
問健康増進課☎445・1390

緊急事態宣言の発令に伴う鎌ケ谷市の対応について
～不要不急の外出は 自粛をお願いします～

緊急事態宣言とは？

千葉県知事が実施する緊急事態措置

　国は、令和2年4月7日に、感染経路が追えない新型コロナ

ウイルス感染者の拡大等を受け、「新型インフルエンザ等緊急

事態宣言（緊急事態宣言）」を発令しました。

　この宣言の中で、千葉県を含む7都府県が対象地域となり

ましたので、市では「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対

策本部」を設け、対応に当たっています。緊急事態宣言の概要

と、現時点での鎌ケ谷市の対応についてお知らせします（4月

10日現在）。

　「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」とは、内閣総理大臣

が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、期間・区

域・事案の概要を特定して宣言するものです。この宣言を受

けて、千葉県知事が具体的な期間や区域を定め、緊急事態措

置を取ります。

（１）県民のみなさんへ 外出の自粛の要請
　生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに

自宅等から外出しないこと。

　職場への出勤は、外出自粛等の要請から除くが、在宅勤

務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを

低減する取り組みを今まで以上に推進。これまで外出自粛

をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間につ

いても外出自粛を要請する。

vvvvvv 生活の維持に必要な場合の例 vvvvvv
　通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品

の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事等

※事業者のみなさまには、感染防止措置を十分に行っていた

　だきたい

vvvvvv 外出自粛をお願いしたい例 vvvvvv 
　「3つの密」のある施設への入場

　同居家族以外の多人数での会食への参加

　キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設　など

（２）事業者のみなさまへ　感染防止措置に関する
協力依頼
・「３つの密」を避けるような対策を講じる。

・入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設 

 備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知する

 等などの措置を行う。

（３）催物の開催に関する協力依頼
・感染の拡大につながる恐れのある催物（イベント）の開催自粛

・「３つの密」を避けられない場合は開催自粛

※県主催の集会・イベントについては、規模にかかわらず５月６

　日まで延期を原則とする。

密
　集団感染防止のために、

次の三つが重ならないよう

に注意しましょう。

●換気の悪い　　　　　　　密閉空間
●多数が集まる　　　　　　密集場所
●間近で会話や発声をする　密接場面

　ゴールデンウィークは、ごみの持ち込みが多くなることから、受け付けまでに時間がかかる

ことがあります。また、交通渋滞が発生し、周辺住民や通行者にも迷惑が掛かるため、粗大ごみ

以外は可能な限りごみステーションに出すなど、計画的なごみ処理にご協力をお願いします。

ごみの収集・自己搬入について 問クリーン推進課
☎445・1223

ゴールデンウィーク
期間における

新型コロナウイルスの対応については、変更する場合があります
ので、最新情報は市ホームページでご確認ください。

市ホームページ

●緊急事態措置を講じる区域
　県内全域

●緊急事態措置の実施期間
　5月6日（水）までの29日間

●緊急事態措置の内容

収集

搬入
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❷ 市主催イベントの中止等の期間を延長　問安全対策課☎445・1285

