
　令和2年10月10日（土）に予定していた「第46回鎌ケ谷

市民まつり」は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の

ため、開催中止となりました。

　来年以降の市民まつりへのご支援・ご協力をよろしくお

願いします。

問鎌ケ谷市民まつり実行委員会事務局

　（市民活動推進課内）☎445・1252

郵送申請での注意事項

●発送した申請書に、世帯主の氏名、振込口座、日中連絡がつく連絡先を記入してください

●世帯員のうち、受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書内のチェック欄に記入してください

●本人確認書類の写しと振込口座の確認書類の添付が必要です

●マイナンバーカードを利用したオンライン申請も受け付けています

問特別定額給付金推進本部☎436・8518

鎌ケ谷市民まつり開催中止開催中止
第46回

鎌ケ谷市民まつり実行委員会　

ホームページ▶

申請期限は8月18日（火）まで

休館していた公共施設を
6月1日（月）から開館します
休館していた公共施設を
6月1日（月）から開館します 公共施設を利用する場合は、感染防止にご理解・ご協力を公共施設を利用する場合は、感染防止にご理解・ご協力を

注  福太郎アリーナ(トレーニングルームを除く)、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、中沢みんなのスポー
ツ広場（一部利用制限有り）

6月2日(火)から開館

特別定額給付金の申請書を発送しました特別定額給付金の申請書を発送しました

会計年度任用職員 を募集
　新型コロナウイルス感染症にかかる緊急雇用対策として、鎌ケ谷市で働くフルタイム会計年

度任用職員を募集します。

対象新型コロナウイルス感染症の影響で、内定が取り消された、または失職した人

定員7人

月給184,577円（地域手当含む）

受付期間採用予定人数が7人に達するまで、随時受け付け

その他●通勤手当、期末手当支給（条件あり）

　　　●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

申し込み申込書に記入して、人事室 ゆ〒273-0195

問建築住宅課☎445・1472

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による解雇

などにより、住宅の退去を余儀なくされる人への支援と

して、市営住宅を提供します。

　詳しくはお問い合わせください。

　新型コロナウイルスに感染した、または感染の疑いがあり、仕事を休んだ後期高齢者医療制

度の被保険者を対象に、傷病手当金を支給します。

後期高齢者医療制度の傷病手当金

対象●新型コロナウイルスに感染した人

　 ●発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる人

対象期間令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で、療養のため労務に服

することができなくなった期間

注意対象期間や支給額、申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

問●県後期高齢者医療広域連合☎043・216・5013

　●保険年金課☎445・1207

問人事室

　☎445・1057

　給付対象者1人につき10万円の家計への支援を行う特別定額給付金について、郵送申請に使用す

る申請書を各世帯の世帯主宛てに、5月18日に発送しました。

　次の施設は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を万全に講

じることにより、6月1日（月）から開館します。詳しくは、各施設にお問

い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症の状況変化によっては、開館日などを見

　直す場合があります

※社会福祉センターは、より慎重に対応していく必要があるため、6月中

　は休館し、7月1日（水）から開館します(問高齢者支援課☎445・1375)

※さわやかプラザ軽井沢については、お問い合わせください(問同プラ

　ザ☎442・6150)

●37．5度以上または平熱比1度超過の発熱が

　ある

●同居の家族で、発熱・体調不良の人がいる

●過去2週間以内に、自身や家族が海外に往来

　した

●過去2週間以内に、新型コロナウイルスに感染

　した人との濃厚接触の可能性がある

次の場合には
施設を利用できません

利用者へのお願い

　新型コロナウイルス感染症の感染を防止す

るため、施設の利用者は、次の感染防止対策に

ご協力をお願いします。

●「3つの密」を回避する

●咳エチケット、マスクの着用、手洗いを徹底 

　する

●発熱、咳といった風邪症状などがある人は利

　用を自粛する

●手指消毒を徹底する

●人数の制限や、対人距離を確保する

●定期的に換気を行う

●長時間滞在の禁止(利用時間は必要最小限に)

