
などの症状が出たら
　発熱などの症状があり受診を希望する場合は、必ず病院に行く前に身近なかかりつけ医などに電話で相談してください。

かかりつけ医がいないなど、相談先がない場合は、次へご相談ください。

発 熱 発熱などに関する相談窓口

千葉県発熱相談
コールセンター市健康増進課 ☎03・6747・8414

8時30分〜17時(（土)・(日)、祝日を除く)に

☎445・1390／ｆ445・8261 （24時間365日）

問●各保育所について=幼児保育課☎445・1363

　●放課後児童クラブについて=こども支援課☎445・1320

　国は、令和３年1月７日に新型コロナウイルス感染症の感染状況が深刻に

なっていることを受け、「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。

　昨年４月に続いて2回目の緊急事態宣言となり、今回は東京都、千葉県、埼玉

県、神奈川県の一都三県が対象地域となりますので、２０時以降の不要不急の

外出自粛にご協力をお願いします。

　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

措置を実施します。

　緊急事態宣言を踏まえ、現時点における市の公共施設および小・中学校、保育所、放課後児童クラブ、

市主催イベント開催への対応について、お知らせします。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対応を見直す場合があります。

　現在の厳しい感染状況を踏まえ、緊急事態宣言の発令に先んじて、東京・首都圏における人の

流れを抑え、人と人の接触の機会を減少させるため、１月４日、一都三県で連携した緊急事態行

動として、千葉県から各種要請が示されていますので、主な内容をお知らせします。

不特定多数の参加があるなど管理が困難なもの（国、県の考え方を

参考に施設ごとに決定）

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

（例）バスなどの狭い密閉空間で一定時間の滞在が伴うもの

多数の参加者間で会食などを伴うもの

新型コロナウイルス感染症への対応については、感染状況によって変更する場合があります。
最新情報は市ホームページでご確認ください。

●県民への要請 ●事業者への自粛要請

～２０時以降の不要不急の外出自粛にご協力をお願いします～～２０時以降の不要不急の外出自粛にご協力をお願いします～

次の要件に該当する市主催イベントは、緊急事態宣言が
発令されている間は原則として中止・延期とします。

保育所、放課後児童クラブは、通常どおり開所します。
ただし、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。

問指導室☎445・1518

小・中学校は、今回の緊急事態宣言において一斉休校を
要請されていないため、感染拡大防止に留意しながら
運営します。

１月７日１月７日 緊急事態宣言（２回目）が発令されました緊急事態宣言（２回目）が発令されました

市ホームページ

（１）

（２）

（３）

※1：各児童センターの1月中の開所時間は16時30分まで、2月以降は17時まで

※2：社会福祉センターの開所時間は16時30分まで

※3：南部公民館の開所時間の変更に伴い、同館内の自動交付機の平日稼働時間が

　　9時〜17時に変更となります(（土）・(日）は変更なし）　問市民課☎445・1195

※4：図書館東部分館以外の各分館は16時45分まで

問い合わせ

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

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

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※1

身体障がい者福祉センター

社会福祉センター※2

まなびぃプラザ

学習センター(各公民館※3)

図書館本館・各分館※4

各スポーツ施設など

きらりホール

郷土資料館

下表の公共施設は、開所時間が原則17時までとなります。

問健康増進課☎445・1390

緊急事態宣言とは？緊急事態宣言とは？

4

3

2
1

一都三県 緊急事態行動
（千葉県からの協力要請）
一都三県 緊急事態行動
（千葉県からの協力要請）

市ホームページ

外出等の徹底した自粛要請

（２０時以降の不要不急の外出自粛）

飲食店の営業時間の短縮要請２０時まで

（酒類提供は１９時まで）

鎌ケ谷市の対応

鎌ケ谷市長　清水　聖士

市民の皆さまへ

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .12 9 5
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 https://www.city.kamagaya.chiba.jp
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1月17日は「防災とボランティアの日」
1月15日～1月21日は「防災とボランティア週間」

