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　県道船橋我孫子線と

の交差付近において、

東京方面と成田方面の

一般国道と自動車専用

道路を結ぶ2カ所のイ

ンターチェンジ設置な

どの概略計画が示さ

れ、合意しました。成田方面
からの出口

成田方面
への入口

東京方面
への入口

東京方面
からの出口

　一般国道464号北千葉道路は、市川市と成田市を結ぶ全長約43kmの道路です。

　現在、市川市（外環道）から船橋市（国道16号）間の約15kmの事業化に向けて、千葉県が環境ア

セスメントと都市計画変更手続きを実施しています。5月23日に開催された、第9回北千葉道路連

絡調整会議において、一般国道と自動車専用道路を結ぶインターチェンジを含む概略計画（専用

部・一般部の構造、横断構成、連結位置など）が検討され、合意しました。

　今後も、市民の皆さんへ説明会などを開催し、意見を聴きながら、環境アセスメントなどの手続き

を進めていきます。

※第９回北千葉道路連絡調整会議の詳しい内容は、県ホームページをご覧ください（北千葉道路連絡調整会議

　は、国・県・沿線市で構成され、北千葉道路の計画策定に向けて、検討・協議・調整をしています）

柏方面

船橋方面

　北千葉道路(市川市〜船橋市)のこれまでの検討状況や、

道路の位置・規模・構造などの都市計画の原案を説明しま

す。また、パネル展示も行います。

日時7月14日（日）12時〜17時

●説明会＝14時30分から

　（14時から受け付け）

●パネル展示＝12時から

場所中央公民館 集会室

松戸市

白井市

市川市 船橋市

京葉道路

(仮)北千葉
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鎌ケ谷にインターチェンジ
（上り・下り）を2カ所設置へ

鎌ケ谷市内の
 イメージ図 都市計画の原案説明会
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7/14(日)開催