●利用者の住所・氏名・連絡先の提供

　※必要に応じて、保健所などの公共機関へ情報

　　提供することがあります

●検温(利用者自身が検温して来館)

　※検温して来なかった場合は、施設側で検温

　　を実施します

　※検温を原則実施する施設もあります

●基礎疾患がある場合など、重症化しやすい

　人は利用にあたり注意する

●水分補給以外の飲食の原則禁止

対象基準日（令和2年4月27日）時点で、鎌ケ谷市の住

民基本台帳に記載されている人（受給権者は、その人

が属する世帯の世帯主）

申請期限令和2年8月18日（火）まで

給付額給付対象者1人につき10万円

新型コロナウイルス感染症の拡大による
市営住宅入居希望者の募集

新型コロナウイルス感染症にかかる

 

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

 

かまがやワールドプラザ☎442・1850

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

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

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

注

施設名 問い合わせ

1

2

1

2:

注 1:

- 施設側の対応 -

●施設内の清掃、消毒の徹底

●簡易なビニールまたはアクリル板などの

　設置による飛沫感染防止対策の実施

●利用目的の制限

　密接が発生するダンスや合唱、囲碁、将棋、

麻雀などの利用はできません。

※対人距離の確保など、感染予防対策を講じ

　る場合は、各施設管理者が利用可否を判断

　します

鎌ケ谷市で働きませんか？

1
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　後期高齢者医療制度は、75歳以上（65歳以上で一定の障がいがあり、認定を受けた人を含む）の

