
詳しくは2Pへ！
2Pへ続く2Pへ続く

　「鎌ケ谷市総合基本計画」は、市の総合的かつ計画的な市政の運営を図るための

計画であり、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造で構成しています。

年度
（令和）

3年

基本
構想

基本
計画

実施
計画

4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年

基本構想(12年間)

前期基本計画(6年間) 後期基本計画(6年間)

第1次実施計画(6年間)

第1次実施計画
《補正版》3年間

第2次実施計画
《補正版》3年間

第2次実施計画(6年間)

みんなでつくるふるさと　鎌ケ谷みんなでつくるふるさと　鎌ケ谷
新たな「鎌ケ谷市総合基本計画」がスタート新たな「鎌ケ谷市総合基本計画」がスタート

問企画政策室

☎445・1073

　新型コロナワクチン接種は、重症化するリスクの大きさや医療体制の確保を踏まえ、国により接種順位が示されています。現在、

優先接種の対象者となっている医療従事者へのワクチン接種が始まっています。

　次に接種の予定である65歳以上の高齢者への接種については、国のスケジュールに基づき準備を進めています。

　65歳以上の高齢者がいる世帯の世帯主宛てにワクチン接種に関するお知らせを郵送しま

した。3月に郵送したものは、接種に必要な「接種券」ではなく、ワクチン接種に関する現在の

状況や、今後のスケジュールについてのお知らせです。

～ 65歳以上の高齢者への接種体制を準備中 ～～ 65歳以上の高齢者への接種体制を準備中 ～
問●市新型コロナワクチンコールセンター（平日、9時〜17時）☎0570・050575(ナビダイヤル)

　●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（365日、9時〜21時）☎0120・761770(フリーダイヤル)

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
8時30分〜17時
(（土)・(日)、祝日を除く)

☎0570・200139

(ナビダイヤル)
☎445・1390／ｆ445・8261

（24時間365日）

総合基本計画の体系図総合基本計画の体系図

　　　　 令和３年度〜14年度の12年間計画期間

　　　　 前期：令和３年度〜８年度の６年間
        後期：令和９年度〜14年度の６年間
計画期間

　　　　 前期：令和３年度〜８年度の６年間
        後期：令和９年度〜14年度の６年間
        ※３年ごとに補正版として見直しを行います

計画期間

基本計画
(施策)

基本構想
(政策)

実施計画
(事務事業)

令和3年度から
令和3年度から

※実施計画は、計画期間を6年間とし、3年ごとに補正版として見直しを行います

まちづくりの基本理念や目指す将来の姿

基本構想を実現するための基本的な施策

基本計画に掲げる施策を実現するための
具体的な事業

総合基本計画の構成 総合基本計画の計画期間

3月末に65歳以上の高齢者へワクチン接種に関するお知らせを郵送しました
　令和3年4月から始まる県内でのワクチンの供給は、高齢者

人口が多い市町村に優先して供給されます。鎌ケ谷市には、4

月下旬にファイザー社のワクチン2箱（約1,950回分、1人2

回接種で975人分）が供給される予定です。

　4月のワクチン供給は、市内高齢者人口の3％程度と、ごく少

数にとどまる見込みです。また、市内に供給されたワクチンは、

クラスター（感染者集団）の発生リスクが高い高齢者施設での

接種から開始する方向で調整を進めています。

　国は令和3年6月末までに高齢者全員分

のワクチンが供給できると発表しているた

め、もうしばらくお待ちください。

　現在、市では、65歳以上の高齢者への接種券発送準備を行っており、国からのワクチン供給体

制が整い供給量が判明し次第、接種券を個別に郵送します。

　現時点では、5月上旬の発送を予定しています。

※まだワクチンが供給されていないため、現時点では接種予約を受け付けできません

※入院中や、高齢者施設などに入所中である65歳以上の高齢者について、施設から「接種券」の準備を

　するように連絡があった場合は「鎌ケ谷市新型コロナワクチンコールセンター」へご連絡ください

「接種券」の発送について　～ 5月上旬に発送見込み ～

65歳以上の高齢者へのワクチン接種の時期について

総合基本計画の構成 総合基本計画の計画期間

新型コロナワクチン接種について新型コロナワクチン接種について
主な内容
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　鎌ケ谷に生まれ育った人や移り住んだ人、ま