あきづきかおり新高豊水

9月上旬から順次発送

※お中元時期には間に合いません

7月1日（月）9時から

申し込みフォームで

　鎌ケ谷市特産の梨を全国に広くＰＲするため、限定2,000箱を特別価格

でインターネットによる予約販売を行います（申込先着順）。

　大切なあの人へ、今年は鎌ケ谷の梨を贈りませんか？

（5kg） （3kg） （3kg）（5kg）

※別途送料（全国一律1,100円）
※カード決済／Yahooマネー／代金引換

発送
時期

予約

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kamagayanashinokaiURL

申し込みフォーム

今年から配送先が全国どこでも可能に

「鎌ケ谷の梨」の
インターネット予約販売

問農業振興課☎445・1233

7/1 　開始月

販売価格 
2,700円
（税込み）

　（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から聖火リレーの

ルートが公表され、鎌ケ谷市内においても聖火リレーを実施することが決定しました。

　聖火リレーは、令和２年３月２６日に福島県を出発し、以降、全国47都道府県を回る

全国参加型リレーです。

　県内は、令和２年７月２日(木)〜４日(土)の３日間で次のとおり実施されます。

　詳しくは、組織委員会ホームページをご覧ください。

北千葉道路 の概略計画

問●県都市計画課☎043・223・3376

　●市道路河川整備課☎445・1449

…一般国道
…自動車専用道路

問企画政策室☎445・1073

７月２日（木）

７月３日（金）銚子市→旭市→香取市→芝山町→成田市→習志野市・千葉市

７月４日（土）浦安市→船橋市→鎌ケ谷市→柏市・我孫子市→柏市→松戸市

木更津市→君津市・富津市→南房総市→いすみ市・一宮町→匝瑳市→山武市

令和2年7月4日(土)
東京２０２０
オリンピック
聖火リレー

北総線

新
京
成
線

新鎌ふれあい公園

東
武
野
田
線市役所

新鎌ケ谷駅

スタート

ゴール

※具体的なルートは、県と

　組織委員会で協議中です

鎌ケ谷市役所

新鎌ふれあい公園

～

鎌ケ谷市のルート

オリンピックTOKYO2020TOKYO2020
がが を通ります！を通ります！

約15km
環境アセスメント・都市計画手続き着手区間環境アセスメント・都市計画手続き着手区間



保険料が一部変更になります

　10月予定の消費税率引き上げに当たり、低所得者・子育て世帯の消費に

与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起を目的として、商品

券購入時に25%お得になる「鎌ケ谷市プレミアム付商品券」を発行します。

　詳しくは決まり次第、広報かまがやおよび市ホームページでお知らせします。

低所得者向け

　　平成31年1月1日時点において、鎌ケ谷市に住民票があり、令和元年度

分の住民税が課税されていない人（住民税が課税されている人の扶養親族

や、生活保護受給者などは除く）

※対象者へ7月以降に申請書を送付します。提出された申請書を審査後、該

　当者には9月以降に商品券の購入引換券を送付します

国民健康保険　問保険年金課☎445・1208
　平成31年度の保険料納入通知書を6月中旬に送ります。なお、国民

健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の算定方法が次のとおり

変更となります。

低所得者に対する保険料軽減措置を拡充

　保険料が5割軽減および2割軽減となる対象世帯の軽減判定所得の

拡充を行います。新たな基準額は次のとおりです。

5割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋{28万円×（被保険者数＋後期

　　　　　　　　高齢者医療制度へ移行した人数）}

2割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋{51万円×（被保険者数＋後期

　　　　　　　　高齢者医療制度へ移行した人数）}

賦課限度額を引き上げ

　医療分の賦課限度額を61万円に引き上げます。

旧被扶養者の減免期間を短縮

　均等割および平等割の減免期間が、資格取得後から2年間に短くな

ります。

後期高齢者医療制度　問保険年金課☎445・1207
　平成31年度の保険料通知書を、納入通知書での納付がある人には

７月中旬に、年金天引きの人には７月下旬に送ります。なお、保険料の

軽減措置が次のとおり変更となります。

低所得者に対する保険料軽減措置を拡充

　保険料が5割軽減および2割軽減となる対象世帯の軽減判定所得の

拡充を行います。新たな基準額は次のとおりです。

5割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋（28万円×被保険者数）

2割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋（51万円×被保険者数）

軽減判定所得（33万円以下）の人の軽減割合を引き下げ

　被保険者全員の所得が0円の場合、軽減割合を8割に引き下げます。

被用者保険の被扶養者であった人の均等割額の軽減期間を短縮

　均等割の軽減期間が、加入後から2年間に短くなります。

商品券は、
1冊が500円券×10枚
綴り（5,000円分）に
なっています

　市街化が進み、住宅やアスファルトなどで地表が覆われたことによ

り、雨水の流出量が増え、水害がたびたび発生しています。そこで、家庭

の雨水流出量を減らすことができる「雨水浸透桝」を普及させるため、市

が皆さんの敷地内に雨水浸透桝を1〜3基設置し、雨水の浸透状況など

について報告をしてもらうモニターを募集します。

雨水浸透桝モニターを募集
う す い し ん と う ま す

問道路河川整備課☎445・1440

問プレミアム付商品券担当窓口☎404・2101水害を防ぐことができる「雨水浸透桝」

まずはご連絡を1

　地域や敷地の形状などにより設置

できない場合があるため、市職員が

希望者宅へ訪問し、確認します。

　工事費用は市が全額負担します。

　設置後3年間は、モニターとして

浸透状況などの報告をお願いしま

す（年3回）。

※モニター期間の終了後、雨水浸透

　桝は申請者の所有物になります

バナー広告を募集

        1カ月を単位として、最長で2年３月31日まで

　　  ●市ホームページ＝月額15,000円　

　　　●図書館ホームページ＝月額5,000円

        「広告掲出申込書」（各ホームページからダウンロード）に会社などの

概要が分かる資料、バナー画像を添付して、次の掲載希望の係に郵送または持参

市ホームページ

ｕhttps://www.city.kamagaya.chiba.jp

広報広聴室バナー広告係（〒273-0195、市役所３階）

☎445・1088

図書館ホームページ

ｕhttps://www.library-kamagaya-chiba.jp

図書館本館バナー広告係（〒273-0124中央1-8-35）

☎443・4946

掲載期間

申し込み

掲載料

　市や図書館の各ホームページ（トップページ）に、バナー広告（有料）の掲載

枠を設けています。会社や商店、団体のPRに利用しませんか？

　掲載規格など詳しくは、各ホームページにある

「要綱」「取扱基準」をご覧ください。

市ホームページ

図書館ホームページ

市有地を売却します  （一般競争入札）
国民健康保険・後期高齢者医療制度
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売却物件

スーパー

鎌ケ谷初富
郵便局

コンビニ

 

新京成線

自動車
販売店

書籍・CD
販売店

鎌ケ谷大仏駅

❶東鎌ケ谷二丁目

　705-33（山林）

実測面積：138.47㎡

最低売却価格：520万円

鎌ケ谷駅

新
京
成
線

スーパー

ドラッグストア

囃子水公園

歯科医院

中央
消防署

８
東
武
野
田
線

売却物件売却物件

❷丸山三丁目525-25・68（原野）

実測面積：●宅地68.65㎡

         ●私道20.79㎡

最低売却価格：325万円

対象

購入限度額

購入限度額

対象

入札
入札参加申込期間
その他

　

　　7月5日（金）❶＝14時から、❷＝14時30分から、市役所3階303会議室で

　　　　　　　6月17日（月）〜28日（金）

　　　詳しくは、契約管財課窓口（市役所3階）で配布する案内書を参照

問契約管財課☎445・1092

プレミアム付商品券

低所得者・子育て世帯対象

　　　　　1人につき商品券25,000円分まで

　　　　　（実費20,000円）

子育て世帯向け

　　鎌ケ谷市に住民票があり、平成28年4月2

日から令和元年9月30日の間に生まれた子が

いる世帯の世帯主

※9月以降に商品券の購入引換券を送付します

　（申請不要）

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！

　　　　　対象となる子1人につき商品券25,000円分

　　　　　まで（実費20,000円）

側溝へ接続

浸み込む
※浸透施設の
　周辺には砕
　石を敷く

雨水浸透桝

穴の開いた雨水桝に
雨水を集めて地下に
浸透させるもの

設置工事を実施2

モニター（報告）の実施3

ホームページ

下図の2カ所の市有地を入札により売却します。

市政情報・お知らせ 令和元年（2019年）6月15日号広報広報2



　水害や土砂災害の危険性

が高い区域を地図上で確認で

きる「鎌ケ谷市ハザードマッ

プ」を安全対策課窓口(市役所

1階)や市ホームページで配布

しています。これから梅雨の

時期に入り、災害の危険性が

高まる今こそ、家族で避難経

路や避難場所の確認をして、

災害時の安全な避難行動につ

なげましょう。

　10月の消費税増税に伴い、平成31年度介護保険料第1〜3段階

の人に対する介護保険料の軽減が行われます。

　65歳以上の人の介護保険料は市に納めます。保険料の額は、

市が介護に要する費用を見込み、算定した基準額を基に所得の段

階別に決定します。

　介護保険料を納入通知書で納める人（普通徴収対象者）には、

介護保険料納入通知書を6月中旬に発送します。また、年金天引

きにより保険料を納める人（特別徴収対象者）には、8月中に保険

料額決定通知兼特別徴収開始通知書を送付します。

　なお、40〜64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険

によって額が決められ、医療保険と一括して納めます。

※右表の年間保険料のうち、第1・2段階の人には100分の12.5、

　第3段階の人には100分の2.5の公費が投入されています

※右表の合計所得金額は、土地売却

　などの特別控除がある場合、合計

　所得金額から長期譲渡所得およ

　び短期譲渡所得に係る特別控除

　金額を控除した額を用います

　市町村振興宝くじの収益金は、県内の販売

実績などに応じ、（公財）千葉県市町村振興

協会を通じて各市町村に交付されます。

　市では、30年度の交付金を図書などの購

入や、学校図書館司書の配置のために活用し

ました。

問財政室☎445・1079

全小・中学校に学校図書館司書を配置し、充実した学習

環境を整えています

第3段階

区分 対象者

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人

年間保険料

69,560円

75,880円

85,370円

94,860円

101,180円

107,500円

120,150円

132,800円

145,450円

第1段階

●生活保護の受給者

●老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税の人

●本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の

　合計が80万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人

第2段階

第5段階
(基準額)

