
12月26日から1月6日まで、年末年始特別警戒広報を実施します

住宅防火診断

●年末年始の閉庁日・休館日など…2　●市職員の人事や給与などを公表します…4・5　●舞台ワークショップ…8　●訪日外国人おもてなし講座…8

　子育ての支援を受けたい保護者に代わって、子どもの通園・通学の引
率をしたり、自宅で子どもを預かったりするボランティアとして、地域の
子育てのお手伝いをしてみませんか？活動は、時間に応じた報酬が支給
されます。登録を希望する人は、次の研修の受講をお願いします。

　火災を発生させないために、家庭の住宅防火診断をしてみましょう！
チェック数が多いほど、火災の発生リスクが高くなります。

　　1月22日・29日の各（火）9時30分～11時30分（全2回）
　　粟野コミュニティセンター
　　あり（1月15日（火）までに要申込）
　　　 ファミリー・サポート・センター☎445・1354

日時
場所
保育
申し込み

ファミリー・サポート・センター
提供会員 募集

対象
対象医療機関

その他

　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。個別に相談に応じながら、お渡しします。

　　　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・乳児健康診査を受けましょう
　母子健康手帳交付時に渡す健康診査受診票を利用することで、妊婦は14回まで、

乳児は2回まで健康診査を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

　　　　　 ※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

　　　●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

持ち物

火の取り扱いに注意を！
乾燥した時季が続きます

子育て世帯（依頼会員）

□調理中にその場を離れることがある

□こんろの近くに燃えやすい物が置いてある

□火を付けたまま、こんろの奥の物を取る
　ことがある

□グリル内に汚れが溜まっている

こんろ

□たこ足配線をしている

□コードが傷んだ家電製品を使用している

□住宅用火災警報器の点検をしていない

その他

□洗濯物をストーブの上に干している

□ストーブ本体から異臭がする

□スプレー缶を近くに置いたり、
  近くで使用したりしている

ストーブ

時間に余裕がある
ので何かしたい！

仕事の都合で
迎えに行けない…

地域の子育てを応援しませんか？

〜早めに受け取りましょう〜母子健康手帳の交付
問健康増進課☎445・1393

問ファミリー・サポート・センター☎445・1354

問消防本部予防課

　☎444・3273

新成人の皆さん おめでとうございます！

31年 鎌ケ谷市成人式

※対象者には案内状と併せてライフデザイン啓発冊子を送付し
　ました。届いていない場合はお問い合わせください
※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
　んでいた人には案内状を送付していませんが、出席できます

日時 1月13日（日）10時30分から
（9時30分から受け付け）
場所  福太郎アリーナ

問生涯学習推進課☎498・6101

対象

利用料の支払い

子育て援助

実行委員会が
成人式を
作り上げています！

研修

手話通訳あり

その他

平成10年4月2日～11年4月1日生まれの市民

提供会員が保育園への

送り迎えをサポート

　学校やアルバイトの合間で集まり、記念行事の内容決

めやビデオレターの撮影などをしてきました。初めての

ことで不安もありますが、参加者も私たち実行委員もみ

んなで楽しめる成人式にしたいと思っています。

　新成人の皆さん、当日は一緒に楽しみましょう！

鈴
木
萌
衣
さ
ん

    

（
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行
委
員
長
）

阿
部
梓
さ
ん

       （
副
委
員
長
）

ボランティア（提供会員）
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　鎌ケ谷警察署では、現在、児童生徒の通学時の安

全確保のため、市内通学路における通学時間帯の車

両通行禁止の交通規制内容・規制時間の見直しを市

内関係小学校と協力して取り組んでいます。

　今後、図の箇所で交通規制内容・規制時間の変更

を順次実施します。

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！
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自転車等保管場所（問道路河川管理課☎445・1457） 

スポーツ施設の予約（問福太郎アリーナ☎444・8585）※4

パスポートの申請・交付（問市民課☎442・2220） 

自動交付機（問市民課☎445・1195） 

コミュニティバス ききょう号（問都市政策室☎445・1422） 

きらり鎌ケ谷市民会館 

郷土資料館 

各スポーツ施設（福太郎テニスコートを除く） 

青少年センター 

図書館 

まなびぃプラザ・学習センター（各公民館） 

社会福祉センター 

各児童センター ※1 

市民活動推進センター・男女共同参画推進センター 

                       くぬぎ山・北中沢・粟野
各コミュニティセンター

右京塚連絡所 

かまがやワールドプラザ 

市役所・総合福祉保健センター 

休

※3

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

施設・サービス名

※2

毎週（火）・（木）・（日）に受け付けていますが、12

月30日(日)、1月1日(火)・3日(木)はお休みし

ます。

※1：中央児童センターは、水道管改修工事などのため1月31日（木）まで休館

※2：1月4日（金）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（金）も休止

※4：12月28日（金）〜1月4日（金）が予約・抽選受付日となる場合の受付日は下表のとおり変更します（なお、  

　　 スポーツ施設利用日が1月11日（金）〜19日（土）の料金納入および予約キャンセル・変更の期限は1月5日 

     （土）まで)