令和3年（2021年）1月15日号広報広報市政情報・お知らせ2

　気象情報や災害に関する情報を、24時間365日体制で携帯電

話・スマートフォンなどに送るサービスです。

防災情報メールサービス　「かまがや安心ｅメール」

①携帯電話やパソコンからｍkama.bousai@mpme.jpに空

　メールを送信

②案内のメールが届いたら、そのメールに記載さ

　れたURLへ接続し、必要事項を入力

③登録完了のメールが届く

登録方法

　防災行政無線の放送と同じ内容を

電話により無料で確認することがで

きます。

☎0800・800・2760（無料）

ステッカーを安全

対策課窓口（市役

所1階）で配布して

います

正解③

　鎌ケ谷市地域防災計画では、

冬の夕方18時は火気を多く利

用している時間帯であり、出火

件数や焼失棟数が大きくなると

想定されています。

防災クイズの答え

大地震から身を守ろう！
市ホームページ

空メールを送信

　大地震が発生した場合、地震による火災で建物被害が多くなる時期と時間は？

防災クイズ

※クイズの答えは記事の右下へ

冬の朝5時①
夏の昼12時②
冬の夕方18時③

防災テレフォンサービス

　職場や学校、外出先など自宅から離れた場所にいるときに、大規模な災

害が発生すると帰宅が困難になる人が多数発生することが予想されます。

　災害の発生時には、まず身の安全を確保するとともに、安全な場所にとど

まり、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけま

しょう。

災害時の安全な帰宅のために

まずは自分の身の安全を確保する

家族の安否や自宅の無事を確かめる

交通機関の情報や道路の被害状況などを入手する

周囲の状況に応じて、安全を最優先に行動する

むやみに移動を開始しないこと

携帯ラジオや地図を持ち歩く

職場などにスニーカーや懐中電灯、飲料水・食糧などを用意しておく

安否確認の方法や集合場所を家族で話し合っておく

マスクや除菌シート、体温計を準備しておく

日頃からの備えが大切

自宅の上階や、災害の危険性のない親戚・知人宅などへ避難する

在宅避難などの推奨

三つの密を避ける

小まめな手洗いをする

せきをするときはマスクやハンカチなどで口を押さえる

※避難所では、体調確認のため検温などを行う場合があります

避難所での過ごし方

　市内の小・中学校などが指定されてお

り、どの施設にも避難できます。市ホーム

ページや洪水ハザードマップを参考にしな

がら、指定緊急避難場所・指定避難所と、避

難経路を家族と確認しておきましょう。

　災害が発生して、支援体制が整うまでに

3日程度かかると言われています。できる

限り1週間分（最低3日分）の食糧品や水、

衣類、燃料などを備えましょう。また、医薬

品（常備薬）や貴重品など非常用持ち出し

品も事前に確認しておきましょう。

　落下物や転倒した家具・電気製品、ガラス

の破片などによって被害に遭うことがあり

ます。家具や電気製品などは固定し、ガラス

などには飛散防止シートを貼りましょう。

　自宅のブロック塀などをチェックし、老朽

化している場合やひび割れなどがある場合

は修繕をしましょう。また、屋根・塀・壁など

の点検や補強を行い、地震だけでなく水害

にも備えて、側溝や排水溝の掃除をし、水は

けをよくしておきましょう。

指定緊急避難場所・避難経路を確認しましょう

食糧・飲料・医薬品（常備薬）を確認しましょう

家具や電気製品の転倒防止を確認しましょう

家の周りを確認しましょう

あなたがやるべきことは？

問安全対策課☎445・1278

　地震の発生を想定し、事前に決めた日時に学校や職場、家

庭などで三つの安全行動をとる一斉防災訓練のことです。

　朝の10時に震度6弱の地震が起きたと想定し、防災行政無線でサイレンを15秒間（1回）市

内全域に鳴らします。サイレンが鳴ったら、次の三つの安全確保行動を1分間行ってください。

①姿勢を低く　②頭や体を守る　③揺れが収まるまで動かない

　1分間の安全確保行動が終わったら、自宅・職場で家具などの転倒防止など防災対策の

確認を行ってください。

日時1月27日（水）10時から

　　※荒天中止（中止の場合は8時30分に防災行政無線で放送）

場所市内全域（自宅・職場・学校・外出先など、その時いる場所で）

問安全対策課☎445・1278

地震が起きたとき
安全確保行動をとれますか？

令和2年度
鎌ケ谷 市 シェイクアウト訓練

姿勢を低く
揺れが収まる
まで動かない頭や体を守る

▶ ▶

シェイクアウト訓練とは？

その他の防災ク
イズはオンライン
防災ひろばで



パブリックコメント 皆さんの意見を募集

問社会福祉課☎445・1286

第4期 鎌ケ谷市地域福祉計画（案）

　地域の皆さんが共に支えあい、誰もが安心して暮らすことができるまち

づくりのための「第4期鎌ケ谷市地域福祉計画（案）」について、意見を募集

します。

　　　　市ホームページ、社会福祉課（総合福祉保健センター4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、学習セ