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の

合計が120万円以下の人

本人が市民税非課税で、上記以外の人（同居の人が市民税課税）

本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

（同居の人が市民税課税）

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第4段階

63,240円

56,910円

42,680円

30,030円

20,550円

市町村振興宝くじの収益金で
図書などを購入しました

問高齢者支援課☎445・1380

　災害の状況により「警戒レベル」を使った避難情報が発令されるようになりました。市から「警戒レベル３」が発令さ

れたら高齢者などは避難開始、「警戒レベル４」が発令されたら全員避難してください。

防災行政無線で避難行動を呼び掛けます
　緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。急傾斜地が崩壊する危険があります。○△

地区の人は、×△避難所などの安全な場所へ、速やかに全員避難を開始してください。

※同様の内容を市ホームページ、市公式ツイッターでも呼び掛けます

水害・土砂災害 防災情報の
伝え方が変わりました 「警戒レベル４」で全員避難！

ハザードマップを
無料配布しています

「警戒レベル」で避難のタイミングをお伝えします

災害への心構えを高める

※警戒レベル5は、既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取ってください

避難行動の確認 避難に時間を要する人は避難 全員避難

警戒レベル１ 警戒レベル2 警戒レベル3 警戒レベル4

放
送
例

　「作業時間は10分、1日10万円のペースで稼げる」というネット広告を見て、2万円のマニュアルを購

入した。事業者からメールが届き、マニュアルをダウンロードしたが内容が難しい。サポートを受けるた

めに追加で30万円を支払ったが、2,000円しか収入がなかった。

市消費生活センター
❶消費者トラブルを紹介！

消費生活相談
日時（月）〜（金）（（祝）を除く）の各10時〜12時・13時〜16時　場所市消費生活センター（市役所2階）

予約市消費生活センター☎445・1246（予約優先）

※広報かまがや毎月１日号「月のお知らせ」（原則7ページ）に日程などを掲載しています

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　副業や投資の情報商材は事前に内容を確認できず、大半は広告どおりの成果を得ることができませ

ん。インターネットでの契約はクーリング・オフができず、キャンセルしようとしてもできない場合や、

事業者が設定したキャンセル料の支払いが必要となる場合があります。広告をうのみにせず、購入に

は慎重になりましょう。解約に当たり、購入代金の一部が返金される場合もあるので、困ったときは消

費生活相談をご利用ください。

「簡単に稼げる在宅ワーク」「短時間の仕事で高収入」などのネット広告

65歳以上の人の　　　　　　が一部変わります介護保険料

注意

問安全対策課☎445・1278
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チーバくんと隠された12の暗号
inとうかつ

納期限は7月1日（月）納期限は7月1日（月）
●市・県民税　　　 （第１期）

●国民健康保険料　（第１期）

●介護保険料　　　（第１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!

暗号を解読してプレゼントに応募しよう！暗号を解読してプレゼントに応募しよう！暗号を解読してプレゼントに応募しよう！暗号を解読してプレゼントに応募しよう！
88歳・99歳以上の人へ