福太郎アリーナ窓口

での予約・抽選受付日が

変更となるもの

※インターネット施設予約システムは、12/28（金）〜1/6（日）8：29（福太郎

　テニスコートのみ1/5（土）8：29まで）の間、使用できません

受け付け開始日利用日施設名

軽井沢多目的グラウンド

四本椚多目的グラウンド

福太郎テニスコート

その他のスポーツ施設

1/27（日）〜31（木）

2/1（金）〜5（火）

2/1（金）〜28（木）

3/1（金）〜5（火）

12/27（木）から

1/5（土）から

一般予約1/5（土）から

1/5（土）から

など年末年始の閉庁日・休館日

鎌ケ谷・南初富・道野辺中央

　年末年始はクリーンセンターしらさぎへのごみの持ち込みが

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

クリーンセンター
への自己搬入

ごみの収集

1月12月

28(金） 29（土） 30（日） 31（月） 1(火） 2（水） 3（木） 4（金）

※ごみの収集は、その曜日に収集する地域のみ実施
※自己搬入の受付時間は、8時30分〜16時（12時〜13時を除く）です

※12月24日（月）は振替休日のため、自己搬入ができません
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ホーム
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問鎌ケ谷警察署☎444・0110

鎌ケ谷小学区・初富小学区

道野辺小学区中部小学区 西部小学区・北部小学区

東部小学区

鎌ケ谷警察署からのお知らせ
通学時間帯の一部通学路の交通規制が変わります

納期限は

12月25日
（火）

納期限は

12月25日
（火）

〇固定資産税・都市計画税 （第３期）

〇国民健康保険料　　　　（第７期）

〇介護保険料　　　　　　（第７期）

〇後期高齢者医療保険料　（第６期）

〇下水道受益者負担金　　(第2期)

※納付・納税は口座振替が便利です

※納期限を過ぎると延滞金がかかります

　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。

ＡＴＭ
振り込め詐欺

ストップ!
　10月末現在、1月からの電話de詐

欺の被害が県内で1,058件発生して

おり、中でも、オレオレ詐欺の被害が

848件と多くの割合を占めています。

　また、百貨店や家電量販店、金融機関

を名乗る者が、「キャッシュカード（現

金）を預かる」、「暗証番号を教えてほし

い」などの話をしてきたら詐欺です。

　被害に遭わないよう気を付けま

しょう。

ごみ収集・クリーンセンターしらさぎ
への自己搬入

2 市政情報・お知らせ 平成30年（2018年）12月15日号広報広報
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464
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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