たこれから住んでみたいと思う人の誰もが、地域

に関わり合い、鎌ケ谷に誇りと愛着を持ち、心の

よりどころとなる「ふるさと」を目指します。

　その上で、私たちのふるさと鎌ケ谷が、誰も

が幸せと希望を感じることのできるまちであ

り続けることが、皆の願いであり、その想いを

まちづくりの基本理念とします。

「みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷」
まちづくりの基本理念

　この都市像には、まちが一段とにぎわ

いを増していく中でも、子どもからお年寄

りまで、あらゆる世代の人々が、住み慣れ

た地域の中で、安心して暮らし、学び、活

躍するとともに、これまで受け継いでき

た緑を大切にする想いを込めています。

　この都市像を目指すまちづくりによっ

て、市内外の人々にとって、住みたい、住

み続けたい、訪れてみたいと思えるまち

の実現を目指します。

①誰もが健康でいきいきと暮らせるまち（保健・福祉）

②子どもの生きる力をはぐくむまち（子育て・教育）

③自然と調和した 災害に強いまち（安全・環境）

④にぎわいと活力に満ちた緑あふれるまち（都市基盤・産業）

⑤豊かな心と生きがいを実感できるまち（生涯学習・文化・

　スポーツ）

「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」市が目指す将来の姿（都市像）

市が目指す将来の姿を実現するため、
次の五つの基本目標を設定

基本目標

　令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間とする「前期基本計画」は、本市の目指す将来の姿（都市像）を実現する