　人生の節目を迎える皆さんの長寿を祝福して、市から敬老祝金（1万円）を

贈呈します。対象の人には6月下旬に案内通知を送付します。

　　88歳（昭和5年9月2日〜6年9月1日生まれ）または99歳以上（大正9

年9月1日以前の生まれ）の人

※元年9月1日時点で住民基本台帳に3カ月以上記載されていること

問高齢者支援課☎445・1375

　東葛飾地域の観光施設など12カ所に「暗号」と「ヒント」を持って隠

れているチーバくんを探して暗号を解読しよう！暗号を解読して応募

すると、抽選で賞品をプレゼント！

　　9月1日（日）まで　　　　　9月16日（月）（消印有効）

　　●チーバくん特製クオカード5,000円分

　　●各市の特産品

　　●チーバくんグッズ詰め合わせ

　　●オリジナルチーバくんピンバッジセット

　　　　　　　　　　ファイターズ鎌ケ谷スタジアム、市制記念公園

　　　詳しくは県ホームページをご覧ください

問県東葛飾地域振興事務所☎047・361・2111

場所

派遣対象

派遣時間

申請

●ふれあい学部＝総務企画部・選挙管理委員会事務局

●くらし 学 部＝市民生活部・農業委員会事務局

●しあわせ学部＝健康福祉部

●みらい 学 部＝都市建設部

●まなびぃ学部＝生涯学習部

●あんしん学部＝消防本部

　　　　おおむね10人以上の市民団体、市内の学校・幼稚園・

企業などが行う学習会や研修会

※営利・政治・宗教活動を目的とした事業や、講師派遣事業の

　目的に反する場合は派遣できません

　　　　休日を含む９時〜21時のうち原則２時間以内

　　市内の公共施設または、これに準ずる施設（自治会館など）

　　申請書に記入して、派遣希望日の30日前までにまなびぃ

プラザ窓口へ

※日程を調整し、後日申請者へ連絡します

　市の各部局が六つの学部に分かれ、各種講座を開催します。

　申し込み方法など詳しくは、広報かまがやに随時掲載する予定です。

「冬に備える！」ガス、石油燃焼機器

の安全・安心な使い方

知っておきたい相続税・贈与税

アンチメタボ講座

〜Let’sスマート・ライフ計画〜

鎌ケ谷のまちづくり

地震だ！発生後“72時間の生存力”
を身につけよう！

パラリンピック競技種目「ボッチャ」

に親しもう

気になる身近な国税について、税務署職員の分かりやすい説明により、知識を深めます。

防災体験学習施設

「そなエリア東京」
安全対策課

健康増進課

都市計画課

学校教育課

消防本部予防課

総合福祉保健

センター

未定

福太郎アリーナ

消防本部

地震の発生から避難までを体験し、生き抜く知恵を学びます。

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、パラリンピック競技種目の「ボッ

チャ」を実際に体験します。

直近３年間で最も多い火災原因の「こんろ」を中心に、日常で使用する調理器具な

ど、ガス・石油燃焼機器の使用方法や注意点を学びます。

講 座 名学 部 主な内容 実施時期 会 場

未定7月〜11月

11月中旬

9月〜10月

10月〜11月

11月

11月15日（金）

ふれあい学部

くらし学部

しあわせ学部

みらい学部

まなびぃ学部

あんしん学部

担当課

課税課

問生涯学習推進課☎446・1111

「かまがやまなびぃ大学」とは、市役所の部局を大学の学部に位置付けた生涯学習システムです

　市民の皆さんが実施する学習会などに、市の職員を無料（教材費などは自己負担の場合あり）で派遣し、

出張講座を行います。

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

市役所の仕事

広聴のあらまし

市税のはなし

かまがやレインボープラン21の概要

鎌ケ谷市の国際化

鎌ケ谷市の地方創生

行財政改革の概要

鎌ケ谷市の財政状況

新年度予算の概要

選挙のあらまし

戸籍アラカルト（戸籍法解説等）

住民アラカルト(住民基本台帳解説等)

国民健康保険制度の概要

国民健康保険 保健事業の概要

国民年金の概要

後期高齢者医療制度の概要

家庭でできる地球温暖化防止対策

リサイクルできますよ

これは何ごみ？ごみ分別ガイド

見てみよう クリーンセンターしらさぎ

メニュー名

く　

ら　

し　

学　

部

ふ 

れ 

あ 

い 

学 

部

№

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

「きらり鎌ケ谷体操」講習

生活習慣病予防のための食生活

高齢期からの食生活

鎌ケ谷市の高齢者福祉

介護保険のはなし

介護のしかた

認知症について

いきいき子育て支援

楽しい子育て（健康編）

楽しい子育て（あそび編）

なんだろう？発達障がい

社会福祉協議会の活動について

福祉体験講座

下水道アラカルト

高齢者のための交通安全

鎌ケ谷市の都市計画

知っておきたい住まいの知識

鎌ケ谷市の治水対策

見てみよう まなびぃプラザ

かまがやの生涯学習

メニュー名

し　

あ　

わ　

せ　

学　

部

み 

ら 

い 

学 

部

№ メニュー名

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

教育委員会の仕事

学校の理科教育

「特別の教科」道徳

かまがやの歴史と文化財

見てみよう 郷土資料館

見てみよう 国史跡

「下総小金中野牧跡」 

やってみよう 軽スポーツ

見てみよう 市立図書館

補導活動とその実態

見てみよう 学習センター

応急手当講習（１回30人まで）

応急手当救命講習

消火器取り扱い講習（屋外）

煙体験ハウス使用による煙体験

火災予防の豆知識

見てみよう 消防署

ま　

な　

び　

ぃ　

学　

部

№

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

見てみよう 鎌ケ谷リサイクルセンター

見てみよう アクアセンターあじさい

（し尿処理場）

消費生活セミナー

ＮＰＯについて

男女共同参画について考えてみよう

防災対策1-2-3
鎌ケ谷市の防犯対策

鎌ケ谷市災害時要援護者避難支援

計画の概要

障がい者の支援制度

３食３色バランスご飯

糖尿病予防のはなし

介護予防のはなし

歯と口の健康づくり

〜子どものむし歯予防〜

歯と口の健康づくり

〜歯周病予防と口臭予防〜

歯と口の健康づくり

〜いつまでもおいしく食べる〜

く　

ら　

し　

学　

部

メニュー名

担 

当 

部 

局

かまがやまなびぃ大学

講師派遣事業

学部主催講座

申請方法

食事・栄養・運動・休養などの生活習慣を見直し、メタボリックシンドロームを予防す

る、自分に合った具体的な方法を学びます（全3回）。

まちづくりの方針となる総合基本計画や都市計画マスタープラン、新京成線連続立

体交差事業、北千葉道路事業など都市計画の進捗について分かりやすく説明します。

まなびぃプラザ
窓口③派遣決定

①申請

②調整

④派遣

市　役　所
ふれあい学部
く ら し 学 部
しあわせ学部
み ら い 学 部
まなびぃ学部
あんしん学部

長寿を祝福して敬老祝金を贈呈します

対象

期間
賞品

市内キーワード設置施設

応募締切

その他

県ホームページ

次の番号の派遣メニューは各施設などに申請を

●№20・21＝クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

●№22＝アクアセンターあじさい☎443・7497

●№60＝郷土資料館☎445・1030

●№63＝図書館本館☎443・4946

●№66・68〜71＝各消防署または消防本部予防課

　☎444･3273

●№67＝消防本部警防課☎440･8125または、各消防

　署(中央消防署☎444・3222／くぬぎ山消防署

　☎442・1119／鎌ケ谷消防署☎442・6119)

し　

あ　

わ　

せ　

学　

部

あ
ん
し
ん
学
部

昨年は
17，959人が受講！

チーバくん
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　　　　　  　 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