人を対象とする医療制度で、約15,000人が加入しています。市は保険料の徴収などを行い、県内

の市町村で構成する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。

　市が広域連合に納付する広域連合納付金は、医療費や高額療養費の支給といった保険給付や、健

康診査や人間ドック費用の助成といった保健事業などの制度全体を維持するための財源となります。

　昨年度予算と比較すると、1億5,000万円（11.3％）増となっています。主な要因は、加入者の増

加により予算規模が拡大したためです。

問問保険年金課☎445・1207

　　　　　  　 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へ

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

令和2年度 特別会計予算の概要令和2年度 特別会計予算の概要行財政運営❸シリーズ 行財政運営❸シリーズ

　特別会計とは、特定の事業の収支を明確にするため、一般会計と区別

している会計です。なお公共下水道事業特別会計は、令和2年度予算から

下水道事業会計（公営企業会計）へ移行しました。特別会計予算につい

て詳しくは、市ホームページ、図書館（分館を含む）、情報公開コーナー

（市役所3階）にある「予算書」で見ることができます。
※下水道事業は、特別会計から公営企業会計へ移行

　したため、「対前年比」がありません

※下水道事業の当初予算額は、現金支出を伴わない

　減価償却費867,256千円を含みます

　国民健康保険は、病気やけがのとき、安心して医療を受けられるよう、加入者

がそれぞれの収入額に応じて保険料を負担し、県への納付金などに充てる制度

で、自営業の人や社会保険に加入していない人約24,000人が加入しています。

医療費を抑えるためにも、生活習慣病を見直し、栄養・運動・休養をバランスよく

とり、定期的に健診を受けるなど、日頃から、健康管理にご注意ください。

　昨年度予算と比較すると、1,100万円（0.1％）減となっています。主な要因は、

国民健康保険の加入者が減少したことに伴い、保険給付費が減少したためです。

国民健康保険 問問保険年金課☎445・1204 後期高齢者医療後期高齢者医療

下水道事業会計（公営企業会計）
　公共下水道は、家庭や事業所から出た汚水を下水道管に集め、終末処理場できれいな水

に変えて河川や海に放流するもので、私たちが衛生的で快適な生活を営む上で欠かせない

施設です。

　市の下水道普及率は、令和元年度末で約67％であり、今後も下水道の整備に積極的に取

り組んでいく必要があります。しかし、下水道の整備には多くの費用と時間がかかるため、

計画的に事業を行っていきます。

問問下水道課☎445・1474

令和2年度 特別会計予算

（下水道事業会計を含む）

　介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度で、40歳以上の人が

保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部を支払って介護

サービスが利用できます。

　昨年度予算と比較すると、7億7,500万円（10.7％）増となっています。主な

要因は、高齢化に伴い介護サービスを利用する人が増えており、保険給付費が増

加したためです。

介護保険 問問高齢者支援課☎445・1380

　茶道の初歩を学びませんか？

対市内在住・在勤・在学の人

市民茶道教室

時7月〜3年6月の第2・4（木）13時〜

16時

所粟野コミュニティセンター

定5人（申込先着順）　費1回1,000円

師裏千家流の戸﨑宗貴さん

申はがきに住所・氏名・電話番号を記

入して、6月15日（月）まで(必着）に市

茶道協会 細川ゆ〒273-0105鎌ケ谷

6-1-3／ｆ444・9214

問同協会 細川☎444・9214

対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターでの就業意欲がある人

時6月16日（火）・17日（水）の各9時

30分〜15時（全2回）

所社会福祉センター

定15人（先着申込順）

申6月2日（火）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問社会福祉センター☎444・0121

「除草・刈り払い機」技能講習会

　景観の日は、良好な景観形成を推進

するために制定されました。

　市では、景観法に基づき平成27年7

月1日から鎌ケ谷市景観条例を施行

し、魅力あふれるまちづくりに取り組

んでいます。詳しくは、市ホームページ

をご覧ください。

問都市政策室☎445・

1422

6月1日は「景観の日」

　県教育委員会では、教科書展示会を

次の日程により開催します。誰でも閲

覧できます。

教科書展示会
〜手に取って見てみませんか？〜

時6月12日（金）〜25日（木）の各9時〜

16時30分

所図書館3階 保育室

問指導室☎445・1518

　フッ化物は、上手に使うことで虫歯予防に効果を発揮します。

　フッ化物で虫歯を予防して、いつまでも健康な歯を保ちましょう！

問健康増進課☎445・1393

▶太極拳（無料教室）
時6月8日・15日の各（月）10時〜12時所くぬぎ山コミュニ

ティセンター定10人申ふれあい太極拳 中村☎090・6520・

7768

▶鎌ケ谷写真同好会 写真展
時6月17日（水）〜30日（火）所まなびぃプラザ問同会 斉藤

☎090・2481・5240

催し

▶楽しく描こう会
水彩画教室。時第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

会員募集

提出方法

フッ化物入り歯磨き剤

　毎日の歯磨きの際に使用し

ましょう。その後のうがいは

少しの水で1・2回に！

フッ化物塗布

　歯科医院で、最低でも

半年に1回、直接歯に

フッ化物を塗ります。

フッ化物洗口

　フッ化物入りのうがい

薬でブクブクうがい

をします。

フッ化物の利用方法

6月4日～10日は 歯と口の健康週間です

虫歯予防にフッ化物を上手に使いましょう!