　新鎌ケ谷駅イルミネーション

事業の一環として「大切な人への

手紙」を募集したところ、12作品の応募があり、

次の2作品が優秀作品として決定しました。

　優秀作品は、アクロスモール新鎌ケ谷店内へ

の展示などを予定しています。

貴方へ
　今朝誕生日を迎えた私は、登校前の孫から『大

切な人への手紙』応募用紙を手渡され、孫に会い

たくて会えないまま逝ってしまった貴方へ手紙を

書いてみようと思いました。

　貴方が娘の大きなお腹をさすった初孫も元気

に成長しています。今は孫５人、元気一杯です。

　貴方ならこんな時どんなだろうって思いなが

ら日々過ごしています。

　今貴方は何していますか？大好きな釣りで

しょうか？これからも広い空から子

供達孫達を見守っていて下さい。

　　　　　　（市内在住女性）

20才のすみれちゃんへ
　同じ日に生まれた、すみれちゃん。赤ちゃんの

時から友だちでいてくれてありがとう。今、なな

ちゃんと、すみれちゃんは８才だけど、２０才に

なっても友だちでいようね。

　すみれちゃんの、いつもにこにこしているとこ

ろが大好きだよ。たまにケンカすることもあるけ

れど、ぜったいに、なかなおりは、しようね。

　２０才になったら二人だけで、かわいいお店で

パンケーキをたべようね。２０才になるのが今か

ら楽しみだよ。

　　（市内在住小学生）

「大切な人への手紙」
受賞作品決定！

　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

1月20日（日）　9時30分～11時35分

開催に伴う交通規制

優秀作品 優秀作品
新鎌ケ谷駅イルミネーション事業

　河川の汚濁状況を把握・監視するために、継続的に水質調査を実施しています

が、近年は改善が見られず、横ばいの状況になっています。

　河川の汚れの指標となる生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の結果は2カ所で環

境基準を上回る結果となりました（下表参照）。

　市では、県や関係自治体などと協力して水質浄化に努めていますが、さらなる

水質浄化のため、皆さんのご協力をお願いします。

※詳しい測定結果や測定箇所については、市ホームページをご覧ください

生活排水対策を
始めましょう 水質の調査結果

測定箇所

中沢字南294番付近(真間川水系→東京湾)

佐津間山王橋下(大津川水系→手賀沼）

白井北の内公園際(金山落→下手賀沼）

井草県営住宅際(神崎川水系→印旛沼）

船橋二和西GH14号棟地先(海老川水系→東京湾)

8.6mg/L

7.0mg/L

2.3mg/L

10.9mg/L

8.9mg/L

10以下(真間川)

5以下(大津川)

3以下(金山落)

2以下(神崎川)

10以下(海老川)

※BODとは、有機物などが微生物によって酸化・分解されるときに消費する酸素量を表した値のこと

　で、値が大きいと汚濁が進んでいることを示しています

生物化学的酸素要求量
（BOD）

各河川の
環境基準

　市内を流れる川は、それぞれ手賀沼・印旛沼・東京湾へと流れており、家庭から

の生活排水が水質悪化の大きな要因の一つとなっています。

　家庭で簡単にできる次の対策で、生活排水の汚れを減らしましょう。

自然にも家計にもやさしい生活排水対策

●ろ紙袋などを使用し、調理くずを流さない

●油はできる限り使い切る

●食器や鍋などの油汚れは、布などで拭いてから洗う

●使えなくなった油は流さず、少量であれば布などに

　染み込ませて「ごみ」として捨てる

●米のとぎ汁は、庭や畑などで植物の水やりに利用する

●洗剤・せっけんは適正量で使う

●洗車をするときはバケツを使用し、洗車剤は控えめにする

29年度

問環境課☎445・1229

内容①講義「たのしく食育♪」

　　②ブルーベリージャムづくり

　　③こんにゃく芋から作るこんにゃく

　　④試食会

対象市内在住の小学生とその保護者（2人1組）

日時2月17日（日）9時〜12時（予定）

場所総合福祉保健センター3階 栄養指導室・調理室

定員15組（多数抽選）

講師①＝市管理栄養士

　　②③＝市朝市組合の組合員

持ち物エプロン・三角巾、タオル、筆記用具

その他まなびぃ100対象

申し込み はがきに住所・氏名（ふりがな）・性別・電話

　　　 番号（日中連絡が取れる番号）、子どもの学

　　　 校名・学年と市役所までの交通手段を記入

　　　 して、1月11日（金）まで（必着）に農業振

　　　 興 課「 ま なびぃ大 学 “鎌 産 鎌 消 ”」係

　　　 ゆ〒273-0195（結果は後日、当選者に通知）

楽しくつくって おいしく食べよう！
「鎌産鎌消」で健やかライフ

かまがやまなびぃ大学 くらし学部主催講
座

問農業振興課☎445・1233

規制時間

問企画政策室☎445・1073

新春マラソン大会
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人件費（29年度普通会計決算）

給与に関する状況

※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

※人件費率は県内37市中低い方から17番目です

（29年度）

鎌ケ谷市 県内37市平均

101.6 101.0

　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

6.00人 県内37市中少ない方から5番目 7.55人

52,081円 県内37市中少ない方から4番目 65,689円

※30年1月1日現在の住民基本台帳人口109,919人で計算しています

※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 246,744円 ＊

高校卒

技能労務職 高校卒

（30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

※「－」は、該当職員がいないため、空欄としています。「＊」は、対象となる職員が１人のため、個人情

　報保護の視点から公表しません

－
－

－ －
－ －

367,157円

41.4歳 309,600円 362,512円 54.7歳 370,400円 402,750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

（30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

（30年４月１日現在）

鎌ケ谷市 国

総合職

一般職

147,100円 147,100円

179,200円

183,700円
大　学　卒

高　校　卒

179,200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

660人

（29年度）

（30年４月１日現在）

（29年度決算）

（30年４月１日現在）

2,380,213千円

58.7%

673,476千円

16.6%

1,001,969千円

24.7%
4,055,658千円 6,145千円

退
職
手
当

※１人当たり平均支給額は、29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（29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

