月12

日（金）までに要申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

すこやかライフ講座
知って実践！ 高血圧対策！

　対象年齢までに忘れずに接種しましょう。

対1歳以上3歳未満

　　2回（1回目接種後、6〜12カ月後に2回目を

接種）

他1歳3カ月までに1回目を

接種することをお勧めします

問☎445・1390

水痘予防接種
〜公費助成は３歳未満まで〜

　初心者からレパートリーを増やしたい人まで、

誰でも参加できます。また、家庭のみそ汁の塩分

濃度を測定し、減塩の実践方法を考えます。

内●健康づくりの話　●調理実習（油揚げの肉

詰め焼き、コロコロサラダなど）

時1月18日（木）10時〜14時

所総合福祉保健センター3階

定30人　費400円

師ヘルスメイト（食生活改善推進員）

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾・みそ汁

50cc程度

　　未就学児、先着5人（1月11日（木）までに要

申込）

他まなびぃ100対象

申☎445・1546

健康づくり料理教室 減塩クッキング

内表情筋トレーニング、口のケア（歯周病につ

いて）

時1月11日（木）14時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

持健康手帳・ミネラルウォーター

他まなびぃ100対象

申☎445・1394

口からはじめるアンチエイジング講座

対象

対象

回数

定員

注意

持ち物

申し込み

対象医療機関
その他

その他

検査日時
実施医療機関

検査費用

保育

保育

健康だより

歯周病は怖い病気

　歯周病は、成人の歯を失う原因の40％以上を占める病気で

す。歯周病とは、読んで字の通り「歯の周りの病気」です。歯を支

える骨や歯肉に発生する炎症性の病気で、あまり痛みを感じる

ことなく歯を支える骨や歯肉を減少させて、歯肉の腫れやブ

ラッシング時の出血を起こします。むし歯になっていない健康な

歯でも、歯周病が重症になると抜歯になってしまうケースも少な

くありません。

　近年、むし歯は減少傾向にありますが、歯周病に関してはまだ

「世界で最も患者数が多い病気」としてギネスブックに認定され

ています。日本でも成人の80％以上が程度の差はありますがす

でに歯周病を発症していると言われています。

　そして歯周病は、糖尿病や妊娠、誤嚥性肺炎などの呼吸器系疾

患、心臓や血管系疾患等の全身疾患との関連性が色々な研究で

わかってきています。

　歯周病を抑えて、“健口”な状態を保つためにも、定期的な歯科

医院への受診をおすすめします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公社）船橋歯科医師会

時12月20日（水）10時から

所市役所6階　定5人

他傍聴希望者は、日時変更の有無の

確認と予約のためお問い合わせくだ

さい

問都市政策室☎445・1422

第55回鎌ケ谷市都市計画審議会
内成年後見に関する相談

時1月9日（火）、2月6日（火）の各13

時〜15時30分

所喫茶「とまと・はうす」（総合福祉保

健センター2階）

定各2人程度（申込先着順）

費飲食代自己負担

申認定NPO法人東葛市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン

　政府では「明治150年」関連施策と

して、地方公共団体や民間も含めて

全国で取り組みを推進しています。詳

しくは「明治150年」ポータルサイト

ｕhttp://www.kantei.go.jp/jp/

singi/meiji150/portalをご覧くだ

さい。

平成30年は、明治元年から起算して
満150年に当たります

　弁護士・社会保険労務士・医師など

の専門スタッフが相談に応じます（秘

密は厳守します）。

時12月26日（火）10時〜14時

所松戸駅西口デッキ

問ちば派遣村i n東葛実行委員会

☎04・7132・8710（12月23日（土）・

24日（日）の各10時〜15時は電話相

談可）

第11回労働・生活・健康
なんでも相談会in松戸会場

お知らせ・相談

甲状腺超音波検査 一部費用を助成

子どもたちの健康への不安軽減のために

　23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故による、子どもの

健康に対する不安を軽減するために実施します。

　　次の全ての条件に該当する人

●平成4年4月2日〜24年4月1日に生まれた

●検査日において鎌ケ谷市に住民登録している

●自覚症状がなく、甲状腺疾患で通院中や経過観察中でない

　　　　2月17日（土）13時30分から

　　　　　 かまがや診療所（東中沢）

　　25人（申込先着順）

　　　 3,000円（生活保護世帯・非課税世帯は無料）

　　　受検は1年度に1回

　　　　健康増進課☎445・1393

〜妊婦・乳児一般健康診査の助成〜

　病院で妊娠と診断されたら、早めに総合福祉保健センター

２階で母子健康手帳の交付を受けましょう。

　　　マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カードと身分証明書など

※妊婦本人以外が申請する場合は、委任状が必要

妊婦・乳児一般健康診査を受診しましょう

　母子健康手帳交付時に渡す健康診査受診票（別冊１）を利用して、妊婦

は14回まで、乳児は2回まで公費負担で受けられます（一部自己負担あ

り）。

　　鎌ケ谷市に住民登録をしている妊婦と乳児

　　　　　 産婦人科、助産所(助成内容に制限あり)、小児科

　　　●転入したら＝鎌ケ谷市民用の受診票に窓口で交換

　　　●転出したら＝転出先の役所にお問い合わせください

　　里帰り出産など、県外の医療機関で受診する場合、そのままでは受診

票を使用できないため、ご相談ください

問健康増進課☎445・1393

母子健康手帳の交付

問内閣官房「明治150

年」関連施策推進室

☎03・3581・1357

◀
塩
分
を
控
え
た
味
付
け
方
法
を