ンター（各公民館）、図書館本館、総合福祉保健センター1階

　　　　2月8日（月）まで

　　　　意見用紙（様式自由）に住所・氏名と意見を記入して、社会福祉課

ゆ〒273-0195／窓口へ持参／ｆ445・2113／ｍsyafukusyomu

＠city.kamagaya.chiba.jp

閲覧場所

提出期限
提出方法

問生涯学習推進課☎446・2112

第4次 鎌ケ谷市生涯学習推進基本計画（案）

　令和3年度からの生涯学習を推進していくための方向性を定める「第4次

鎌ケ谷市生涯学習推進基本計画（案）」への意見を募集します。

　　　　市ホームページ、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、学習センター（各公民館）、図書館本館

　　　　1月18日（月）〜2月16日（火）（必着）

　　　　意見用紙（様式自由）に住所・氏名と意見を記入して、生涯学習推進

課窓口（まなびぃプラザ内）／ゆ〒273-0101富岡2-6-1／ｆ446・6633／

ｍsyougakukikaku@city.kamagaya.chiba.jp

閲覧場所

提出期限
提出方法

問企画政策室☎445・1073

鎌ケ谷市制施行50周年
記念ロゴマーク

　鎌ケ谷市は、県下で24番目の市として昭和46年9月1日に市制を施

行し、令和3年度に市制施行50周年を迎えます。

　この大きな節目を市全体で祝い、さまざまな記念事業を通じて周知

し、盛り上げるため、「鎌ケ谷市制施行50周年記念ロゴマーク」を募集

します。

　　　　次の条件を満たしたロゴマーク

●市をイメージした親しみやすさがあるデザインで、「市制施行50周

　年」であることが分かること

●フルカラー・単色・モノクロで使用でき、縮尺を変えて使用する場合

　でも、イメージが損なわれないデザインであること

●ポスター・チラシ・封筒・名刺・ウェブサイトなどで、利用可能なデザ

　インであること

　　　　2月26日（金）までに市ホームページの申し込

みフォームから

※必ず募集要項をご確認ください

　　　●選考結果は、4月ごろに採用者へ通知する他、

　　　　市ホームページおよび広報かまがやで発表

　　　●採用者には、賞金5万円とふるさと産品3千円相当を贈呈します

市ホームページ
募集ページ

応募要件

応募方法

●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

●意見に対する市の考え方については、個人情報を除いて市ホー

　ムページで公表します（個別回答は行いません）

注意

①有資格職員

　　　　子育てアドバイザーとして、乳幼児への遊びの提供や、保護者へ

の子育て相談、窓口対応など

　　幼稚園教諭または保育士の資格を有する人

　　　　8時45分〜17時15分（うち休憩1時間）

　　時給1,190円（交通費支給）

②有資格職員（つどいの広場）

　　　　子育てアドバイザーとして、乳幼児へ

の遊びの提供や、保護者への子育て相談など

　　幼稚園教諭または保育士の資格を有する人

　　　　9時〜15時30分（うち休憩1時間）

　　時給1,190円（交通費支給）

共通事項

　　4月1日（木）〜4年3月31日（木）（勤務状況により変更あり）

　　　　市内児童センター　　　　2月3日（水）

　　　　北中沢児童センター

　　　　写真を貼った履歴書を、1月29日（金）までにこども支援課窓口

（総合福祉保健センター2階）または北中沢児童センターへ持参

　　　採用時に胸部レントゲン検査結果を要提出

児童センター職員 （会計年度任用） 
令和3年度

募 集

子どもと関わる仕事をしませんか？

面接日
面接会場
申し込み

勤務時間

業務内容

業務内容

勤務時間

勤務場所

その他

任期

対象

対象

賃金

賃金

　確定申告書作成会場は大変混雑しますので、国税庁ホームページ「確定申告書

等作成コーナー」で作成し、印刷して提出することをお勧めします。

問北中沢児童センター☎442・2011

の申告をお忘れなく！税

　市内に償却資産（構築物・機械・備品など事業用の資産）を所有する個

人および法人は、令和3年1月1日現在における資産の状況を申告してく

ださい。申告書の送付を希望する場合は、お問い合わせください。

　なお、資産の増減がない場合や事業所を閉鎖した場合も、その旨の申

告が必要です。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少し

ている中小事業者などに対し、課税標準の特例措置が新設されました

（令和3年度課税限定）。詳しくは、お問い合わせください。

　　　　2月1日（月）

令和3年度の固定資産税（償却資産）の
申告および特例措置について

②税理士による無料申告相談

　小規模納税者の所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税、

年金受給者ならびに給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告書を作

成して提出できます。

　　2月15日（月）〜2月18日（木）9時30分〜15時30分

　　総合福祉保健センター6階 大会議室

　　●土地、建物および株式などの譲渡所得がある場合や、住宅借入金等特別

　　　控除を初めて受ける場合は相談不可

　　●作成済みの申告書などの提出のみの場合は松戸税務署へ

注意
場所
日時

　　2月16日（火）〜3月15日（月）8時30分〜16時（（土）・（日）、祝日を除く。

なお、2月21日・28日の各（日）は開場します）

　　松戸税務署　※駐車場は使用できません

①申告書作成会場を開設

場所

日時

申告期限

問課税課☎445・1105

問松戸税務署☎047・363・1171

共通事項

　会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券の配付状況に応じて、

受け付けを早めに締め切る場合があります。

①申告書作成会場＝会場での当日配付またはアプリケーション「LINE」で事前

　　　　　　　　　配付（国税庁公式LINEアカウントを「友だち追加」）

②税理士による無料申告相談＝会場で当日配付　　　

　　　令和元年分の確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書の控えなど、マイ

ナンバーに係る本人確認書類（マイナンバーカードまたは、番号確認書類と身元

確認書類）の写し、利用者識別番号（半角数字16桁）を持っている人は、利用者

識別番号と暗証番号の分かる書類など

　　　●マスクを着用の上、できる限り少人数で来場ください

　　　●入場時の検温で37.5度以上の場合は入場できません

持ち物

その他

その他

募集

確定申告
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納期限は2月1日（月）納期限は2月1日（月）

〇市・県民税　　　　　　　　（第4期）

〇国民健康保険料　　　　　（第8期）

〇介護保険料　　　　　　　（第8期）

〇後期高齢者医療保険料　　（第7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!