児童センター 夏季臨時職員募集

▶ありのみワーキングマムの会
仕事をする上での情報ネットワー

ク。対女性時第3（土）18時から

所男女共同参画推進センター

定10人年1,000円申ITサポート

ありのみホームページ問い合わせ

フォームで

▶ヨガサークル ペパーミント
対女性時毎週（水）9時30分〜11

時30分所まなびぃプラザ定若干

名入1,000円費1回500円申大

越☎445・6087

▶鎌ケ谷シニアテニスクラブ
硬式テニス。対60歳以上の男性

または50歳以上の女性時毎週

（水）・（金）9時〜12時所東初富テ

ニスコート定若干名入3,000円

年20,000円申瀬戸☎401・6284

会員募集催しなど
▶第3回 広重の「江戸百景を歩く」
対高校生以上時7月6日（土）9時30分東横線中目黒駅集合

定60人（申込先着順）費保険料など800円申歴史たんぽ 

楠窪☎445・5197

▶仕事に復帰したい女性向けのモヤモヤ解消相談・座談会
対女性時7月3日（水）10時〜12時所中央公民館定15人

（申込先着順）申ITサポートありのみホームページ問い合わ

せフォームで

▶楊名時健康太極拳体験会
時6月19日（水）13時30分〜15時30分所くぬぎ山コミュ

ニティセンター定5人（申込先着順）費300円申太極拳くぬ

ぎ山同好会 吉田☎090・8174・0783

▶無料太極拳教室（令和組）
対初心者時6月18日（火）18時30分〜20時30分所くぬぎ

山コミュニティセンター定10人（申込先着順）申雲手の会 

中村☎090・6520・7768

▶無料公開講座
対55歳以上の人　　●6月19日＝午前「防犯と交通事故防

止」、午後「食の安全・安心」●7月3日＝午前「自分を輝かせる

心理学」、午後「身近な植物と健康」●7月17日＝午前「バッ

ゴー大会（軽スポーツ）」、午後「少年非行の現状」（いずれも

（水）、午前は10時〜11時30分、午後は13時〜14時30分）

所東部学習センター定30人（新規受講者優先）申シニア

サークルシルバー大学院 笠原☎・ｆ443・3813／奥本☎・

ｆ443・2543

▶水彩画展示会
時6月16日（日）〜30日（日）（初日は13時から、最終日は15

時まで）所東部学習センター問ちょっとスケッチの会 中

山☎445・5762

▶韓国料理講習会
時6月24日（月）10時〜14時所東部学習センター定12人

（申込先着順）費2,000円申ハングル広場 柳澤☎080・

5509・9834

▶アートまなびぃ展
水彩画の展示。時6月17日（月）〜23日（日）（初日は11時

から、最終日は15時まで）所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問アートまなびぃ 鯖瀬☎447・9683日程

        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

場所 定員
講師費用

注意

持ち物
その他

　　下表参照

　　市内在住・在勤・在学で、簡単な文字入力とマウス操作ができる人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2　　　各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

　　　●まなびぃ100対象

　　　●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

　　窓口業務や子どもの遊びの指導

　　18歳以上の健康な人（高校生不可）

　　　7月1日（月）〜9月14日（土）の（月）〜（土）で20日間程度

　　　　8時45分〜17時15分（休憩1時間）

　　　　各児童センター　　　若干名　　　時給940円

　　　　6月21日（金）までに勤務を希望するセンターに事前連絡の上、

写真を貼った履歴書を本人が持参（当日面接を実施）

　　　採用時に胸部レントゲン検査の診断書結果の提出が必要です

問●中央児童センター☎444・0144

　●南児童センター☎438・5040

　●くぬぎ山児童センター☎047・389・1401

　●北中沢児童センター☎442・2011

　●粟野児童センター☎441・7066

合併処理浄化槽に取り換えませんか？

水質汚染を防ぐため設置・転換費を補助します

　単独処理浄化槽やくみ取りトイレから合併処理浄化槽に取り換える（「転

換」と言います）と、台所・風呂などの生活排水を浄化できるため、河川の水

質に与える汚染をおよそ8分の1に減らすことができます。

　合併処理浄化槽へ転換する場合、次の「設置費補助」と「転換費補助」の合

わせた額を交付します。

設置費補助
●5人槽の場合444,000円

●7人槽の場合486,000円

●10人槽の場合576,000円

転換費補助
●単独処理浄化槽からの転換の場合

　180,000円

●くみ取りトイレからの転換の場合

　100,000円

　6月は環境月間であり、環境に対する興味や関心を深める期間となっ

ています。

　市では、市内で環境を守る活動を行っている団体や企業の日頃の取り

組みなどについて紹介するパネル展を開催します。活動を知り、あなた

も活動に参加してみませんか？

　　6月18日（火）〜27日（木）　　　市役所1階 市民ホール

対象
日程

 Eメール

図書館ボード図書館ボード
　人形劇と大型紙芝居。

対小学校低学年以下の親子

時6月22日（土）11時〜12時

子ども劇場「合同フェスティバル」
所中央公民館

定150組(当日先着順）

問図書館本館☎443・4946

　　　　2年1月31日（金）

　　　　20基まで

　　新築・建て替えや集合住宅の場合は補助交付対象外

　　　補助交付対象地域や申し込み方法など詳しくは、お問い合わせくだ

さい

補助費

●エコネットかまがや

●NPO法人環境カウンセラー千

　葉県協議会

●大津川水質浄化委員会

●鎌ケ谷・大津川を清流にする会

●鎌ケ谷市放射能対策 市民の会

●かわ・水・みどり

●囃子水の自然を育てる会

●福島を伝える会

●二重川に親しむ会

●京葉ガス株式会社 船橋支社

●県生物多様性センター

問環境課☎445・1227

出展団体

かまがや環境パネル展2019

対象

定員 賃金

業務

日時 場所

勤務時間
勤務場所
申し込み

勤務日

その他

注意

申込締切
補助基数

その他

夏休みに子どもたちと遊びませんか？

申込番号・講座名

　エクセル

　メール(Outlook)

内 容

Excel基本操作

送受信・署名設定

アドレス帳操作

日 程

6/24(月)･25(火)の

各13:30〜16:30

7/4(木)･5(金)の

各13:30〜16:30

7

8

問クリーン推進課☎445・1222
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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