ため、基本構想で定める五つの基本目標を踏まえ、各分野において重点的かつ優先的に、また横断的に取り組む三つの重点

プロジェクトを設定しています。

総合基本計画の閲覧／
概要版の配布

　危機管理体制と防災対策の強化、消防、救急、

救助体制の充実を図るとともに、住宅耐震改修な

どの補助、準用河川および雨水貯留池の整備を

推進します。

誰もが安心して暮らせる防災、減災の
まちづくり

　妊娠、出産、子育て期の家庭に対する施策の重

点化を図るとともに、安全で安心な教育環境の確

保、生きる力を育む特色ある学校づくりを推進す

ることで、子育て世代が「住みたい」「住み続けた

い」と思えるまちづくりを推進します。

未来を担う子どもをみんなで応援する
まちづくり

　緑と調和した景観形成や緑地の保全を図りな

がら、魅力あるコンパクトなまちづくりを進める

とともに、地域の魅力を最大限に活かす取り組

みを推進し、にぎわいの創出を図ります。

　鎌ケ谷市総合基本計画は、市ホームページや情報公開コーナー（市役所3階）で閲覧できる他、各コミュニティ

センターや学習センター（各公民館）、図書館などで計画の概要版を配布しています。

人が集い、住みたい魅力のあふれる
まちづくり

概要概要
前期基本計画

概要概要
基本構想

重点プロジェクト 1 重点プロジェクト 2 重点プロジェクト 3

市ホームページ▶

問市民活動推進課

　☎445・1274

　市民とともにつくる協働の四つの未来像や、市民・市民公益活

動団体・自治会・事業者・行政・教育機関などの多様な主体が地域

課題の解決に向けて手を取り合うためのアクションなどをまとめた「鎌ケ谷市

協働のためのアクションプラン22」を策定しました。

未来像1　多様な人（主体）の連携が相乗効果を生み出す

未来像2　市民が地域の活動を知り、誰でも気軽に参加できる

未来像3　市民公益活動団体が組織力を上げ、持続的な活動ができる

未来像4　行政が協働に向けて取り組める体制を強化している

問男女共同参画室

　☎445・1277
第3次鎌ケ谷市男女
共同参画計画（かがやきプラン）

誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できるまち

鎌ケ谷

目標Ⅰ　人権尊重と男女共同参画に向けた意識づくり

目標Ⅱ　誰もが自らの意思により、あらゆる分野に参画できる

　　　　環境づくり

目標Ⅲ　誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり

　令和3年度からの男女共同参画を推進していくための基本的な

方向を定めた「第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画」を策定しました。

本計画は、男女共同参画社会基本法、DV防止法、女性活躍推進法

の三つの法律に基づいた一体的な計画として策定しています。

●第3次健康増進計画＝市民一人ひとりの生涯を通じた健康づ

　くりの推進

●第3次食育推進計画＝健やかな身体づくりと心豊かな食卓を 
　〜食の自立をめざそう〜 

●第1次自殺対策計画＝健やかな心と気づいてつなぐ、地域で支

　えるいのちの絆

問健康増進課

　☎445・1405
第3次いきいきプラン・
健康かまがや21

　令和3年度からの健康づくりを推進していくための基本的な方

向を定めた「第3次いきいきプラン・健康かまがや21」を策定しました。本計画

は、第3次健康増進計画、第3次食育推進計画、第1次自殺対策計画を一体化し、

総合的な健康づくりを推進する計画です。

鎌ケ谷市協働のための
アクションプラン22

いきいき笑顔、生涯健康

＜市民とともにつくる協働の四つの未来像＞ 
目標1  地域で支えあう取り組みを推進します

目標2  必要な相談・情報・支援が得られる仕組みを推進します

目標3  安全で安心して暮らせる仕組みを推進します

＜基本目標＞

＜基本目標＞

問社会福祉課☎445・1286第4期鎌ケ谷市地域福祉計画

　福祉分野の個別計画を横断的につなげるとともに、地域におけ

る福祉課題の解決を推進、支援する指針として、「第4期鎌ケ谷市

地域福祉計画」を策定しました。

＜基本理念＞

＜基本理念＞

＜基本目標＞

＜基本理念＞

思いやりと支えあいがあり、誰もが健康でいきいきと暮らせるま

ち　かまがや

みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷 新たな「鎌ケ谷市総合基本計画」がスタート新たな「鎌ケ谷市総合基本計画」がスタート

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ
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がんばる市民公益活動団体を募集