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2月2日（火）に開催を予

定していた「ダイヤモンド富士観賞会」の開催を中止します。

※当日、市役所屋上は通常どおり解放します

※屋上から観賞する場合は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のた

　め、検温、マスクの着用、社会的距離の確保などにご協力をお願いします

問商工振興課☎445・1240

ダイヤモンド富士観賞会 開催中止

自治会の備品などを整備しました自治会の備品などを整備しました
コミュニティ
助成事業

　コミュニティ助成事業を活用し、三井鎌ケ谷自治会集会所の机や椅子

などの備品を整備しました。この事業は、（一財）自治総合センターが宝く

じの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施し

ているものです。

　地域コミュニティ活動の拠点となっている自治会集会所の備品を整備

一般国道464号北千葉道路における
環境影響評価書及び都市計画変更の
告示・縦覧について

環境影響評価書
　一般国道464号北千葉道路（市川市〜船橋市）環境影響評価書を縦

覧します。

　　　　1月12日（火）〜2月15日（月）

　　　　道路河川整備課窓口（市役所4階。（土）・（日）、祝日を除く）、

　　　　県ホームページ

都市計画決定
　一般国道464号北千葉道路（市川市〜船橋市）に係る鎌ケ谷都市計

画道路、印西都市計画道路について、3年1月12日に都市計画変更され

ましたので、縦覧を行います。

　　　　道路河川整備課窓口（市役所4階）

問●県都市計画課☎043・223・3376

　●市道路河川整備課☎445・1449

子どもたちと共に豊かな学びを！

令和3年度  会計年度任用職員 の募集

①少人数教育指導教員（きらり先生）

　　教員免許状を有する人（取得見込みを含む）

②特別支援教育推進指導教員（ほほえみ先生）

　　小学校もしくは中学校の教員免許状を有す

る人（取得見込みを含む）

③外国語活動支援員

　　中学校・高等学校の外国語の教員免許を有

する人（取得見込みを含む）

問指導室☎445・1518

任期
定員

採用発表

賃金

対象

対象

対象

対象

対象
勤務日時

勤務日時
賃金

その他

申し込み

縦覧期間
縦覧場所

縦覧場所

の募集
　　次の要件を全て満たす人

　　●市内に住所または勤務場所を有する

　　●現に同居または同居しようとする親族がいる

　　●現に住宅に困窮している

　　●申し込む本人または同居しようとする親族が暴力団員でない

　　●収入基準以内である

　　　　3戸

　　　　申し込みが募集戸数を超えた場合は、「鎌ケ谷市市営住宅入居

者選考委員会」の意見を聞いた上で、入居者を決定します

　　　　5月上旬予定

　　　　建築住宅課窓口（市役所4階）または市ホームページで配布す

る申込書に記入して、1月18日（月）〜29日（金）（消印有効）に同課窓口

へ持参／ゆ〒273-0195

※1：単身入居の申し込みについて、他とは異なる条件がありますので、詳しくは募
　　 集案内をご覧ください
※2：人身等の事故（単身高齢者の病死）があった住宅です。詳細についてはお答え
　　 することができません。また、入居後は当該事由による住み替えはできません

粟野市営住宅2号棟※2

粟野562-3

粟野市営住宅1号棟

粟野562-3

鎌ケ谷市営住宅

鎌ケ谷6-8-29

団地名

所在

2階

４階

5階

階数

一般世帯
向け

一般世帯
向け

一般世帯
向け

種別

不可

不可

可※1

単身
入居

1戸

1戸

1戸

募集
戸数

6/6/4.5/DK

6/6/6/DK

6/4.5/3/DK

間取り（畳）

2万1,100円〜
4万1,400円

2万2,400円〜
4万4,000円

1万1,100円〜
2万1,800円

家賃

市営住宅入居者

　田中誠次さんが、1月1日付けで法務大臣から人権

擁護委員に委嘱（再任）されました。

　人権擁護委員は、プライバシーの侵害やセクハラ、

いじめなどの人権問題に対する相談や人権擁護など

の啓発活動を行っています。

問男女共同参画室☎445・1277

人権擁護委員の就任

田中誠次さん

募集戸数
選考方法

入居時期
申し込み

対象

④学校図書館司書

　　司書資格または司書教諭の免許を有する人（取得見込みを含む）

　　　　週18時間以内（1日6時間）で、年間136日程度

　　時給1，170円（交通費別途支給）

⑤特別支援学級等介助員

　　障がいに対する理解を持ち、熱意を持って児童生徒に関われる人

　　　　1日7時間（週5日間を2人交代制）で、年間100日程度

※宿泊学習・校外学習への付き添いあり

　　時給1，050円（交通費別途支給）

賃金

勤務日時
①・②・③勤務条件

　　　　週28時間

以内（1日7時間）

で、年間178日程度

（各学校が決定）

　　時給1，430円

（交通費別途支給）

し、利用しやすい環境を整えること

で、地域住民に積極的に集会所を

利用してもらい、地域コミュニティ

活動の更なる活性化を図ります。

問市民活動推進課☎445・1252

共通事項

　　4月1日〜4年3月31日

　　若干名

　　　●各免許について、更新が必要な人は要相談

　　　●期末手当支給

　　　●面接あり

　　　　1月29日（金）までに写真を貼った履歴書を指導室窓口（市

役所5階）へ本人が持参

　　　　2月下旬〜3月上旬

問建築住宅課
　☎445・1472
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寄せられた善意

～ありがとうございました～

●株式会社MMCから社会福祉のために

　100,000円を

●とうかつ中央農業協同組合から社会福

　祉のために100,000円を

（社会福祉課）

　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、市内で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」

を数基設置し、雨水の浸透状況などについて報告してもらうモニターを募集します。

　中学生を対象に募集した作文コンクールで、675点の応募

があり、市内の中学生が次のとおり入賞しました。（敬称略）

問道路河川整備課☎445・1440

雨水浸透桝モニター　募集

水害の軽減につながる

「雨水浸透桝」を設置してみませんか？
う す い し ん と う ま す

中学生の「税についての作文」令和2年度

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

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、市職員が応募者宅へ訪

問し、確認します。

　工事費用は市が全額負担します。

設置工事を実施2

　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

モニター（報告）の実施3

問トレーニングデー事務局

ｍrunfesta@ambition-act.comTraining Dayトレーニングデートレーニングデートレーニングデートレーニングデートレーニングデー2/14   ・2/27
に開催
日 土