　
学
び
ま
す
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【下総基地の米軍機使用絶対反対】

二次元コードを読み取ることで接続できます

住民基本台帳人口      109,870人（前月比＋66）

男　54,412人　女　55,458人

世帯数　 48,547世帯（前月比＋75）

〔29.11.1現在〕

トップページに
接続します。

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

古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

訪日外国人 講座

　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催

を控え、今後ますます訪日外国人が増えることが予想

されます。そこで、まちぐるみの受け入れ体制を築き、

鎌ケ谷の魅力を外国人にＰＲするため、接客・サービ

ス・コミュニケーションの手法などについて「おもてな

し」の専門家たちから学びます。

講師の
佐藤裕見子さん

1月20日（土）日にち

KAMAGAYA KIRARI HALL

0歳からのマリンバ・ヴィブラフォンコンサート

〜泣いて騒いで疲れて眠って vol.2〜

パーカッション・パフォーマンス・デュオ

Calamus（カラムス）

大〜寒（おお〜さむ）コンサート

大〜寒（おお〜さむ）コンサート

☎441・3377　　　〒273-0101富岡1-1-3

    https://www.kirari-kamagaya.jp

場所
URL

予約方法の指定がないイベントの
チケット予約は電話で。
購入は、代金を持参して窓口で

その他の
イベントも
チェック

　ボディパーカッション・ペットボトルチャンバラなど楽器以外の音を楽しん

でもらうコーナーや、一緒に歌うコーナーもあります。

    11時から（10時30分開場）　    500円（2歳以下はひざ上無料。別

に席が必要な場合は有料）

　寒い季節に心温まるコンサートを、夫婦やカップルでお楽しみください。

    小学生以上の人　    14時30分から（14時開場）     ●一般＝1,500

円●小学生〜高校生＝500円●ペア席＝1組2,500円      先着5人（要申

込）       親子席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

30年 成人式　１月７日（日）に開催
    平成9年4月2日〜10年4月1日生まれの市民

※対象者には案内状を発送しました。届いていな

　い人は12月22日（金）までにご連絡ください

※11月1日以降に鎌ケ谷市に転入した人や、以前

　鎌ケ谷市に住んでいた人も出席できます

    1月7日（日）10時30分から

    福太郎アリーナ

      手話通訳あり

問生涯学習推進課☎498・6101

　新成人を中心とした実行委員会の皆さんが、成人式に

向けて企画・準備をしています。ツイッターで実行委員会

の打ち合わせの様子を公開中！

成人式実行委員会が着 と々準備を進めています！

お も て な し

北千葉道路建設促進期成同盟「特別講演会」を開催

　北千葉道路とは、東京外かく環状道路と成田空港を結ぶ道

路です。鎌ケ谷市から東側は一部開通していますが、西側はま

だ事業化していません。そこで、沿線７市からなる北千葉道路

建設促進期成同盟では早期整備に向けて、この特別講演会の

他、国会議員・国・県に対して要望活動を行っています。

北千葉道路が変える明日の東葛飾・北総、そして日本

　北千葉道路の全線整備で地域の明日がどのように変わっていく

のか、特別講演とパネルディスカッションの2部

構成で皆さんと一緒に考えていきます。

    1月23日（火）13時15分〜16時45分

    森のホール21 小ホール（松戸市）

    500人（申込先着順）

                  筑波大学名誉教授の石田東生さん

         ●東京理科大学教授の寺部慎太郎さん

●フリーキャスターの草野満代さん

●大和ハウス工業（株）東京本店建築事業部所事業部長の竹林

　桂太朗さん

●（株）ちばぎん総合研究所専務取締役の松永哲也さん

       北千葉道路建設促進期成同盟事務局（市道路河川整備課内）

☎445・1449／ｆ445・1155／ｍkitachiba@city.kamagaya.

chiba.jp

パネリスト

場所
日時

定員
講師・コーディネーター

実行委員会
ツイッター

話題の「インバウンド」について一緒に学びましょう！

対象 日時
場所
その他

時間 費用

対象 時間 費用
保育

その他

申し込み
日程など

◀ 

石
田
東
生
さ
ん

申し込み

       下記参照

       1月25日（木）までに、商工振興課窓口（市役所2

階）・各コミュニティセンター・学習センター（各公民館）お

よび市ホームページなどで配布する申込用紙に記入し

て、商工振興課窓口／ｆ445・1400

問商工振興課☎445・1240

内　容 日　時 場　所 講　師定員
（申込先着順）

100人最新の訪日外国人旅行客事情、

接客の心得など

1月29日（月）

14時〜16時

30分

接客英会話

コーディネーターの

佐藤裕見子さん

総合福祉保健

センター6階

大会議室

講演会

30人簡単に使える接客フレーズ、中国

理解など

2月5日（月）

14時〜16時

30分

シニアマナーOJT

インストラクターの

毛呂霞さん

市役所3階

303会議室

勉強会（中国語圏）

30人

2月7日（水）

14時〜16時

30分

シニアマナーOJT

インストラクターの

水上眞知子さん

市役所地下

団体研修室簡単に使える接客フレーズなど

勉強会（英語圏）

松戸市

市川市
船橋市

白井市 印西市

東関東自動車道京葉道路

北千葉道路

東
京
外
か
く
環
状
道
路

成田市

鎌ケ谷市 くぬぎ山

五香十字路

鎌ケ谷消防署前

鎌ケ谷市

初富

●市役所

同盟会長　清水聖士
（鎌ケ谷市長）