32,341,259千円

歳出額（A）

2,630,662千円

実質収支

5,724,679千円

人件費（B）

17.7%

人件費率
（B）／（A）

16.4%

〈参考〉28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）

28年度決算 29年度決算

支給実績 235,078千円

職員１人当たり平均支給年額 349千円

243,904千円

367千円

時間外勤務手当

鎌ケ谷市 国

１人当たり平均支給額 1,463千円 －

支給割合
期末手当 2.60月分（1.45月分）

同左
勤勉手当 1.80月分（0.85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

勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

同左
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709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

473千円

20,836千円

22,806千円
－

退職手当

支給実績 212,334千円

支給職員１人当たり平均支給年額 275,401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％ 771人 6.0％

地域手当 （29年度決算）

（29年度決算）

支給実績 2,299千円

支給職員１人当たり平均支給年額 32,380円

職員全体に占める手当支給職員の割合 9.2％

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

4.4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

4.4月分

505,000円

455,000円

430,000円

支
給
率

30年度 第3回 市職員採用試験

市職員の給与や職員数など 平成30年（2018年）12月15日号広報広報4

        10時〜21時に、まなびぃプラザ☎446・1111／窓口

　　　　 またはｍsyogaisuisin@city.kamagaya.chiba.jp

申し込み

まなびぃプラザ パソコン講座

16

場所

費用
定員

講師

注意

その他
持ち物

毎週月曜日8日間 エクセル講座（申込番号　 ） 

対象

日時

内容　　Excelについて基礎から応用までを学習

します

　　簡単な文字入力とマウス操作ができる、

市内在住・在学・在勤で18歳以上の人

　　1月21日〜3月18日の毎週（月）（2月11

日を除く）13時30分〜16時30分（全8回）

　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　26人（申込先着順）

　　4,000円（返金不可。昨年度の同講座の教

　　　●第一次試験＝1月27日（日）　

　　　●第二次試験＝2月中旬　

　　　●第三次試験＝2月下旬

　　　　保育士職

　　　　昭和53年4月2日から平成11年4月1日までに生ま

れた、保育士の資格を有する、または31年春季までに資格取

得見込みの人

　　　　4人程度

　　　受験案内・申込書は、人事室窓口（市役所3階）および市

ホームページで配布

　　　 　1月11日（金）まで（消印有効）に、人事室窓口へ提出

書類を持参（（土）・（日）を除く9時〜17時）／ゆ〒273-0195

問人事室☎445・1057

試験日

試験区分
受験資格

予定人数

申し込み

その他

材を持っている人は3,000円）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　USBメモリー

　　　●まなびぃ100対象

　　　●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

　　車での来館はご遠慮ください

行財政運営❼
シリーズ

行財政運営❼
シリーズ 市職員の人事や給与などを公表します市職員の人事や給与などを公表します

　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。

問人事室☎445・1057

市の施策や、その進捗状況・
結果などの市政情報を
分かりやすく紹介します。

市の施策や、その進捗状況・
結果などの市政情報を
分かりやすく紹介します。



鎌ケ谷特産の梨を守るために梨剪定枝の
焼却について リサイクル情報

 

 

  

  

 

 

 

 

休憩開始時刻 終了時刻

平均取得日数 消化率

採用者数

計画期間 数値目標

退職者数

　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。

天然カルサイト（球型）

　取りに来られる人に無

料で。

問田中☎444・5297

ゆずります

　鎌ケ谷は、江戸時代末期から梨の栽培が始まったとい

われる、古い歴史を持つ産地です。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、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

焼きすることが例外として認められています。

　また、市果樹剪定枝等リサイクル事業推進協議会で

は、農家の皆さんと協力して、梨剪定枝を砕いたチップ状

の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

　合あり

●庭木や農業資材などの焼却は禁止

問農業振興課☎445・1233

　　　　　45人　　　　　34人

　　　　8:30　　　　　17:15　　　12:00〜13:00

　　　　　 10日と3時間　　　　28.5％

（29年度）

（各年４月１日現在）

（各年４月１日現在）

（29年４月２日〜30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

（30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

（30年4月1日現在）

（29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。

（29年度）

　市では、他の地方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し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。