入賞作品が決定しました

●国際ソロプチミスト船橋から福祉のた

　めに50,000円を

●（故）井出敬典さん、（故）井出ミサ子さ

　んから福祉のために500,000円を

●菊地武夫さんから障がい福祉のために

　100,000円を

（市社会福祉協議会）

●特定非営利活動法人日本移植支援協会

　から各小・中学校へ絵本「大きな木」を

（教育総務課）

　スポーツの楽しさを多くの人に体感してもらうためにトレーニン

グデーを開催します。専門の講師が直接レッスンを行います。

内容下表参照

講師新宿医療専門学校講師

申し込み 右記の申し込み受け付けフォームで

その他●駐車場を利用する人は、2月14日（日）はファイターズ

　　　　鎌ケ谷スタジアム駐車場、2月27日（土）は福太郎アリーナ

　　　　駐車場をご利用ください（各日台数に限りあり）

　　　●来場時はマスクを着用してください

　　　●当日は検温と健康チェックを行います
申し込み

受け付けフォーム

かけっこ教室
(足が速くなる

ための基本練習)

かけっこ教室
（楽しみながら）

●スタート練習などさまざまなスポーツ

　で活用できるスプリント指導

●付き添い保護者向けにボディーケア

　や自宅でできるストレッチ講座あり

●さまざまな身体の動かし方

小学校1年生〜

6年生

5歳〜小学校2年生

（保護者同伴可)

2月14日(日)

13：00〜15：00

2月14日(日)

9：30〜11：00

40人

20人

内容 対象 日時 会場 定員

スピードアップ
講座

初心者向け
ランニング講座

●ランニング指導

●動的ストレッチ

●体幹トレーニング

●ウォーミングアップ

●ランニング指導

●自宅でできる簡単トレーニング

小学校4年生以上

（成人可）

小学生以上

（成人可）

2月27日(土)

13：00〜15：00

2月27日(土)

9：30〜11：00

福太郎スタジアム

（雨天時は福太郎アリーナ）

福太郎スタジアム

（雨天時は福太郎アリーナ）

100人

100人

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

（雨天時はファイターズ鎌ケ谷ス

タジアム会議室またはコンコース）

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

（雨天時はファイターズ鎌ケ谷ス

タジアム会議室またはコンコース）

国税庁長官賞　

松戸税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞

「君のために」　升谷文音（鎌ケ谷中）

東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞　

松戸税務署長賞

「祖父の笑顔と税」　村田奈優（第四中）

佳作

●「『ありがとう』の納付」　鳥光乃愛（鎌ケ谷中）

●「祖父が教えてくれたこと」　松本結依（第三中）

●「小さいけれど大きい税金」　上甲彩香（第四中）

●「税の使い道」　小林渚（第三中）

●「払った税金の行き先」　赤上夕凛（第五中）

●「日本が抱える税の問題」　内田泰生（第五中）

問松戸間税会☎047・344・4895

スマホでスマホで「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
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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



　3年度に実施する検診（右表参照）の登録を受け付けます。

　　職場などで検診を受ける機会のない人（治療中や自覚症状のある人を除く）

登録手続きが必要な人
●3年度新たに受診を希望する、または2年度とは異なる種類の検診の受診を希望する

●2年度に新規に登録し、受診しなかった

●令和元年度・2年度の2年間とも受診しなかった

※令和元年度・2年度に検診を受けた人は登録が継続するため、手続き不要

※1：集団は総合福祉保健センター（日時指定あり。完全予約制）で、個別は指

　　 定医療機関で実施

※2：年齢は4年3月31日時点(4月1日誕生日の人まで含む）

※3：時期により受診者が集中するため、受診期間を4月〜8月と9月〜4年1   

　　 月に分けます。詳しくは、送付する案内をご覧ください

※4：対象者のうち40・45・50・55・60・65・70歳の人には受診券を送付し

　　 ます(登録不要)