令和3年度 市民活動応援補助事業

　ひとり親家庭の生活の安定や、ひとり親家庭で育つ子どもの健やかな

成長を目的として、養育費に関する公正証書などの作成に必要な費用を

助成します。

対象者

　住民基本台帳に記録されている、ひとり親家庭の母または父であっ

て、次の全ての要件に該当する人。

●児童扶養手当の支給を受けている、または同等の水準にある

●養育費の取り決めに係る経費を負担した

●養育費の取り決めに係る公正証書などを作成した

●養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している

対象となる費用

　養育費に関する公正証書などの作成に係る、次の費用。

●公証人手数料令に定められた公証人手数料

●家庭裁判所の調停申し立て、または裁判に要する収入印紙、戸籍謄本

　などの添付書類取得費用、連絡用の郵便切手

助成額

　助成対象経費の全額（上限あり）。

公正証書等作成費用公正証書等作成費用　　　　　　　　　
養育費に関する

　　　　　　　　　　　を助成

ひとり親家庭を対象に

問市民活動推進課☎445・1274

　地域の抱える課題を解決するために市民公益活動団体が実施する公益的

事業に対して、補助金を交付します。

対象となる事業

　令和3年度から令和5年度までに市内で行う公益的事業

※申請する事業は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分に行い、新 

　しい生活様式を踏まえたものとしてください

対象団体

　市民活動推進センターに登録していて、市内に活動

場所または事務所などを有する構成員5人以上の団体

　　　　最長連続3年まで

　　　　書類審査、ヒアリング

※按分票があったため、小数点以下３桁の表示があります

◇当日有権者数

　　　91,829人

　（5,197,045人）

◇投票者数

　    32,155人

　（2,026,112人）

◇投票率

 　    35.02％

　    （38.99％）

※（　）内は、県全体の

　数値です

鎌ケ谷市

22,108.000

195.000

164.000

2,146.000

619.000

5,986.547

283.452

214.000

千葉県

1,409,496.000

12,150.000

15,986.000

122,932.000

20,256.000

384,723.033

19,372.920

15,166.000

氏 名

（届け出順）

くまがい 俊人

ごとう てるき

加藤 けんいちろう

かなみつ 理恵

皆川 真一郎

関 まさゆき

平塚 正幸

河合 ゆうすけ

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

千葉県知事選挙（3月21日執行）開票結果

　久野義春さんが、令和3年鎌ケ谷市議会定例会3月会議で同意され、

4月1日付けで教育委員会委員に就任しました。

教育委員会委員の就任

　久野さんは、昭和40年4月に鎌ケ谷市役所に入

庁し、生涯学習推進センター所長、市長公室長及び

市民部長などを歴任され、平成19年3月に定年退

職されました。

　任期は、7年3月31日までの4年間です。

問こども総合相談室☎445・1328

補助年数
審査方法
申し込み

その他

補助額
補助額

単独事業型

　市民公益活動団体が単独で

実施する事業を支援します。

　　　対象経費の80％以内

　　　（30万円を限度）

協働事業型

　市民公益活動団体が、他の市民公益活動団

体、自治会、市などとの協働により実施する事

業を支援します。

　　　対象経費の80％以内（50万円を限度）

問●マイナンバー総合フリーダイヤル

　　☎0120・95・0178

　●企画政策室☎445・1073設定支援も令和3年9月30日（木）まで行っています
市役所での

　マイナポイントの付与期間が令和3年9月末まで延長されました。こ

の状況を踏まえ、市でのマイナポイント設定支援を9月30日（木）まで延

長します。

　マイナポイントを取得するためには、予約・申し込みの手続きが必要で

す。パソコンの操作などに不慣れな場合でも、支援員が支援しますので、

忘れずに手続きをお願いします。

※マイナポイント付与の対象者について詳しくは、国ホームページまた

　は市ホームページをご覧ください

　マイナンバーカードを取得し、予約・申し込みの手続きを行うと、お好

きなキャッシュレス決済で使用できるポイント（1人当たり付与率25％

で、上限5，000円）を取得できる制度です。

マイナポイントとは？

▶マイナンバーカード　

▶パスワード（マイナンバーカードに設定した4桁の数字）

▶希望するキャッシュレス決済のＩＤとセキュリティコード

手続きに必要なもの

マイナポイント付与期間の延長

マイナポイントの設定支援

◆スマートフォン（カード読取対応機種）やパソコ

　ン（要カードリーダー）から

◆マイナポイント手続きスポット（郵便局やコン

　ビニエンスストアなど）から

※詳しくは、国のマイナポイントホームページを

　ご確認ください

＜その他の予約・申し込み方法＞

　市役所でマイナポイントの予約・申し込みができるように、設

定支援の専用ブースを開設しています。

　　 市役所1階 エレベーター前

　　 9月30日（木）までの各8時30分〜17時（（土）・（日）、祝日

は除く）

　　希望する決済サービスによって

は、事前の登録が必要な場合や、専

用ブースでの手続きができない場合

があります

場所

注意

期間

市ホームページ

　　　　市民活動推進課へ相談の上、4月30日（金）まで

に必要書類を市民活動推進課窓口（市役所1階）へ持参

　　　詳しくは、市民活動推進課および市ホームページ

で配布する募集要項をご覧ください

久野 義春さん

得票数

マイナポイント
ホームページ

問教育総務課☎445･1494
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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