（29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＝10,000円

②子＝8,000円（配偶者なし　   

　の場合は10,000円）

③父母など＝6,500円（配偶　

　者なしの場合は9,000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

同 63,633千円 229,722円

異 52,112千円 132,601円

異 59,149千円 93,148円

当
手
職
理
管

異 73,713千円 759,928円

その他の手当 （29年度決算）

②＝21年12月に

　　廃止

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＝4,500円

　※30年3月末に廃止

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 28人 3人 7人

計 28人 3人 7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
・

技師補

主事
・

技師
主任主事 主査補

係長
・

主査

課長補佐
・

副主幹

次長
・

課長

部長
・

参事

職員数 17人 77人 82人 19人 47人 47人 48人 16人 353人

構成比 4.8% 21.8% 23.2% 5.4% 13.3% 13.3% 13.6% 4.6% 100.0%

１年前 4.7% 23.3% 20.7% 3.5% 16.3% 13.7% 13.7% 4.1% 100.0%

５年前 7.4% 18.6% 10.0% 6.5% 26.5% 12.1% 14.5% 4.4% 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）

29年 30年

6

102

35

189

44

0

8

8

66

458

62

140

202

0

1

0

13

31

45

705

6

107

35

192

43

0

8

8

66

465

63

141

204

0

0

0

14

33

47

716

0

5

0

3

ー1

0

0

0

0

7

1

1

2

0

ー1

0

1

2

2
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対前年

増減数
主な増減理由

保育園待機児童対策

事務の増加など

再任用（短）で対応

教育部門の充実

消防関係業務の増加

事務の増加など

下水道関係業務の増加

千葉県派遣終了

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 3人

増　員 8人 16人

差　引 6人 13人

職員数 452人 458人

1人

8人

7人

465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

分限処分
懲戒処分
　　　　 ●降格＝０人 ●降任＝０人 ●休職＝7人 ●免職＝0人

　　　　 ●戒告＝０人 ●減給＝０人 ●停職＝0人 ●免職＝０人

（29年度）分限および懲戒処分

公務災害
通勤災害
　　　　 ●傷病＝7人 ●死亡＝０人 

　　　　 ●傷病＝０人 ●死亡＝０人 

（29年度）公務災害発生件数

定期健康診断
人間ドック

（29年度）

319人

343人
受診率93.7%

健康管理に関する状況

実務研修 派遣研修 自主研修階層別研修　　　　　 300人　　　 　　801人　　　　　 132人　　　　 　1人

（29年度）職員研修

職員の福祉および利益の保護

平成30年（2018年）12月15日号広報広報 市職員の給与や職員数など 5

}

－



　　　　　  　 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

伝言板

情報ひろば
　弁護士・労働安全衛生管理者・ソー

シャルワーカーなどが労働災害・職業

病などによる被害、長時間過密労働、

メンタル疾患などの相談に乗り、問題

解決に当たります。

時所●12月15日（土）＝船橋市勤労

市民センター　●1月26日（土）＝成

田市中央公民館（各13時〜16時）

問千葉中央法律事務所☎043・225・

4567

労災職業病なんでも相談会

　判断能力が不十分な人を支える「市

民後見人」を養成します。

対市内在住・在勤の人

時1月5日・12日・19日・26日の各

（土）9時〜16時20分（全4回）

所総合福祉保健センター５階

定20人

申高齢者支援課☎445・1384

市民後見人養成研修

　　　　　 31年4月1日〜33年3月

31日

　　　 1月15日（火）〜31日（木）（（土）・

（日）を除く）に同組合総務課窓口へ持参

※詳しくは、同組合ホームページで配

　布する要綱をご覧ください

問同組合総務課☎443・7497

柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合が行
う競争入札参加資格審査申請の受
け付け

　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25日（火）10時〜14時

所柏駅東口ダブルデッキ

他12月23日（日）・24日（月）の各10

時〜15時に電話相談を受け付けます

問ちば派遣村in東葛実行委員会☎04・

7132・8710

第12回労働・生活・健康なんでも
相談会in柏会場

　家庭裁判所は、少年非行や家庭に関

する紛争を扱います。非行少年の立ち

直りや家庭問題の解決のために、行動

科学の専門的な知識や技法を持った

家庭裁判所調査官が重要な役割を果

たしています。詳しくは、裁判所ホーム

ページをご覧ください。

問千葉家庭裁判所☎043・333・5303

家庭裁判所と家庭裁判所調査官とは

　成年後見などに関する相談会。

時1月8日、2月5日の各（火）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2人程度　費飲食代