※5：対象者には受診券を送付します（登録不要）

対象

申し込み

自己負担金の免除
　次のいずれかの条件に該当する人は自己負担金が免除されます。

①75歳以上　②市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する

②に該当する人は手続きが必要です
　無料券を受診時に提出してください（受診時に提出しなかった場合、自己負担金

の返金不可）。無料券の取得には毎年、事前の手続きが必要です。

　　　　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号、希望する検診名と「私

の世帯の市民税額を確認することに同意します。」と記入し、世帯主と受診者が署名

して2月28日(日)まで（消印有効）に健康増進課ゆ〒273-0195

※2年度市民税額の確認後、該当者に無料券を送付します

検診名※1

セット検診

（胸部・胃・

 大腸）

40歳以上の人

（胃の手術を受け

 たことがある人

 は要連絡）

問診、胸部Ｘ線撮影

問診、胃部Ｘ線撮影

（バリウム）

問診、便潜血反応検査

(大腸）

問診、マンモグラフィ

(乳房Ｘ線撮影）

問診、乳房エコー

（超音波検査）

問診、内診、頚部細

胞診

医師の指示による

体部細胞診

問診、Ｂ型・Ｃ型肝炎

ウイルス検査（採血

検査）

問診、口腔（こうくう）

内診査、保健指導

500円

1,000円

300円

500円

500円

500円

1,000円

加算

500円

40歳以上の女性
（2年度未受診者）

30歳代の女性

（2年度未受診者）

20歳以上の女性

（2年度未受診者）※3

40歳以上で未受

診の人※4

20・30・40・50・

60・70歳の人※5

乳がん検診

子宮がん検診

肝炎ウイルス

検診

歯周病検診

対象者※2 検診内容 自己負担金

集 

団

個 

別 700円

（40歳のみ

無料）

申し込み方法　※可能な限り市ホームページ申し込みフォームまたは郵送をご活用ください
●2月28日（日）までに市ホームページの申し込みフォームから

●はがきまたは封書に住所・氏名・生年月日・電話番号と希望する検診名を

　記入して、2月28日（日）まで（消印有効）に健康増進課ゆ〒273-0195

●2月26日（金）までに健康増進課窓口（総合福祉保健センター1階）で

　　●集団検診は名前の50音順で受診日を振り分け、順次通知します

　　●新型コロナウイルスの感染状況により、検診日程などが変更になる場合があります

　　●今年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、各種検診の案内チラシ

　　　の自治会配布は行わず、市内公共施設などで配布します

対市内在住の人

所①東道野辺市民農園

　②北中沢市民農園

　③西佐津間市民農園

（いずれも1区画16㎡。②③は井戸あり）

　　　　若干数（多数抽選）

　　　　4月1日から（1年更新。最長3

年間）

費年間12,000円

申市ホームページおよび農業振興課

窓口（市役所2階）で配布する申込書に

住所・氏名・電話番号と希望農園名を

記入して、2月1日（月）まで（必着）に同

課ゆ〒273-0195

問同課☎445・1233

市民農園の利用者募集
花や野菜を育ててみませんか？

　市では、災害時に避難をする際に支

援が必要な人（避難行動要支援者）の

把握を行っていますが、避難するとき

や、通常時でも万が一のことが起こっ

たときに、自分の状態を伝えやすくす

るため、救急キットを配布します。

　対象者には、新型コロナウイルス感

染症の状況をふまえて案内を送付し

ますので、お待ちください。

避難行動要支援者に救急キットを配
布します
〜対象者には案内を送付します〜

避難行動要支援者に該当する人

●介護認定を受けている人で要介護3

　以上の人

●要介護2以下で65歳以上のひとり

　暮らし、または65歳以上のみの世

　帯の人

●身体障害者手帳1級・2級、療育手帳

　　・A、精神障害保健福祉手帳1級以

　上の人

●筋委縮性側索硬化症患者の人

●小児慢性特定疾患児童など

問社会福祉課☎445・1286

A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

時1月31日（日）13時〜15時

所船橋市中央公民館

申NPO法人子ども家庭サポートセン

ターちば「オレンジの会」☎0470・

28・4288

里親制度説明会

　新型コロナウイルス感染症の影響で、人が集まる会議が難しい日々が

続いています。「オンラインでの会議に挑戦したい！でも初めてのことで不

安…」という人向けの講座を実施します。

　　市民活動に興味・関心があり、スマートフォンやパソコンでオンライ

ン会議サービス「Zoom」に接続可能な人

　　2月7日（日）10時〜11時30分　　　15人（申込先着順）

　　　　右記の申し込みフォームから

　　　「Zoom」への接続に不安がある人には、個別に

サポートを行います。申し込み時にその旨をお伝えください

問市民活動推進課☎445・1274

オンラインツール活用講座 
〜Zoomでオンライン会議をやってみよう！〜

オンラインツール活用講座 

募集区画
利用期間

　歩行者と自転車は通行できます。

　　　　　 1月18日（月）〜29日（金）

のうち3日間程度の各9時〜17時

問新京成電鉄（株）☎047・389・9985

新京成連続立体交差事業
排水管撤去工事に伴う車両通行止め

通行止め日時

受診希望者は事前に申し込みを！３年度 各種検診
問健康増進課☎445・1390

車両通行止め箇所

鎌ケ谷

総合病院

新京
成線

北総
線

スーパー

東中沢1丁目

北初富

車両通行止め

箇所

北初
富駅

コンビニ

464
公園

市
道

1514
号
線

注意

対象

定員
申し込み
その他

日時

市ホームページ

　楽しく運動しながら健康づくりが

できるように、市民の歌「きらり鎌ケ

谷」に動きをつけた「きらり鎌ケ谷体

操」を広めています。体操については

市ホームページをご覧ください。自宅

で体を動かし健康を守りましょう。

問健康増進課☎445・1405

市ホームページ

　将来に備えて、成年後見制度の内容

や利用方法、遺言書の書き方などの相

談に応じます。

時1月22日（金）、2月4日（木）の10時〜

15時（1人45分程度）

所総合福祉保健センター5階

　　　司法書士の福本隆司さん

申市社会福祉協議会☎444・2231／

ｆ446・4545

成年後見・遺言個別相談会

相談員

「きらり鎌ケ谷体操」
でみんな元気に！！

自宅でできる

申し込みフォーム

情報ひろば・健康・福祉 令和3年（2021年）1月15日号広報広報6

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



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

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
内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください

　今年は、鎌ケ谷市が50歳を迎える節目の年で

す。半世紀前の昭和46年（1971年）9月1日、鎌ケ

谷町は鎌ケ谷市となりました。

　当時は戦後の高度経済成長期の終盤でした。人

口が東京に集中するのに伴い、首都圏の鎌ケ谷町

も東武野田線、新京成線の沿線の宅地開発が急

速に進みます。鎌ケ谷が村から町になった昭和

33年（1958年）、人口は1万1500人ほどでした

が、市制施行の1年前には約3万8500人にまで急

増しました。12年間で3倍以上に膨らんでいます。

　昭和46年4月に千葉県立鎌ケ谷高校が新設さ

れると、「人口は3万人以上、官公署が4つ以上あ

る、高校がある、銀行・会社の数や規模が他の市

より劣っていない」などの市制移行要件をクリア

し、鎌ケ谷市が誕生しました。

　筆者が鎌ケ谷市民となって約30年。この30年

で鎌ケ谷も随分変わりましたが、50年前はどん

な街だったのでしょうか。幼少期から鎌ケ谷で育

ち、市制移行当時は小学生だったという市役所職

員に聞いてみました。

　ランニングが健康にいい、ということを耳にしたことがない方はあまりいな

いと思いますが、実際にはしていない、という方も多いのではないでしょう

か。かく言う私自身もしていないうちの一人です。

　科学的には、ランナーは非ランナーと比べて30％死亡率が低い、血管年齢

が若返る、認知症のリスクが減る、などの結果を示す論文がここ10年くらい

で出ています。とは言っても毎日走ることなんてできない、30分も走れない、

と思っている方も多いと思います。今回はそんな方々に朗報です。ノルウェー

の研究では、ランニングのように汗をかく運動を週に１回行うだけで心臓血

管疾患で死亡するリスクは下がることが報告されており、5-10分ゆっくり走

るだけでも、まったく走らないのとは違うという結果が出ているのです。

　なかなか時間が確保できない方でも、週に１回ごく短時間でもランニング

するだけでも間違いなく健康にはいいのです。もしランニングが難しい方で

も、同様に考えればウォーキングでも構わないでしょう。ハードルを上げず

に、まずはできる範囲で週1回でも月1回でも体を動かすこと、そこからでも

遅くはありません。

鎌ケ谷市医師会

健康だより

短時間でもいいランニングのすすめ

内①生活・子育て・栄養編「妊娠中の生活・食事のポイント」

　②歯の健康編「歯科健診・虫歯予防」

　③産後の生活・育児編「沐浴実習・産後の過ごし方」

対初めてお父さん・お母さんになる人（妊娠5カ月以上を推

奨。第2子以降を妊娠中の人は要相談）

　※③は両親での参加可

時①＝2月2日（火）9時から

　②＝1月21日（木）13時から

　③＝2月20日（土）9時から

　※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1393

Welcome Baby Advice （完全予約制）
内身体計測、保健師・栄養士・歯科衛生士に

よる個別相談

時1月29日（金）9時30分〜12時

　※時間は申し込み時に相談

所北中沢コミュニティセンター

持母子健康手帳、バスタオル

他●電話でも育児相談を受け付けています

　●成人の相談については健康増進課

　　（☎445・1405）までお問い合わせく

　　ださい

申☎445・1393

個別育児相談会（完全予約制）

　その職員の家近くの佐津間地区には水田が広

がり、夏は蛍が舞い、大津川で農家の主婦が野菜

を洗う風景が日常だったそうです。今、ショッピン

グセンターやマンションが建ち並ぶ新鎌ケ谷地

区は一面、梨畑や野菜畑が広がっていたといいま

す。市役所庁舎も図書館本館が建つ場所にありま

した。もちろん、市制記念公園も北総線もファイ

ターズ鎌ケ谷スタジアムもできていません。生活

用水は井戸水で、県営水道の給水申し込みが始

まったのは市制に移行した年の暮れからです。

　話を聞くと、住宅都市へと変貌しながらも、ま

だ牧歌的な農村の風情を残していた鎌ケ谷の姿

が浮かんできます。今更ながら、50年という長い

時の変化を感じます。

　市制施行時、初代市長は「緑豊かな夢のある市

を強く打ち出していかなければ、と思う」と述べて

います。一方、令和3年度からの次期基本構想は

「人と緑と産業が調和し未来へひろがる鎌ケ谷」

を目指すとあります。50年で街の様相は変わって

も、鎌ケ谷が目指す方向性は変わらないようです。

　今後、市内では一般国道464号北千葉道路や

新鎌ケ谷駅周辺の整備など大きなプロジェクト

も計画されています。街の様相はさらに変わるか

もしれません。50年後の鎌ケ谷はどんな街に

なっているでしょうか。

（市魅力発信アドバイザー）

健康ぼうず

▶楊名時健康太極拳体験会
時1月20日（水）13時30分から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円申太極拳水曜会 吉田☎090・8174・0783