情報ひろば

　初心者のための講習会です。

対市内在住・在勤で18歳以上の人

時7月2日〜9月10日の各（火）13時

30分〜15時30分（8月13日を除く全

10回）

所市役所地下　定20人（申込先着順）

他まなびぃ100対象

問身体障がい者福祉センター☎445・

1543

手話講習会
〜手話を始めてみませんか〜

　子どもを守るための方法を講義と

実技で学び、判断力と行動力を身に付

けます。

対0〜4歳児の親、これから親になる

人（子ども連れ可）

時7月25日（木）11時〜12時30分

所総合福祉保健センター6階　

定40組（申込先着順）

師防災士の上沢聡子さん

他●「赤ちゃん連れ防災マニュアル」

　　を配布します

　●まなびぃ100対象

　●対象者以外の見学可

申7月19日（金）までにボランティア

センター☎442・2940

災害ボランティア養成講座
〜赤ちゃんとママの防災講座〜

　パパと子どもの触れ合い遊びや、パ

パ同士で情報交換をしましょう。

内座談会「どこで遊ぼう？」、自由遊び

対未就学児とその父親

時6月29日（土）10時〜11時30分

所粟野児童センター

問同センター☎441・7066

パパと遊ぼう！パパサロン

対市内在住・在勤・在学の人

時6月23日（日）9時〜11時30分（9

時から受け付け。小雨中止）

所南部小学校校庭

定20人　持飲み物

　　動きやすいもの

注車での来場はご遠慮ください

問文化・スポーツ課☎445・1531

グラウンドゴルフ初心者講習会

　明るい家庭づくりの体験発表など。

時6月30日（日）10時〜11時30分

所東部学習センター

定150人（申込先着順）

　　あり（要申込）

申（一社）実践倫理宏正会 伊藤☎080・

5657・2120

ファミリーの集い

　バドミントン・スポンジテニスなど

を楽しみませんか？

対市内在住・在勤・在学の人

時7月7日（日）9時〜12時（9時から受

け付け）

所北部小学校 体育館

持飲み物・室内履き

問文化・スポーツ課☎445・1531

軽スポーツを楽しもう！

対市内在住で運動制限がない小学生

（初心者可）

時7月20日（土）〜24日（水）の各8時〜

9時（7時30分から受け付け。全5回）

所さわやかプラザ軽井沢

定50人（多数抽選）

持水着・ゴーグル・水泳帽（名前付き）・

タオル・100円玉2枚（返却式ロッカー用）

申往復はがきに住所・氏名（ふりが

な）・学年・生年月日・性別・電話番号・

現在の泳力（20ｍ以上泳げる・5〜20

ｍ泳げる・水に顔をつけられる）、保護

者氏名（ふりがな）と、返信宛先を記入

して、6月21日（金）まで（消印有効）に

文化・スポーツ課ゆ〒273-0195（きょ

うだいの場合のみ往復はがき1枚で2

人以上申し込み可）

問同課☎445・1531

小学生水泳教室

対鎌ケ谷市・船橋市・白井市在住の小

学校4〜6年生（他市のわんぱく相撲

予選に出場した人を除く）

時6月16日（日）9時から

所鎌ケ谷中学校 武道場

　　運動着（まわしの貸し出しあり）

申（一社）鎌ケ谷青年会議所 西田

☎090・7194・5554

※当日参加可（9時までに要受付）

第二回 わんぱく相撲 〜鎌ケ谷場所〜

対市内在住・在勤・在学の17歳以上の

人で編成された、審判2人・オフィシャ

ル3人を用意できるチーム

時8月11日（日）・12日（月）の各9時から

所福太郎アリーナ

費1チーム7,000円（選手登録・保険

料を含む。当日持参）

申申込用紙（データを文化・スポーツ課

ｍsports@city.kamagaya.chiba.jp

で請求）に記入して、6月22日（土）ま

で（必着）に吉田昭ゆ〒273-0115東

道野辺4-9-19

問9時〜21時に同大会実行委員会　

吉田☎090・3690・0901

バスケットボール市民大会

スポーツ

シルバー川柳

　　　高齢化社会について、日頃思うこと

　　市内在住の人

　　　　1人1句（自作で未発表のもの）

　　　　はがきに作品と住所・氏名・年齢・電話番

号を記入して、8月16日（金）まで（必着）に高齢者

支援課ゆ〒273-0195または、市ホームページの

高齢者支援課高齢者福祉係のお問い合わせメー

ルから（作品は内容欄に入力）

作品の展示など
　応募作品は、敬老の日に合わせ市役所1階市民ホールと市ホーム

ページで公表します。

　有価物回収運動は、市内の各小学校PTAが行う資源回収運動です。

新聞・雑誌・雑紙・段ボール・布類・瓶・金属類を回収しており、小学生がい

ない家庭でも資源ごみを出すことができます（事業所は利用不可）。

　ごみの減量・再資源化の促進に役立つだけでなく、回収量に応じて各

小学校PTAに奨励金を支払っており、PTA活動費として子どもたちに還

元されています。

問クリーン推進課☎445・1223

有価物の出し方
　回収場所には、回収日に黄色い旗が掲示されま

す。朝9時までに有価物を出しましょう。なお、回収

日は広報かまがや毎月1日号（原則）をご覧くださ

い。また、回収場所について詳しくはお問い合わせく

ださい。

　粗大ごみでは有料となる自転車や電子レンジなど

の金属類も無料で有価物として出すことができるた

め大変便利！

※金属含有量が少ないものは対象外

※自転車は、「有価物」と書いた紙を自転車に貼って

　出してください

　また、全応募作品をシルバー世代（65歳以上）の部

と一般の部に分けて、各部から最優秀作品を1点、優

秀作品を2点選出し、表彰します。

※入賞作品については、作者の氏名とともに市ホーム

　ページなどで公表します

※応募作品の一切の権利は市に帰属します

問高齢者支援課☎445・1375

イベント
　女性を取り巻く環境や自己分析、適職

の探し方などの就職スキルを学びます。

対再就職を希望する女性

時7月29日（月）

①セミナー＝10時〜12時

②個別相談＝13時〜16時

所総合福祉保健センター3階

定①＝30人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

　　未就学児、先着10人（7月12日（金）

までに要申込）

他●②のみの参加不可

　●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

申6月17日（月）以降に商工振興課

☎445・1240

女性のための再就職支援セミナー＆
個別相談会

時7月7日（日）13時30分〜15時30

分（13時から受け付け）

所中央公民館　定50人（申込先着順）

師NPO法人国境なき子どもたち 写

真家の清水匡さん

世界を知る会
「国境なき子どもたち」講演会

申（月）・（水）・（土）

9時〜12時、13

時〜16時に市国際

交流協会☎442・

1860／ｍevent

@kifa.gr.jp

講座・講演

服装

保育

対象
募集句数
応募方法

テーマ

保育

服装

任期
会議
報酬

作品募集

有価物回収運動にご協力を！

黄色い旗が
目印！

募集

　市民との協働によるまちづくりを推

進するために、市の施策などに対する

審議を行う委員会の委員を募集します。

　　委嘱の日から2年間

　　年2回程度実施

　　会議1回6,800円

定2人（書類選考）

申7月5日（金）まで

他●選任された場合、氏名が公表され

　　ます

　●応募資格・申込方法など詳しくは、

　　市ホームページをご覧ください

問市民活動推進課☎445・1274

協働推進委員会 委員

ユ
ー
モ
ア
と
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
川
柳
で

　
　
　
　 