　市が主催するイベントのうち次の要件に該当するものを、5月6日（水）まで原則中止・延期と

します。

（1）不特定多数の参加があるなど管理が困難なもの

（2）参加者のうち、高齢者や持病のある者などの割合が高いと見込まれるもの

（3）参加者同士での濃厚接触の可能性が高いと考えられるもの

（4）妊婦が対象のもの

（5）消防職員など、市民の救急救命に従事するものが参加するもの（感染症対策など必要なも

　 のは除く）

❸ 小・中学校の臨時休校期間の延長および放課後児童クラブの運営
問指導室☎445・1518

　全小学校9校と全中学校5校について、臨時休校期間を5月6日（水）まで延長します。

　また、小・中学校の入学式を臨時休校明けまで延期します(5月8日（金）予定)。

※休校期間の延長に伴い、放課後児童クラブを、8時〜19時の時間で引き続き開所します（問こども

　支援課☎445・1320）

❹ 保育所の運営　問幼児保育課☎445・1363

　市内保育所については、引き続き開所します。

　保育所・放課後児童クラブは開所していますが、家庭での保育が可能な場合などは、自宅での

　保育についてご協力をお願いします

鎌ケ谷市の対応

❶ 公共施設の臨時休館期間を延長
　次の施設は5月6日（水）まで休館します。

※さわやかプラザ軽井沢（☎442・6150）は、当面の間休館します。最新情報について詳しくは、さわ
　やかプラザ軽井沢ホームページをご覧ください

施設名

かまがやワールドプラザ

市民活動推進センター

男女共同参画推進センター

各コミュニティセンター

各児童センター

身体障がい者福祉センター

問い合わせ

企画政策室☎445・1073

市民活動推進課☎445・1274

男女共同参画室☎445・1277

市民活動推進課☎445・1252

こども支援課☎445・1320

身体障がい者福祉センター
☎445・1543

施設名

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）

図書館本館・各分館

各スポーツ施設など

きらりホール

郷土資料館

問い合わせ

高齢者支援課☎445・1375

生涯学習推進課☎446・1111

生涯学習推進課☎446・1111

図書館本館☎443・4946

文化・スポーツ課☎445・1531

文化・スポーツ課☎445・1528

郷土資料館☎445・1030

注

注 :福太郎アリーナ、福太郎スタジアム、福太郎野球場、東野少年野球場、福太郎テニスコート、東初富テニス
コート、市営キャンプ場、各多目的グラウンド、弓道場、アーチェリー場、中沢みんなのスポーツ広場 → 休館

　市では、関係機関と協議しながら、情報収集や市民の皆さんへの情報発信に取り組んでいま

す。現時点では、公共施設および小・中学校の臨時休館（休校）期間の延長などが以下のとおり

決定しています（4月10日現在）。

県ホームページ

※収集の○印は、その曜日

　に収集する地域のみ実施

※5月2日（土）のクリーン

　センターへの搬入は8時

　30分から12時まで

ゴールデンウィーク期間におけるごみ収集など…１ 　　生産緑地地区の面積要件を緩和…3 　　第５回鎌ケ谷市民創作ミュージカル…4主な内容
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健康・福祉ボード 　市民の皆さんに親しまれている、

ダ・カーポが歌う市民の歌「きらり

鎌ケ谷」のＣＤを販売しています。こ

の歌は「きらり鎌ケ谷体操」でも使

われているものです。

　　　　 広報広聴室（市役所３階）

　　　　 1枚500円

問広報広聴室☎445・1088

販売場所
販売価格

販売中市民の歌「きらり鎌ケ谷」
CDを販売中

担当課

 4月30日(木)

 6月 1日(月)

 6月30日(火)

 7月31日(金)

 8月31日(月)

 9月30日(水)

11月 2日(月)

11月30日(月)

12月25日(金)

 2月 1日(月)

 3月 1日(月)

 3月31日(水)

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

1期

2期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

全期

税目など 固定資産税
都市計画税

軽自動車税
市・県民税
(普通徴収)

国民健康
保険料

(普通徴収)

後期高齢者
医療保険料
(普通徴収)

介護保険料
(普通徴収)

下水道受益者
負担金納期限

収税課 保険年金課 高齢者支援課 下水道課

2年度 市税などの納期限のお知らせ

　4月1日付で行った、鎌ケ谷市の課長相当職

以上の人事異動をお知らせします。

部長相当職

●総務企画部長[生涯学習部長]笠井真

　利子

●総務企画部参事（事）総務課長[総務企

　画部次長（事）総務課長]葛山順一

●総務企画部参事（事）契約管財課長[総

　務企画部副参事（事）契約管財課長]

　弓削孝司

●都市建設部長[都市建設部次長（事）道

　路河川整備課長]貞方敦雄

●都市建設部参事（事）建築住宅課長

　[都市建設部副参事（事）建築住宅課長]

　浮ケ谷勝美

●生涯学習部長[生涯学習部参事（事）生

　涯学習部次長（事）文化・スポーツ課長]

　狩谷昭夫

●監査委員事務局長[生涯学習部参事（事）

　市民会館長]斉藤実

４月１日付の人事異動

消防団員の異動
問消防本部警防課☎444・3235

退職団員（3月31日付）新分団長（4月1日付）

[　]=前職

（事）＝事務取扱（現在の職よりも下位の職務を兼ねること）

（兼）＝兼務（現在の職と同位である他の職を兼ねること）

第２分団

第３分団

第８分団

第８分団

佐藤信弘

根津雅宏

古川和昭

小林武

新入団員（4月1日付）

女 性 部 加羽沢こずえ

第１分団

第２分団

第３分団

第４分団

第５分団

第６分団

第７分団

第８分団

葛山浩史

三橋重幹

浅海祐樹

吉野暢洋

山口智則

髙森明彦

秦隆二

齊藤健治

次長相当職

●総務企画部次長（事）秘書広報課長[総務企画部副参事（事）秘書

　広報課長]大塚潤一

●総務企画部副参事（事）収税課長[企画財政課財政室長]矢島忠行

●市民生活部副参事（事）市民課長[市民課長]鈴木由美

●市民生活部副参事（事）保険年金課長[保険年金課長]井上知子

●市民生活部副参事（事）クリーン推進課長[クリーン推進課長]