三つの虫歯予防の効果

●歯の質を強くする　●ごく初期の虫歯の回復を助ける　●虫歯菌の活動を抑える

会計名

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

当初予算額

105億1,200万円

14億7,600万円

79億9,700万円

対前年比

▲0.1%

11.3%

10.7%

公営企業会計

 下水道事業

当初予算額

32億6,964万5千円

対前年比

ー

講座・講演

　児童手当・特例給付の受給者は、引

き続き受給要件を満たしているかを

審査するため、現況届を提出する必要

があります。提出書類など詳しくは、

受給者の皆さんに送付した案内をご

覧ください。

　　　　原則として同封の返信用封筒

で、6月30日（火）まで（消印有効）に

郵送

2年度児童手当・特例給付現況届の
提出はお早めに

注現況届の提出がない場合は、6月分

以降の支払いが差し止めになります

問こども支援課☎445・1325

お知らせ・相談

情報ひろば
※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

　2年8月10日（月）に開催を予定して

いた「第5回かまがやの花火」について

は、新型コロナウイルスの感染拡大に

伴う来場者および従事者の安全を考

慮し、中止します。

問かまがやの花火実行委員会事務局

☎445・8811

第5回かまがやの花火
中止のお知らせ

市ホームページ▶

令和2年（2020年）6月1日号広報広報市政情報・お知らせ・情報ひろば2

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



福 習予　：要予約　 　センター：総合福祉保健センター　 　センター：習志野健康福祉センター　※：場所は予約時にお知らせ

　　　　　　　　　　　　　●鎌ケ谷・南初富・道野辺中央＝1日（月）・22日（月）　●くぬぎ山・北中沢＝22日（月）・28日（日）　●粟野＝1日（月）〜30日（火）

　　　　　　　　　　●中央・南＝毎週（土）・（日）　●くぬぎ山・北中沢＝毎週（土）・（日）、22日（月）　●粟野＝1日（月）〜30日（火）各児童センターの休み

各コミュニティセンターの休み

!6月のお知らせ

相談名など 日　時 場所／問い合わせ各種相談など（相談は全て無料）
教育相談

まなびぃプラザ２階／ふれあい談

話室☎445・4953
毎週（月）〜（金）13時〜16時

心配ごと相談

心の相談 予

市社会福祉協議会☎444・6921 

（電話相談のみ）

毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜14時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
9日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

9日（火）14時から
　センター／　センター

☎475・5152

習習

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習
25日（木）14時から

障がい相談 予
福　センター４階／なしねっと

☎443・3408（９時〜17時）
23日（火）９時から

障がい者就労相談 予

市役所1階／障害者就業・生活

支援センターあかね園☎452・

2718

18日（木）9時から

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時市役所など※／男女共同参画室

☎445・1277（つながらない場

合は☎445・1141）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

市役所2階／消費生活センター

☎445・1246
消費生活相談（予約優先）

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240
職業紹介

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福家庭児童相談 毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

ひとり親家庭相談予 毎週（火）・（木）９時30分〜16時

青少年相談（非行関係など）
まなびぃプラザ1階／青少年セン

ター☎445・4307
毎週（月）〜（金）９時〜16時

女性のための相談　 予
毎週（水）

●9時30分〜12時30分

●13時30分〜14時30分

まつど地域若者サポートステー

ション☎047・703・8301（電話

相談のみ）

就職相談

（39歳以下向け）

予
毎週（月）〜（土）9時30分〜17時

酒害相談

①③＝まなびぃプラザ　②＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①18日（木）17時〜21時

②21日（日）12時〜16時

③23日（火）17時〜21時

●初　小＝1日(月)　　　　●南部小＝4日(木)　　 ●道　小＝8日(月)

●中部小＝10日(水)　　　●鎌　小＝12日(金)　　●北部小＝15日(月)

●五　小＝17日(水)　　　●東部小＝22日(月)　　●西部小＝25日(木)