敬
老
意
識
を
向
上
し
よ
う
！

有
価
物

上沢聡子さん

清水匡さん
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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
　住宅の使い勝手を良くしたいなど、

住宅に関する悩み事を相談できます。

時6月30日（日）10時〜16時

所アクロスモール1階

問県建築士会鎌ケ谷支部（（株）竹江

設計事務所内）☎445・4064

建築士の日・県内一斉住宅相談会

　労働災害・職業病などによる被害、

長時間過密労働による慢性的な疲労

やメンタル疾患で悩んでいませんか？

弁護士・労働安全衛生管理者・ソー

シャルワーカーなどが相談に応じます。

　　●6月29日（土）＝千葉市中央コ

　　　ミュニティセンター

　　●7月27日（土）＝成田市中央公

　　　民館、いずれも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

　沖縄・奄美・トカラ列島・小笠原諸島

では、農作物に大きな被害を与える病

害虫が発生しています。病害虫そのも

のや病害虫が付着する恐れのある植

物などが、病害虫未発生地域に持ち込

まれないように、空港や港の植物検疫

カウンターで取り締まりを行なってい

ます。ご協力をお願いします。

問横浜植物防疫所千葉出張所☎043・

242・8401

植物などの移動規制を行っています
〜病害虫のまん延防止にご協力を〜

　成年後見などに関する相談会。

時7月2日、8月6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

時所

よくかむためのヒント
●右側で10回、左側で10回、全体で10回

　かむ

●のみ込もうと思ったら、あと10回かむ

●一口の量を少なくする

●口の中にある食べ物をのみ込んでから、

　次の食べ物を口に入れる

問健康増進課☎445・1394

お知らせ・相談

健康ぼうずカミングママ

　現在、日本で最も古いといわれている入れ歯は、

1538年（天文7年）に74歳で亡くなった和歌山市願

成寺（がんじょうじ）の尼僧、仏姫（ほとけひめ）が

使っていた木の入れ歯だといわれております。この

入れ歯は木床義歯と言われ、黄楊（つげ）の木を使用

し、歯の部分と歯肉の部分が彫刻され、奥歯の噛む

面には硬いものが噛めるように銅や銀の鋲が打た

れております。噛む面にはすり減りが見られるため、

実際に使われていたのではないかと考えられており

ます。1538年という事は、戦国大名が勢力を誇った

室町時代末期（戦国時代）の入れ歯ということになり

ますね。また食事をしても落ちないように、顎の粘膜

に吸いつき保持するように作られており、現在の総

入れ歯が顎に吸着する理論とまさに同じであります。

入れ歯はいつから
使われはじめたの？

地区健康相談
　乳幼児から高齢者まで誰でも健康に関する相

談ができます。

内身体計測、血圧測定、尿検査、助産師・保健師・

栄養士・歯科衛生士による個別相談

時所●6月19日（水）＝東部学習センター

　　●6月24日（月）＝総合福祉保健センター3階

（各9時30分〜11時受け付け）

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（歯磨き指導を希望の場合）

問☎445・1393

Welcome Baby School（パパママ教室）
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6月22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

問☎445・1393

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！
　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に、「きらり鎌ケ谷体操」