▶初めてのZoom参加準備
内アプリのインストール、「Zoom」の体験対市内在住で、

「Windows10」を使用している人時①1月28日（木）・29日（金）、②

2月4日（木）・5日（金）、③2月12日（金）・13日（土）、④2月18日（木）・

19日（金）、⑤2月26日（金）・27日（土）、⑥3月11日（木）・12日

（金）の各13時〜17時※①④⑤⑥＝ノートパソコン用②③＝デスク

トップパソコン用所1日目＝まなびぃプラザ、2日目＝自宅定5人（申

込先着順）費1,500円申各講座開催日の1週間前までに、まなびぃ

パソコン普及会 柳澤ｍMPFonline2020@gmail.com

催し

▶サタデーフレンドダンスサークル
社交ダンス。対成人時毎週（土）19時〜21時所東部学習センター

定5人程度月1,000円申浅田☎090・3818・2128

▶東初富 男の料理教室
対男性時第2（木）9時30分〜12時30分所東初富公民館定若干名

入1,000円月1,000円申四元☎090・1056・6998

会員募集

　「噛ミング30（かみんぐさんまる）」は、一

口30回以上かんで食べる、いつでも誰でも

すぐできる優れた健康法です。

よく噛む8大効用

　　肥満防止

　　味覚の発達

　　言葉の発音はっきり

　　脳の発達

　　歯の病気予防

　　がん予防

　　胃腸快調

　　全力投球

問☎445・1394

噛ミング30で健康になろう
～ひみこの歯がいーぜ～

ひ

み

こ

の

は

が

い

ぜ

リサイクル情報

　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

ひな人形（3段飾り。ケース入り。高さ

57cm・幅73cm・奥行き46cm）

無料で。

問20時までに木村☎444・2006

ゆずります

　オレオレ詐欺や架空料金請求といった「電話

de詐欺」が市内で多発しています。犯人グループ

は、詐欺の予兆電話、いわゆる「アポ電」を短時間

のうちに狭い地域に集中的に掛けてきます。

　「アポ電」が掛かっている地域や犯人の誘い出

し方法を鎌ケ谷市の「かまがや安心eメール（防

犯情報メール）」や、千葉県警察「ちば安全・安心

メール」でリアルタイムにお知らせしています。

登録料金や利用料金は掛かりません。ぜひご利

用ください。

問●安全対策課☎445・1285

　●鎌ケ谷警察署生活安全課☎444・0110

かまがや安心eメール ちば安全・安心メール

電話de詐欺 特別警戒中！
登録しませんか？

&
「かまがや安心eメール」

「ちば安全・安心メール」

令和3年（2021年）1月15日号広報広報 健康・福祉・伝言板 7



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3年（2021年）1月15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▶
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　応募者多数の中、12組のすばらしいアーティストの出演が決まりました。電

気を使用しないクラシカルな楽器でクラシック室内楽はもちろんのこと、ポッ

プスやジャズ、映画音楽などをクラシカルアレンジで表現します。会場の皆さ

んも投票できるコンサートです。出演者の素晴らしい音楽を堪能し、一緒に

アーティストを発掘しませんか？

　ゲストとして、第2回アーティスト発掘プロジェクト 優秀賞の「Trio 

Irisee」が出演します！

日時2月14日（日）13時30分から（13時開場）

場所きらりホール

その他●全席指定　●親子席（要予約）のみ未就学児入場可　

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

　Trio Iriseeは、2018年に桐朋学園大学の3人組によって結成されました。

“Irisee”とは、フランス語で「光彩を帯びた」という意味を持ちます。第72回

東京国際芸術協会新人演奏オー

ディション合格。第2回アーティ

スト発掘プロジェクト優秀賞受

賞者。

メンバー●池永 実希（バイオリン）

　　　 ●古内 里英（ピアノ）

　　　 ●加藤 星南（ビオラ）

アーティスト発掘プロジェクトアーティスト発掘プロジェクトアーティスト発掘プロジェクト
     

　言葉がなくても伝わるダンス！ダンスワークショップを体験して、最終日は

ダンサーとして出演するイベントです。

　　●ジャズダンス＝3月9日（火）17時〜19時(講師：Liliさん)

　　●タップダンス＝3月11日（木）17時〜19時(講師：ツカサさん)

　　●バレエ＝3月12日（金）17時〜19時(講師：小川由美子さん)

     各500円（1レッスン）

※参加は1回でも全レッスンでもOK！

　　 各30人

　　　 ●1月23日（土）〜2月28日（日）まで＝きらりホール窓口

　　　 ●1月24日（日）〜2月28日（日）まで＝きらりホール☎441・3377また

　　　 　は、きらりホールホームページの申し込みフォームから

定員

申し込み

　ワークショップで学んだ参加者がダンサーとして出演します！

日時3月13日（土）15時30分〜17時30分（15時開場）

費用1,000円（全席指定）

申し込み1月21日（木）以降にきらりホール窓口／☎441・3377

ダンスショーケース

自転車マナーアップ隊指定書交付式

中学生による交通安全の啓発活動

Trio Irisee

　～言葉はいらないダンスパーティ～

第4回

申し込み広報広聴室☎445・1088／窓口（市役所3階）または、住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入してｆ445・1193

注意●直近発行の号から配達を開始できない場合があるため、早めにお申し込みください

　　●宛先変更や配達不要などの場合はご連絡ください

　広報かまがやは、主に新聞折り込みによりお届けしていますが、新聞を購読していない市民を対象に、自宅のポストに投

函する「ポスティングサービス」を行っています。

ダンスワークショップ

～きらりダンスパーティー～～きらりダンスパーティー～

D-partyD-party

Dance Party

費用

日程

問学校教育課☎445・1141(内)469

住民基本台帳人口      109,941人（前月比＋26）
男　54,257人　女　55,684人

世帯数　 50,485世帯（前月比＋97）

〔R2.12.1現在〕

LiliさんLiliさん ツカサさんツカサさん 小川由美子さん小川由美子さん

ジャズダ
ンスジャズダ
ンス

タップダ
ンスタップダ
ンス

バレエバレエ

テーマ

きらりホール
ホームページ

クラシカル アンサンブル

トリオ     　　  イリゼ

特別ゲスト プロフィール

かまがや発、未来行きかまがや発、未来行き
問きらりホール

☎441・3377

問きらりホール

☎441・3377

問

　12月22日（火）鎌ケ谷警察署で、鎌ケ谷市自転車マナーアップ隊指定書交付式が行われました。

　交付式には、自転車通学が許可されている第三中・第四中・第五中の代表生徒が、鎌ケ谷警察署長

から指定書を、教育長から腕章を受け取りました(任期は1年間)。鎌ケ谷警察署長と教育長から、

千葉県や鎌ケ谷市での事故の現状や、マナーアップ隊の役割についての話を受け、第三中学校の

代表生徒が自転車マナーアップ隊を代表して、隊員としての決意を堂々と述べました。

広報かまがやを無料でお届け広報かまがやを無料でお届け新聞を購読していない市民の皆さんへ
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