6月の有価物回収

問クリーン推進課☎445・1223

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

　離乳食期の子どもから大人ま

で、食に関する相談に栄養士が応

じます。

時●6月4日（木）・23日（火）の各

　　9時〜12時

　●6月12日（金）の13時30分〜

　　16時30分

所総合福祉保健センター3階　

定各日3人（申込先着順）

問☎445・1546

栄養士による個別相談

対●1期＝1〜2歳未満

　●2期＝平成26年4月2日〜　

　　27年4月1日生まれ

　　2期は3年3月31日（水）まで

問☎445・1390

麻しん風しん混合（MR）予防接種
〜早めに受けましょう〜

期限

　　　　社会福祉協議会に関する業務

全般（事務職）

　　　　（月）〜（金）（（祝）・年末年始を

除く）8時30分〜17時15分

　　　　市社会福祉協議会事務局

対次の要件を全て満たす人。 ●社会

福祉・地域福祉の推進に熱意がある 

●昭和60年4月2日以降に生まれた 

●普通自動車免許を有する　●パソ

コン操作の基本的な知識がある　

（社会福祉士・精神保健福祉士などの

資格を有する人が望ましい）

定1人

社会福祉協議会 正規職員

　　　　 10月1日（試用期間6カ月）

試験内容

　　　●一次試験＝7月12日（日）9時

30分から　

●二次試験＝8月2日（日）10時から

　　　　総合福祉保健センター

申受験申込書に記入して、6月1日

（月）〜6月30日（火）に同事務局窓口／

簡易書留 ゆ〒273-0195新鎌ケ谷

2-6-1

他●休暇などの付与あり ●社会保険加

入あり ●受験申込書は同事務局およ

び同事務局ホームページで配布 ●詳

しくは同事務局ホームページを参照

問市社会福祉協議会☎444・2231／

ｆ446・4545

募集 採用予定日

試験日

勤務場所

試験会場
勤務日時

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●トフコ株式会社から道野辺保育園他3園へ除菌水を

（財政室）

●石井武さんから福太郎アリーナへ会議用テーブル20台を

（教育総務課）

業務内容

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康づくりに関する事業

を延期または中止していますが、専門職による電話や訪問での個別相談

は随時受け付けています。

　専門職とは、助産師・保健師・看護師・歯科衛生士・栄養士などのことで

す。体の事や子どもの健康や子育てなどで心配な事、困った事があれば

相談ください。

問●子育てについて＝健康増進課☎445・1393

　●歯科について＝健康増進課☎445・1394

　●健康について＝健康増進課☎445・1405

　●子どもの栄養について＝健康増進課☎445・1546

専門職による健康相談 実施中！

健康や子どもについて心配事がある人へ

●各コミュニティセンター・各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝1日（月）〜30日（火）

●まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）、きらり鎌ケ谷市民会館＝29日（月）　●図書館＝毎週

（月）、30日（火）　●郷土資料館＝毎週（月）

「広報かまがや」を
配 信 中！

　無料のスマートフォン用アプリ「マチイロ」（（株）ホー

プが開発・運営）を使うことで、広報かまがやを読むこ

とができます。

　ダウンロード方法など詳しくは、マチイロホームペー

ジをご覧ください。

注意通信料は利用者負担

問●アプリの機能について＝（株）ホープ

　　☎092・716・1404

　●その他＝広報広聴室☎445・1088
マチイロ

ホームページ

スマホでスマホで

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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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）6月1日号