　中川聡

●健康福祉部副参事（事）社会福祉課長[社会福祉課長]林宏幸

●健康福祉部副参事（事）粟野児童センター館長[こども支援課こど

　も総合相談室長]髙橋弘美

●健康福祉部副参事（事）健康増進課長[健康増進課長]本間恵

●都市建設部次長（事）都市計画課長[都市計画課開発指導室長]

　萩原勝

●都市建設部副参事（事）都市計画課まちづくり室長[都市計画課ま

　ちづくり室長]横山吉治

●都市建設部副参事（事）道路河川整備課長[国土交通省]松岡秀樹

●生涯学習部次長（事）文化・スポーツ課長[市民生活部副参事（事）

　安全対策課長]小松崎佳之

●生涯学習部副参事 [鎌ケ谷小学校長]髙木秀人

●生涯学習部副参事（事）教育総務課長[教育総務課長]﨑田浩史

●生涯学習部副参事（事）学校教育課給食管理室長[生涯学習部副

　参事（兼）市民会館副参事]桂本弘明

●消防本部副参事（事）中央消防署長[くぬぎ山消防署長]佐藤俊一

　消防団は八つの分団に分かれており、消防団員はそ

れぞれの職業に就きながら、火災や災害が発生した時

に出動し、消防署と一体となり市民の生命財産を守るた

めに活躍しています。

課長相当職

●企画財政課財政室長[企画財政課財政室長補佐]杉山大樹

●契約管財課主幹[建築住宅課営繕室主幹]小野関弘安

●市民課主幹[北部公民館長]小笠原友香

●安全対策課長[議会事務局主幹]伊藤正二

●こども支援課こども総合相談室長[こども支援課副主幹]木村真喜子

●道野辺保育園長[南初富保育園長]宇賀美智子

●南初富保育園長[粟野保育園長]宮内裕子

●都市計画課開発指導室長[道路河川管理課主幹]浅野和彦

●道路河川管理課主幹[道路河川管理課副主幹]菊池佳己

●道路河川管理課主幹[公園緑地課長]大塚勝彦

●建築住宅課主幹[建築住宅課副主幹]木間幸司

●下水道課主幹[契約管財課長補佐]浦塚良幸

●公園緑地課長[公園緑地課主幹]秋元勝美

●教育総務課主幹[建築住宅課主幹]岩見健治

●教育総務課主幹[教育総務課長補佐]関正人

●生涯学習推進課主幹[生涯学習推進課長補佐]渡邊里恵

●生涯学習推進課主幹[環境課長補佐]松本茂隆

●選挙管理委員会事務局長[選挙管理委員会事務局次長]小島敏

●監査委員事務局主幹[監査委員事務局副主幹]山﨑嘉也

●予防課長[予防課長補佐]須賀智行

●中央消防署主幹[中央消防署長補佐]久保田保利

●くぬぎ山消防署長[予防課長]露木三喜男

●鎌ケ谷消防署長[中央消防署主幹]川村隆之

　同予防接種は生後6カ月以上7歳6カ月未満が対象年齢で、国が定める標準的

な接種開始スケジュールは3歳からとなっています。

　近年、県内で日本脳炎を発症した乳幼児の症例が報告されたことで、県医師会

などでは、標準的な接種開始前に接種することを推奨しています。

　生後6カ月から3歳未満の接種希望者は、接種量が異なるため、かかりつけ医

に相談の上、接種してください。

問健康増進課☎445・1390

日本脳炎予防接種 〜かかりつけ医に相談を〜

問人事室☎445・1057

新分団長の皆さん

　2月22日〜23日に板橋区立小豆沢体育館で行われた「第24回全国少年少女選抜レス

リング選手権大会」で市内在住の小学生が優秀な成績を収めましたので、紹介します。

全国大会で優秀な成績を収めました全国大会で優秀な成績を収めました
市内小学生 が躍動！市内小学生 

種目および結果
女子の部 4年生44㎏級　優勝　保坂 樹奈（道野辺小4年）

問文化・スポーツ課

　☎445・1531
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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