講座・講演

時4月25日（日）13時〜16時（12時

30分から受け付け）

所京成ホテルミラマーレ ローズルー

ム（千葉市）

他詳しくは、県福祉人材

センターホームページを

ご覧ください

問同センター☎043・

222・1294

福祉のしごと就職フェア・inちば
（春期）

　春いっぱいの森の植物たちを楽しみ

ながら、ゆっくりと散策しませんか？ 

時●4月10日、5月8日の各（土）13時

　　30分粟野コミュニティセンター

　　集合〜15時30分

　●4月25日（日）9時30分粟野コ

　　ミュニティセンター集合〜11時

　　30分

定各回10人（申込先着順）

費100円（保険料など）

他森の案内については、随時受け付け

（参加者が5人以上必要です）

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

森の植物観察会

対市内在住・在勤の人（高校生可）で構

成されたチーム

時6月27日（日）

所東野少年野球場

費1チーム3,000円

申参加費を持参して、4月15日（木）

17時までに文化・スポーツ課窓口（市

役所5階）へ

※申し込み時に、チーム名と、全員の

　住所・氏名・電話番号・背番号を要記入

他代表者は4月18日（日）9時30分から

東初富公民館で行う抽選会に要出席

問一般男子ソフトボール連盟 酢崎

☎090・3523・7585

市民ソフトボール大会（一般男子）

イベント

スポーツ

図書館ボード図書館ボード 記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

　赤ちゃんの時から本への関心を呼び覚まし、その後の読書活動につな

げていくため、利用登録をする際に次の4点の登録セットをプレゼントし

ています。

●利用者カード（「ベビーぶっくまシール」付き）

●としょかんパスポート（読書やおはなし会の記録などを記入できます）

●赤ちゃんがいる人向け利用案内

●赤ちゃん絵本リスト

対市内および隣接5市に在住で、2歳以下の子ども

所図書館本館・分館

赤ちゃんだって図書館の利用者カードを作れます！
〜赤ちゃん登録セットをプレゼント〜

日 時

4月15日〜6月24日の
毎週（木）13時30分〜16時30分

4月26日(月)〜28日(水)の
13時30分〜16時30分

5月7日〜7月9日の
毎週（金）13時30分〜16時30分

6月9日(水)、10日(木)
13時30分〜16時30分

7月1日(木)、3日(土)
13時30分〜16時30分

費 用

5,000円
（別途テキスト代）

1,500円

5,000円
（別途テキスト代）

1,000円

1,000円

申込番号・講座名

Excel2019(基礎)
10日間

パソコン入門

Word2019(基礎)
10日間

徹底タイピング講座

ZOOM準備講座

(それぞれの自宅で受講)

3

4

5

2

1

　　下表参照

　　市内在住の60歳以上で、全回出席できる人

　　主に東初富公民館

　　36人（多数抽選）

　　保険料・交通費・見学費・材料費など

　　　まなびぃ100対象

　　　　往復はがき（1枚につき1人まで）に住所・氏名・年齢・電話番号を

記入して、4月9日（金）まで（必着）に東初富公民館 ゆ〒273-0122東初

富1-10-1または、郵便はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入して同館

窓口へ持参

※結果は4月下旬に通知

対象
場所

日程

定員
費用

申し込み
その他

日 時

 6月28日（月）13時30分〜15時

 7月19日（月）10時〜12時

 9月27日（月）13時30分〜15時

10月18日（月）13時30分〜15時

11月10日（水）8時45分〜16時30分

12月20日（月）13時30分〜15時

4年1月17日（月）13時30分〜15時

4年2月21日（月）13時30分〜15時

内 容

開講式

軽スポーツ講座

防犯講座

歴史・文化講座

社会見学

手作り講座

音楽講座　　

健康講座・閉講式

問東初富公民館☎446・5555

同センター

ホームページ

問まなびぃプラザ☎446・1111

申し込み

日程など

まなびぃプラザ パソコン講座令和3年度 
講座スタート！

場所
定員
講師

注意

その他
持ち物

　　　　右表参照

　　市内在住・在勤・在学の人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2

　　各13人（申込先着順）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　USBメモリー

　　　●Windows10とOffice2019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

　　　　各講座開催日1週間前の17時までに、まなびぃプラザ☎446・

1111／窓口／ｍsyogaisuisin@city.kamagaya.chiba.jp

対象

Eメール

　カブトムシは、産卵場として梨の剪定枝のチップを好むため、

市内にも多くのカブトムシが生息しています。市では「カブトム

シゆかりの地」として、カブトムシの育成に努めています。

　家族で鎌ケ谷生まれのカブトムシを育ててみませんか？

　　次の要件を全て満たす人

　　●小学生以下の子どもがいる（市内在住の人優先）

　　●4月12日（月）以降、商工振興課で幼虫の受け取りができ

　　　る（虫かごに土と幼虫を入れた状態でお渡し）

　　●秋以降に、生まれた幼虫の提供に協力できる

　　10人（先着順）

　　育成にかかる費用は、育成者の実費負担

　　　　4月12日（月）までに商工振興課窓口（市役所2階）／

☎445・1240

問商工振興課☎445・1240

対象

定員
注意
申し込み

カブトムシプロジェクト　

ブリーダー募集

いきいき倶楽部
会員募集

東初富公民館

幼虫
から育

ててみよう♪

くらしに役立つ知識を

学んでみませんか？

くらしに役立つ知識を

学んでみませんか？

時4月9日（金）17時20分〜19時20

分（16時30分開場）

所きらりホール

費●中学生以上＝3,000円（当日持参）

　●小学生以下＝無料

申映画と音楽を楽しむ会 野上☎080・

3515・6331

市制施行50周年記念
中村文昭講演会「変わりゆく時代に
変わらないこと」

市民の歌
「きらり鎌ケ谷」CD

　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。

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
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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