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      110,042人（前月比+4）

男　54,309人　女　55,733人

世帯数　 50,178世帯（前月比+87）

〔R2.5.1現在〕

4

　結婚50年目にあたる金婚式を迎える夫婦の皆さ

んへ、市からお祝いの記念品(置き時計)を贈呈します。

    昭和45年9月1日〜46年8月31日の間に結婚

（入籍）している、市内在住の夫婦

※昨年までの対象者で、過去に申請していない夫婦

　も申し込みできます

       7月31日(金)までに戸籍謄本（3カ月以内

に交付されたもの）1通を持参して、高齢者支援課

窓口（総合福祉保健センター2階）で申し込み

問●記念品の贈呈について＝高齢者支援課☎445・

　　1375

　●戸籍謄本の交付について＝市民課☎445・1187

結婚50年目を迎えるご夫婦へ

対象

申し込み

金婚式を祝して
記念品を贈呈します
金婚式
記念品

　動物は、次のことに注意して飼いましょう。

●飼う前に、飼える環境かどうか家族でよく考え、責任を持って最後まで面倒をみましょう

●犬の放し飼いは禁止されています。散歩するときは、犬を制御できる人が短い引き綱で行いま

　しょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑を掛けたりしな

　いようにしましょう

●猫は屋内で飼いましょう。他人への迷惑を防止できる他、病気や交通事故などの危険から猫

　を守ることができます

●犬や猫に、公の場所や人の敷地内で排せつするような迷惑行為をさせないようにしましょう。犬や

　猫には、排せつ場所のしつけをすることができます

●生後91日を経過した犬を飼う場合、市に登録が必要です。また、犬猫合わせて10頭

　以上飼う場合は、保健所に届け出が必要です

●災害時に、飼っている動物と同行避難できるよう準備をしましょう

●適正に飼えない犬や猫を増やさないため、不妊・去勢措置をしましょう

動物を適切に飼いましょう
・・・

問●習志野健康福祉センター☎475・5151

　●県動物愛護センター東葛飾支所☎04・7191・0050

「動物の正しい
飼い方推進月間」

6月は

 どんなことに使えるの？

コンビニなどで各種証明書を取得できる

　全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末（マルチコピー機）

で住民票の写しなどの各種証明書を取得できます。

ポイントがもらえる

　9月から令和3年3月までの間にキャッシュレスで2万円のチャージ

または買い物をすると、1人あたり上限5,000円のマイナポイントが付

与されます。

健康保険証として使える

　令和3年3月に健康保険証としての利用を開始する予定となっています。

 マイナンバーカードとは？

　マイナンバーカードとは、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバ―（個

人番号）・本人の顔写真が表示されたカードです。公的身分証明書とし

て利用することができます。

注意

 マイナンバーカードを作るには

①「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入して、顔写真を貼付のうえ地方

　公共団体情報システム機構（J-LIS）に郵送

　※Web申請や、申請に対応した証明写真機からの申請もできます

②約1カ月半後、市役所から通知書を郵送します。届いたら、電話で事前に受取

　日時の予約を行ってください

③予約した受取日時に、本人確認書類などを持参して、作成者本人が市役所市民

　課窓口までお越しください

    今後、マイナポイントや、健康保険証利用の開始などに伴い、マイナンバーカー

ド交付申請窓口が混み合うことが予想されます。申請から交付まで、通常よりも

時間を要することが見込まれるため、早めの取得をご検討ください

問●マイナンバーの制度、マイナポイントに関すること＝企画政策室☎445・1073

　●マイナンバーカードの交付、コンビニ交付に関すること＝市民課☎445・1177

　●国民健康保険証としての利用に関すること＝保険年金課☎445・1204

　飼い主のいない猫によるふん尿の被害や、無責任な餌やりによる近隣

トラブルなどを防ぐため、市では人も猫も住みやすい環境で共生するこ

とができる「人と猫にやさしい地域」を目指し、不妊・去勢手術費を助成

します。

    次の要件を全て満たす市内在住の人

●餌やりの管理やふん尿の清掃、トイレの設置などを適正に行っている

●猫を保護し、指定された動物病院で不妊・去勢手術を受けさせ、元の

　場所へ戻せる

●不妊・去勢手術後も猫を適正に飼養管理できる

●近隣の苦情に責任を持って対応できる

※猫は、市内に生息している飼い主のいない猫に限る

       予算額（前期分）に達するまで（申込先着順）

      事前に猫の頭数・性別を確認の上、お問い合わせください。後日、現

地確認を行います

　猫の捕獲方法や生態などについて困ったら、獣医師である「飼い主のいない猫

適正飼養活動支援事業普及員」の永井秀明さん（みちのべ動物病院）、東尾直樹さ

ん（ひがしっぽ動物病院）、板谷政明さん（板谷動物病院）が、専門的な見地からア

ドバイスします。相談を希望する場合は、環境課へお問い合わせください。

対象

助成件数
その他

飼い主のいない猫について に応じます相 談

不妊・去勢手術
指定動物病院

鎌ケ谷市
●板谷動物病院　

●イトウペットクリニック　

●西原動物病院　

●みちのべ動物病院　

●ひがしっぽ動物病院

●くらした動物病院

柏市
●京葉動物保護協会動物診療所

船橋市
●さきがおか動物病院　

●三咲動物病院　

●中村動物病院

人と猫にやさしい地域を目指して

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成 問環境課☎445・1229

はお早めに
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