問認定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

講座・講演

▶ファイブエース
ミニバスケットボール。対小学生時毎週●（水）17時30分〜19時　●（土）

17時〜19時　●（日）9時〜13時所初富小学校体育館年10,000円（保

険料、JBA登録料などを含む）持運動しやすい服装・靴、飲み物・タオル

申草野☎090・4610・6229

▶ラ・ポワール・ハーモニー
ハーモニカ。対初心者歓迎時第1・2・4（水）9時〜12時

所中央公民館定5人程度月1,500円

申狭山☎446・7446

会員募集

催しなど
▶新年作品展
書道作品の展示。時1月17日（木）〜31日（木）所まなびぃプラザ問墨遊

会 橋本☎439・6570

お知らせ・相談

資格有効期間

申し込み

　書き初めのこつを伝授します！

対小学校3〜6年生

時12月26日（水）・27日（木）の各13

時30分〜15時30分

所北部公民館

定各30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、鎌ケ谷高校書道部生徒および

顧問の石川理奈さん

持書道用具一式・墨汁・清書用の紙（5

枚）・新聞紙1日分・雑巾など

　　汚れても良いもの

申北部公民館☎446・1076／窓口

冬休みの宿題応援！子どもチャレン
ジ「こども書き初め講座」

服装

問商工振興課☎445・1240

年に2回の自然の芸術

　「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4日（月）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

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

　　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、往信裏面に右下欄のとおり記入して、1月11日（金）

　　　　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

ダイヤモンド富士を鎌ケ谷から見よう！

●氏名（ふりがな）・年齢

●住所　●電話番号

●何を見て応募したか

●他の参加希望者（2人まで）の

　氏名（ふりがな）・年齢

往復はがき 記入内容高校生専用撮影スペースもあります

　　10人程度

　　　　商工振興課☎445・1240

場所

定員
申し込み

日時

注意
その他

定員
申し込み

オレンジカフェが３カ所に増えました！

　オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、地域住民の皆さんや

専門職など、誰もが気軽に集えるカフェです。

問高齢者支援課☎445・1384

住所

住所

住所

費用

費用

開催日時

個別相談

開催日時

個別相談

開催日時

個別相談

オレンジカフェはつとみ

　　初富保健病院ロイヤル館内（初富114）

　　　　毎月第1・3（土）10時〜15時（無料）

※ランチを希望する人は前々日14時30分までに要予約（690円）

　　　　毎月第3（水）14時〜17時に実施（要予約）

問☎442・0811（内）112

オレンジカフェリーベン鎌ケ谷

　　介護付有料老人ホーム内（丸山3-17-18）

　　　　毎月第2（月）（月により第4（月）も）13時〜16時

　　300円

　　　　毎月最終（火）13時〜16時に実施（予約不要）

問☎443・8212

　　　　オレンジカフェさつまの里

　　特別養護老人ホーム内（佐津間989-1）

　　　　毎月第3（日）、第4（火）の各13時〜16時

　　300円

　　　　毎月第４（水）13時〜16時に実施（要予約）

問☎401・1500
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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

健康だより

　私たちの口の中の歯の表面では、歯が溶け出す「脱灰」と、溶けた

歯が再び元の状態に戻っていく「再石灰化」という現象がいつも繰

り返して行われています。

　もしこの２つの現象のバランスが崩れて、一方的に「脱灰」が進行

すると、歯に穴が開きむし歯になってしまいます。むし歯が進行して

しまうと悪い部分を削り取り、その部分を人工物で置き換える必要

があります。歯を削る場合、表面に近い部分であれば、ほとんど痛み

を感じることはありませんが、中の深いところまで進行してしまって

いる場合、治療時に痛みを感じる場合があるので麻酔などをしなけ

ればいけなくなるかもしれません。

　むし歯が大きくなるほど治療に時間もかかってしまいます。また、

むし歯は気づかないうちに進行していることもありますので、歯科

医院へ定期的に健診に行きましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）船橋歯科医師会

歯はかけがえのない財産
むし歯になると

新春初笑い寄席 〜笑う門には福来たる〜

　　市内在住・在勤・在学の人

　　1月14日（月）13時30分〜15時

　　南部公民館 大集会室

　　100人（申込先着順）

　　　　南部公民館☎446・3031

柳家 我太楼さん　プロフィール

　柳家小さん師匠の孫弟子。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

楼師匠の高座を見て入門。趣味は、

温泉旅行・食べ歩き。

　希望する人は医療機関に連絡の上、接種してく

ださい。

問☎445・1390

30年度高齢者インフルエンザ予防接種
〜接種期間は12月31日（月）まで〜

　市内および近隣の医療機関、歯科医療機関情

報を検索できます。近くの医療機関が分からな

い、かかりたい科がどこの医療機関にあるか分か

らない時などにご利用ください。

　市ホームページからもアクセスで

きます。

問☎445・1390

かまがや安心医療ナビを開設しました
〜近隣の医療機関の検索ができます〜

Welcome Baby School（パパママ教室）
　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。