を広めています。指導者が自治会・

サークルなどの団体の活動の場に

出向き、講習を行います。

申☎445・1405

健康増進体操教室（1期）
　関節・腰痛の緩和や筋力の維持向上を目指す

体操教室です。

対市内在住で60歳以上の人（軽度の障がいがあ

る人でも自立歩行ができれば参加可）

時7月4日〜9月5日の各（木）13時30分〜14時

30分（全10回）

所社会福祉センター

定30人（多数抽選）

師（公社）千葉県柔道整復師会船橋・鎌ケ谷支部

他まなびぃ100対象

申往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電

話番号を記入して、6月22日（土）まで（必着）に同

センター「健康増進体操教室」係ゆ〒273-0121

初富802-116

問同センター☎444・0121

　妊娠中は口のトラブルが起こりやすいため、歯

科健診を受けましょう。

内①第1子を妊娠中の人＝虫歯リスクテスト・ブ

　　ラッシング実習・歯科健診・結果説明

　②第2子以降を妊娠中の人＝歯科健診・結果説明

時7月11日（木）

　①＝13時〜13時15分受け付け

　②＝13時30分〜14時受け付け

所総合福祉保健センター3階

持母子健康手帳

申☎445・1394

妊娠中にも歯科健診を受けましょう
〜子ども連れでもお気軽に〜

毒物劇物取扱者試験
　　　8月8日（木）

　　　　敬愛大学稲毛キャンパス（千葉市）

　　　　●県薬務課窓口（県庁本庁舎13階）

　　　　●県健康福祉センター窓口、千葉・船橋・

　　　　　柏市の各保健所窓口

　　　　6月17日（月）〜28日（金）（消印有効）

他詳しくは県ホームページをご覧ください

問県薬務課☎043・223・2618

試験日
試験場所
願書配布

申込期間

噛ミング30で
健康になろう

カ サンマル
ひと口30回

かもう！
糖尿病等 重症化予防プログラム

対象者には、お知らせが届きます

　国民健康保険被保険者で糖尿病治療中の人を対象に、かか

りつけ医と連携した半年間の支援プログラムを実施します

（血糖測定が体験できるセミナーを含む）。対象者は、平成30

年度特定健康診査において、一定の基準に該当する人です。

　6月下旬に市からお知らせが届いた人は、治療のサポートと

してぜひご活用ください。

問保険年金課☎445・1418

　糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを

高める他、腎症などの合併症にかかると日

常生活に大きな影響を及ぼします。糖尿病

になっても通常と同じような生活を送るた

めには、糖尿病合併症の早期発見と継続的

な治療、食事や運動面の改善が必要です。

ところでヨーロッパでは、動物の歯を彫刻した入れ

歯や陶製の入れ歯が1746年に初めて紹介されま

す。その入れ歯は上下の入れ歯を蝶つがいのような

金具で固定したもので、顎の粘膜への吸着は存在せ

ず、食事の時にははずすというまさに「化粧入れ歯」

のようなものだったようです。それを考えると日本

では精巧に彫刻され顎に吸着する入れ歯を外国よ

り約200年以上も前から実用化していたことになり

ますね。

　精密な技術を必要とする入れ歯はこんなにも前か

ら作られていて、また歴史を探ると昔の方々も歯に

は相当悩まされていたようなのですが、ただいつの

時代もできれば自分の歯を大切にずっと長く使って

いきたいものですね…。

（公社）船橋歯科医師会
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　小学校でのプログラミング学習が来年度から導入されます。こ

れに伴い、市とNPO法人かまがや地域情報の窓が連携して、小学

校5年生向けのプログラミング学習体験講座を学校の授業の中で

実施します。

　この体験講座をサポートするボランティアを募集します。

    パソコン・タブレットの操作ができる、市内在住で20歳以上

の人

    若干名

      ●ボランティアの活動は平日の午前中です

      ●応募後に面談を実施します

      ●面談後、決定したボランティアには 別途活動の詳細情報

       を伝えます

       ７月１０日（水）までにNPO法人かまがや地域情報の窓 川俣

☎412・2580／ｍkais_office＠kamagaya-info.com

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

令和元年（2019年）6月15日号

住民基本台帳人口      110,001人（前月比+51）

男　54,337人　女　55,664人

世帯数　 49,605世帯（前月比+137）

〔R1.5.1現在〕

8

問市民活動推進課☎445・1252

もしもの時、困った時、
頼りになる人が身近にいますか？

　環境美化や防犯・防災活動、夏祭りや敬老会などの地域活動を

きっかけに、同じまちで暮らすご近所さんとの親睦を深めて、安全・

安心で住みよい環境をみんなで築きましょう。

　「自分が住んでいる地域の自治会・町会が知りたい」「加入するにはどうしたらいい？」など、

お気軽に市民活動推進課（☎445・1252）までご相談ください。

市内小学校でのプログラミング学習体験講座市内小学校でのプログラミング学習体験講座

サポートボランティア 募集

自治会・町会に
加入しませんか？

みんなでつくろう みんなのまち

　「一人暮らしで不安…」「子育て中だけど近くに知り合いがいな

い…」「夫婦だけだから…」。そういうときこそ地域の活動に参加

して、ご近所さんとの絆を深めましょう！

加入のメリット

お問い合わせ

　大災害が起こったとき、真っ先に助

け合えるのは地域の皆さんです。防災

倉庫の設置や防災訓練の実施、市の避

難所運営委員会への参加などを通じ

て、万が一の大災害に備えています。

①もしもの時の助け合い
　夏祭りや敬老会、子ども

会などのイベントを通じ

て、地域のコミュニケー

ションを深めます。

②季節のお楽しみ行事
　防犯灯の設置・管理や通学

路の見守り、高齢者世帯への

声掛けや談話室などを実施し

て、安心して暮らせる地域づく

りに貢献しています。

③地域の安全・安心

　先日、近所の公園で子どもが大声で泣

いていました。お母さんが黙って見守る横

で、女の子がぐずっていました。何か気に

入らないことでもあったのでしょうか。

　野田市で小学4年の女児が死亡した事

件をはじめ、子どもへの虐待が疑われる

事案が相次いでいます。大変、残念で悲し

い状況です。子どもの泣き声を聞くと、つ

い「虐待では…」と思ってしまいます。

　広報かまがや6月1日号掲載の平成30

年度市民意識調査によると、虐待を受け

ていると思われる子どもを見つけた時、

市役所や児童相談所、警察等に「連絡で

きる」と答えた人の割合は54.5％でし

た。一方、「できない」は3.8％、「わからな

い」が40.4％と4割以上の人が連絡を躊

躇すると答え、そのうちの8割強が理由

に「通報してよい状態かどうか分からな

い」を挙げています。

　確かに虐待かどうか判断するのは難

しいことです。「通報して間違っていたら

…」と思い消極的になるのも理解できま

す。ただ、児童虐待事案が増加する今、時

には積極的に行動することも求められる

でしょう。

　津波、洪水、土砂崩れなどが頻発する

昨今、社会全体に自然災害に対する防災

意識が高まっています。自治体も住民の

命を守るため、避難勧告などは「空振りを

恐れずに早めに出す」方針です。

　児童虐待についても、子どもの命を守

るため「空振りを恐れず連絡する」意識が

必要になっているのかもしれません。鎌

ケ谷市では、こども総合相談室が連絡・

相談を受け、必要なら速やかに児童相談

所や警察などと連携して対応します。連

絡した人の秘密は守られ、虐待でなかっ

たとしても責任を問われることはありま

せん。こども総合相談室では今年度、要

保護児童対策支援員も配置しました。「虐

待かも？」と思ったらためらわず連絡して

ください。

（市魅力発信アドバイザー）

　体験講座の中で児童が学習する、フロー

チャートやプログラムの作成、電子回路の組

み立てなどを、実際に児童に寄り添いながら

学習を支援します。

定員

対象

その他

申し込み

サポートボランティア活動内容サポートボランティア活動内容

入ってみると自治会が色々な

活動をしていることが分か

りました！

これからのシーズンは、

地域の子どもたちも楽しみな

自治会の夏祭り！

夏祭りの準備で、息子の

同級生のご家族と仲良

くなりました！

ご近所さんと

の輪も広がっ

て、よかった

です！

梨花
さんは

自治会に

入会し
ました

（平成30
年6月15日

号より）
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