原則各施設へ　　締め切りは発行日の１カ月半前（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

掲載のきまり伝言板
内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください

対市内在住で60歳以上の人

時5月17日（日）9時30分〜12時

所社会福祉センター

定30人（申込先着順）

申5月2日（土）9時以降に同センター

窓口で参加者本人が申し込み

問同センター☎444・0121

第49回 カラオケ発表会

イベント

　土の上のカーリングと呼ばれるフラ

ンス生まれのペタンクの競技大会（1

チーム3人）。

対市内在住・在勤・在学の人（初心者歓

迎。1人での参加可）

時5月10日（日）9時30分〜15時（9時

から受け付け。雨天決行）

所五本松小学校 校庭

定50人（申込先着順）

費500円

　　動きやすいもの

持弁当・飲み物・タオル、ペタンクの

ボールを拭く布

申5月3日（日）までに、市ペタンク協会 

綾部☎080・5442・4905

問文化・スポーツ課☎445・1531

ペタンク春季市民大会

スポーツ

服装

お知らせ・相談

　環境保全への関心を深めることを

目指したパネル展に、出展する団体・

企業などを募集します。

対市内で環境保全活動を行っている

団体または、市民に環境保全の啓発を

行っている団体など

　　　　6月18日（木）〜29日（月）

所市役所１階 市民ホール

申応募書類を4月30日（木）まで（必

着）に環境課窓口（市役所1階）へ持参／

郵送／Ｅメールで提出

※詳しくは、同課窓口および市ホーム

　ページで配布する応募要項を参照

問同課☎445・1227

かまがや環境パネル展2020
出展団体・企業などを募集

展示期間

　成年後見などに関する相談会。

時5月12日、6月2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　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

情報ひろば

▶こども合唱体験会
対幼稚園児（年長）〜中学生とその保護者時5月9日

（土）16時30分〜18時30分所中央公民館定10人程度

（申込先着順）申鎌ケ谷少年少女合唱団 山口☎412・

6366

▶はじめよう太極拳「太極拳入門講座」
簡化24式太極拳。時4月20日以降の各（月）10時〜12

時（全10回）所東初富公民館定4・5人（申込先着順）

費1回500円（4月20日のみ無料）申和太極拳サークル 

山本☎090・4707・7417

▶歴史たんぽ
街道・街歩き。対高校生以上時第1（土）年2,000

円費保険料など500円申楠窪☎445・5197

▶フラサークル プアメリア
フラダンス。対成人女性時毎週（月）9時30分〜

11時所中央公民館定5・6人月4,100円申湯浅

☎446・2827

▶さわらび会
書道・ペン習字。対成人時第2・4（水）10時〜12

時所東初富公民館定若干名入1,000円月2,000

円申山本☎444・2256

会員募集催し

　3月10日から「鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関

する条例」が施行されました。

　従来の生産緑地地区の面積要件は500平方メートル以

上でしたが、この条例の施行により300平方メートル以上

の市街化区域農地を、生産緑地地区に指定することが可能

となりました。

　指定に係る手続きなど詳しくは、お問い合わせください。

問都市政策室☎445・1422

生産緑地地区の面積要件を緩和

鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定

※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが中止とな

　る場合があります

▶家庭婦人バレーボール（9人制バレーボール）
対市内在住で既婚の女性（未婚は35歳以上）　鎌

ケ谷クラブ時毎週（水）・（金）19時〜21時所鎌ケ

谷小学校　ブルームクラブ時毎週（木）19時〜21

時30分所鎌ケ谷中学校　道野辺ホープ時毎週

（水）・（金）19時〜21時30分所東部小学校　三

幸クラブ時毎週（火）19時〜21時30分所西部小

学校　グリーンクラブ時毎週（火）19時〜21時、

毎週（土）16時〜18時30分所南部小学校　中部

クラブ時毎週（水）・（土）19時〜21時所中部小学

校　初富クラブ時毎週（水）・（土）19時30分〜21

時30分所初富小学校　ドリーム時毎週（土）19

時〜21時30分所第五中学校　共通事項申根本

☎090・9818・3791

市ホームページ・図書館ホームページ

バナー広告を募集

        1カ月を単位として、最長で3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、次の申込先に提出

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。バナー広告から広告主のホームページにリンクすることもできま