内出産・育児編「沐浴実習・妊婦疑似体験」

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子以降の人は

要相談）

時1月26日（土）9時15分〜12時（9時から受け

付け）

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

ワンコイン！作り置きおかずクッキング
　朝ごはんが楽になる、弁当にも使える便利なお

かずを作ります。作り置きおかずを使った簡単ア

レンジも紹介します。

内●ヘルスメイト（食生活改善推進員）による健

　　康づくりの話

　●調理実習（作り置きおかず4品）

　●汁物の塩分濃度測定

時1月18日（金）10時〜14時

所東初富公民館

定30人　

費500円

持筆記用具・エプロン・三角巾・布巾2枚、家庭で

飲んでいる汁物50cc程度

他●まなびぃ100対象

　●初めて参加する人に布巾をプレゼントします

申☎445・1546

親子のサンドイッチ教室
　親子で一緒に作る楽しさや食べることの大切

さを、食育クイズや調理実習を通して学びます。

内食育と調理実習・試食

対5歳〜小学校3年生とその保護者

時1月26日（土）10時30分〜12時30分

所東部学習センター　

定10組（2人1組）

師ヘルスメイト（食生活改善推進員）、山崎製パン

（株）の皆さん

持筆記用具　

申☎445・1546

提出期限

対●未就業者を含む医師・歯科医師、薬剤師　

　●県内で就業している保健師・助産師・看護師・

　　准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

　　　　1月15日（火）まで

　　習志野健康福祉センターで配布する届出用

紙に記入して窓口へ持参／郵送で提出

問同センター☎475・5151

医療従事者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

方法

　対象年齢までに忘れずに接種しましょう。

対1〜3歳未満

　　2回（1回目を接種後、6〜12カ月後に2回目

を接種）

※1回目は1歳3カ月までに接種しましょう

問☎445・1390

水痘予防接種
〜3歳未満は公費助成が受けられます〜

回数

　市民の皆さんときらりホールの円滑

な運営を図るため、自主事業の評価・

検討などを行う委員を募集します。

対応募日現在18歳以上で市内在住

の、年2回程度の会議に出席できる人

定2人

　　委嘱日から2年間

　　会議1回6,800円

　　1歳10カ月以上の未就学児（会

議中）

他選任された場合、氏名が公表されます

申「きらりホールの今後のあり方」を

テーマにした作文（1,000字程度、様

式自由）に、住所・氏名・生年月日・性

別・電話番号を記入した書面を添付

して、1月15日（火）17時までに、市民

会館「運営委員会応募係」ゆ〒273-

0101富岡1-1-3／ｆ445・6777／

ｍkirari@city.kamagaya.chiba.

jp／窓口へ持参

※提出した作文などは返却しません

問市民会館☎441・3377

きらりホール運営委員

内鎌ケ谷高校吹奏楽部によるニュー

イヤーコンサート

対市内在住・在勤・在学の人

時1月14日（月）13時30分から（13

時開場）

所東部学習センター

定200人

申同センター☎441・0211

東部学習センター 
ニューイヤーコンサート

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（日）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

級の中学生が、作業学習で作った野

菜・クッキー・マドレーヌなどの食品

や、パッチワーク・刺し子・ティッシュ

ケースなどの縫製作品、木工作品・園

芸品など、多くの作品を展示・販売し

ます。

時1月16日（水）〜18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

30年度鎌ケ谷・松戸特別支援教育
作業学習作品展

松浦朋子さん河内夏美さん

イベント

今年で19回目を迎える恒例イベント

募集

　小さな子ども連れでも入場できる

声楽ミニコンサートです。

時1月17日（木）10時30分〜11時30分

所東部学習センター

定100人（申込先着順）

　　あり（要申込）

申同センター☎441・0211／窓口

河内夏美 ミニコンサート
ソプラノの魅力にふれる1時間

保育

任期
報償
保育

対象

場所
定員
申し込み

日時
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広報

【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

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

平成30年（2018年）12月15日号

住民基本台帳人口      110,022人（前月比+60）

男　54,409人　女　55,613人

世帯数　 49,242世帯（前月比+74）

〔30.11.1現在〕

外国人との交流を通じ、「おもてなし」について学びましょう♪

　芝居は初めてという人も、経験がある人も、舞台に興味がある中学生・高校生・大学生なら

誰でも参加できます。古典・近代戯曲の演出や、舞台「ACCA13区監察課」で脚本・演出を担

当した石井幸一さん（鎌ケ谷アルトギルド主宰）が指導します。

    ●演劇の基本を学ぼう

    ●自分が見た「夢」を身体を使って表現してみよう

    ●自分たちで創ったものを舞台で発表してみよう

    中学生・高校生・大学生       1月26日（土）・27日（日）の各10時〜17時(いずれか1日)

    きらりホール    　　各15人　　   200円（保険料を含む）

       きらり鎌ケ谷市民会館窓口・きらりかまがやホームページで配布する申込書に記入

       して、1月15日（火）までに同館窓口へ持参／ファクス／Eメールで提出（多数抽選）

問市民会館☎441・3377

    1月19日（土）13時〜15時

    中央公民館 学習室1

    ●多文化共生社会の現状

    ●日本語ボランティアについて

    ●外国人が日本で暮らすために必要な言葉

    ●地域に暮らす外国人に日本語を支援する

      ための具体的な方法

    40人（申込先着順）

    聖心女子大学准教授の岩田一成さん

       かまがやワールドプラザ☎442・1850

　金沢大学文学部地理課程卒業後、青年海

外協力隊で日本語教師になる。帰国後、大阪

大学言語文化研究科博士後期課程修了。著書

多数。また、自治体で公用文執

筆の手伝いや、職員向けの「や

さしい日本語」講座を開催して

いる。

ボランティア養成講座

あなたに出来る外国人支援
〜日本語ボランティアをご存じですか？〜

岩田一成さん プロフィール

訪日外国人おもてなし講座

　外国語指導助手（ALT）や市内外国人技能実習生研修セン

ターの皆さんとの交流を通じ、「おもてなし」を学ぶことで

2020年東京オリンピック・パラリンピックに備えませんか？

       下表参照

    各20人（申込先着順）

       商工振興課窓口（市役所2階）・各公共施設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、12月17日（月）〜1月18日

（金）に、商工振興課窓口／ｆ445・1400または☎445・1240

●シニアマナーOJTインストラ

　クターの水上眞知子さん

●ALT 約10人

1月28日(月)

14時〜17時
市役所地下

団体研修室 ●アイエヌジー研修センターの

　市原真理子さん

●同センター研修生 約10人

1月31日(木)

14時〜17時

日　時テーマ 場　所 講　師

英語圏

　ALTとのグループワークやロールプレイングなどを通じた

「おもてなし」の理解・コミュニケーションの練習

アジア圏

　外国人技能実習生とのグループワークやロールプレイング

などを通じた「おもてなし」の理解・コミュニケーションの練習
日本語を交えた初心者向けの内容です

内容

対象 日時
場所 費用定員
申し込み

日程など

定員
申し込み

日時

定員
講師

場所
内容

申し込み

　平成30年は明治元年（1868年）から、ちょうど150年目の節目に

当たります。郷土資料館では、ペリーが来航した嘉永6年（1853年）か

ら明治2年までの幕末維新期に、鎌ケ谷市域

の半分を占めた田中藩領の村 （々粟野・佐津

間・中沢・道野辺）がどのように激動の時代を

迎えたかが分かる歴史資料を展示します。ぜ

ひ、この機会に郷土資料館にお越しください。

    2月24日（日）まで

    郷土資料館2階 展示室

期間
場所

ギャラリートーク

田中藩最後の殿様
本多正訥肖像画

日時

　郷土資料館第20回ミニ展示「鎌ケ谷幕末騒動記〜本多の殿様と田

中藩下総領の村々〜」とコラボレーションした歴史講演会です。国学院

大学文学部教授の根岸茂夫さんが、「駿河田中に本拠地を置いた田中

藩がどのようにして幕末を迎えたか」について講演を行います。

    1月20日（日）14時〜16時

    まなびぃプラザ3階 研修室1

    70人（申込先着順）       根岸茂夫さん

      まなびぃ100対象

       郷土資料館☎445・1030

日時
場所
定員 講師

申し込み

郷土資料館

第20回ミニ展示 鎌ケ谷幕末騒動記 ～本多の殿様と田中藩下総領の村々～

田中藩の戊辰戦争歴史講演会Ⅰ

その他
駿河国田中城絵図

演劇を学んで、表現する力を身に付けよう！
のための きらり☆かまがや 舞台ワークショップ

歩き方やせりふのしゃべり方など、

演技の基本を学んで発表します。

その他

　郷土資料館の学芸員が展

示について説明します。

    12月22日（土）、1月10

日（木）・16日（水）・22日

（火）の各13時30分〜14時

      まなびぃ100対象

問郷土資料館☎445・1030
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