市ホームページ 図書館ホームページ

広告料
１カ月
5,000円から

市ホームページ

図書館ホームページ

バナー広告スペース

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。

　広報かまがや令和2年4月1日号において、「4月の有価物回収」

について、記事の掲載漏れがありました。おわびいたします。

　なお、今後予定されている回収日については次のとおりです。

●五本松小学校＝4月15日（水）

●北部小学校＝4月20日（月）

●西部小学校＝4月23日（木）

●東部小学校＝4月27日（月）

問クリーン推進課☎445・1223

おわびと
訂正

市ホームページ

申込先 広報広聴室窓口(市役所3階)／ゆ〒273-0195

問広報広聴室☎445・1088

図書館ホームページ

申込先 図書館本館窓口／ゆ〒273-0124中央1-8-35

問図書館本館☎443・4946
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広報

【下総基地の米軍機使用絶対反対】
古紙パルプ配合率70%

再生紙を使用

令和2年（2020年）4月15日号4

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▶

住民基本台帳人口      109,948人（前月比-45）

男　54,321人　女　55,627人

世帯数　 49,862世帯（前月比+21）

〔R2.3.1現在〕

公演当日のみの参加も大歓迎！
対象中学生以上
内容稽古の手伝い、衣装・大道

具・小道具の製作、ヘアメイ

ク、パンフレット製作、前日準

備や当日受付など

出演者の募集 ボランティアスタッフの募集

　地域の安全と安心を守るために活動している、消防団員とその家族が表彰されました。

　表彰された人は次のとおりです（敬称略）。

問消防本部警防課☎444・3235

日本消防協会長表彰

勤続章

 古川 和昭（第8分団）

 櫻井 松二（第2分団）

功績章

 髙森 明彦（第6分団）

精績章

 首藤 茂（第8分団）

千葉県消防協会長表彰

永年勤続功労章

 三橋 重幹（第2分団）

 皆川 伸司（第2分団）

 田邉 豊和（第4分団）

 吉野 暢洋（第4分団）

 石原 寛之（第6分団）

千葉県知事表彰

永年勤続功労章

 久保 敏一（第6分団）

 小林 優（第8分団）

内助功労感謝状

 久保 真由美

内助功労感謝状

 三橋 美紀

 皆川 澄美

 田邉 美香

　過去４回にわたって開催し、大好評だった「かまがや市民創作ミュージカ

ル」が、令和の時代にパワーアップして新たに開催に向けてスタートします。

　第5回目を迎える今年は、12月19日（土）・20日（日）に公演予定です。

今までと同様に、脚本・演出は「劇団GAYA」主宰の相澤美智子さんが担

当します。鎌ケ谷を舞台としたオリジナル作品のミュージカルに、あなた

も出演者やスタッフとして参加してみませんか？

申し込みきらりホールホームページの申し込みフォームまたは、きら

りホール・学習センター（各公民館）窓口で配布する申込書に記入し

て、5月31日（日）までに、きらりホール窓口へ持参/郵

送/ファクスで提出
その他 出演者の稽古日やボランティアスタッフの参加

日程、申し込み方法など詳しくは、申込書をご覧ください

共 通 事 項

問きらりホール

☎441・3377

きらりホールの舞台に出演してみませんか？
第5回

子どもも大人も一生懸命
練習に励みます

前回(一昨年)の

公演も大盛況

でした！

対象小学生以上（未経験者歓迎、

市外在住の人も可）
稽古内容（水）の夜間および、（土）

の日中または夜間（週１〜２回を

予定）

※公演前は稽古日が増えます
費用2,000円（保険料・衣装

代など）

　「Google Play」または「App 

Store」で、「鎌ケ谷市ごみ分別ア

プリ」を検索してダウンロード。

　品目名から分別方法を

検索できます。

ごみ分別辞典
　お住まいの地域の収集日をカレ

ンダー形式で確認できます。また、

出し忘れがないようにごみの収集

日をアラートでお知らせします。

収集日カレンダー

スマートフォン向け ごみ分別アプリが便利！

　ごみの疑問解決に役立つスマートフォン向けアプリケーショ

ン「ごみ分別アプリ」をご活用ください！

インストール
方法

ごみの分別に迷ったら

主な機能

問クリーン推進課☎445・1223

App StoreGoogle Play

申し込みフォーム
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