男女共同参画局

ホームページ

　モデルやアイドルの勧誘などを装っ

たアダルトビデオ（AV）への出演強要

や、女子高校生（JK）を利用した営業を

行い、女性が性的な被害を受ける問題

が発生しています。

　被害に遭った場合は一人で悩まず、

まずは相談窓口へ相談してください。

問男女共同参画室☎445・1277

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」

　全国健康保険協会（協会けんぽ）は、

主に中小企業で働く人やその家族が

加入する健康保険です。令和3年度の

協会けんぽ千葉支部の健康保険料率

は9.75％から9.79％に引き上げら

れ、介護保険料率は1.79％から1.80％

に引き上げられます。

問同支部☎043・308・0522

協会けんぽ
4月納付分から保険料率が変更

対申請する業種で1年以上の実績があ

り、市内に本店のある法人または市内

に住所を有し、市内で営業している個

人事業者

※市競争入札参加資格審査申請をし

　ている場合は対象外

　　　　　　6月1日（火）から2年間

申4月12日（月）以降に契約管財課（市

役所3階）で配布する申請書に記入し

て、5月10日（月）までに窓口に持参

問同課☎445・1090

簡易修繕・工事業務登録制度
3・4年度分の参加資格申請を受け付け

お知らせ・相談

　所有する土地や家屋の評価が適正

であるかを判断するため、土地価格等

縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿

を閲覧できます。

対市内にある土地・家屋の固定資産税

納税者

　　　　4月30日（金）まで

　　　　課税課（市役所2階）

令和3年度 固定資産税の縦覧

持●本人確認書類（運転免許証、縦覧

　　の対象となる納税通知書など）

　●印鑑

　●委任状（委任を受けた場合）

　●メモ用紙 など

注プライバシー保護の観点から、評価

内容についての説明はできません（所

有者本人を除く）

問課税課☎445・1104／☎445・1105

　市税・使用料・手数料などの収納業

務を次の事業者に委託しています

（【　】内は担当課）。

●市税（固定資産税・都市計画税、軽自

　動車税、個人市・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）＝（株）NTTデータ

　【収税課・保険年金課・高齢者支援課】

●し尿処理手数料＝鎌ケ谷市清掃事

　業協同組合【クリーン推進課】

●病後児保育利用料＝（医）沖縄徳洲会

　【幼児保育課】

●放置自転車等移送保管手数料＝

　（株）日本環境ビルテック【道路河川

　管理課】

●下水道使用料（未収分）＝NTS総合弁

　護士法人【下水道課】

●市制記念公園児童用電気自動車使

　用料＝（公社）鎌ケ谷市シルバー人材

　センター【公園緑地課】

3年度 市税などの収納業務委託先

対市内在住の人

　　　　5月1日（土）から（1年更新で

最長3年間）

所西佐津間市民農園（1区画約16㎡、

井戸あり）

　　　　若干数（多数抽選）

費11,000円（5月からの11カ月分）

申市ホームページおよび農業振興課

窓口で配布している申込書に記入し

て、4月15日（木）までに、同課ゆ〒273-

0195／窓口に持参

問同課☎445・1233

市民農園利用者の追加募集

　気象や災害、行方不明者などの情報伝達に使用する屋外拡声子局（屋外スピー

カー）の更新を行うため、屋外スピーカーの設置工事を1カ所ずつ進めています。

　作業中の屋外スピーカーからは放送が流れないため、防災行政無線の情報は

「かまがや安心ｅメール」や市ホームページでご確認ください。

4月中の工事日程

▶北部小学校（粟野735番地）＝4月15日（木）〜16日（金）

▶鎌ケ谷消防署（初富928番地の472）＝4月16日（金）、19日（月）

▶お堂（軽井沢2029番地の1）＝4月19日（月）〜20日（火）

▶木刈橋公民館（北初富7番30号）＝4月20日（火）〜21日（水）

▶第5分団（初富204番地の1）＝4月21日（水）〜22日（木）

▶くぬぎ山交番（初富86番地10）＝4月22日（木）〜23日（金）

▶中の峠（中沢1444番地の2）＝4月26日（月）〜27日（火）

※更新作業に伴い、必要に応じてテスト放送を行います

※天候により日程を変更する場合があります

工事日程のお知らせ
防災行政無線設備 更新工事

問安全対策課☎445・1285

▶無料太極拳教室
時4月5日・12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（申込先着順）申ふれあい太極拳 中村☎090・6520・

7768

▶坂東流日本舞踊勝和女会
時4月4日（日）11時から所きらりホール定270人（当日先着順）問勝

和女会 岡崎☎444・5938

▶0歳から入場できるオペラ「カルメン」赤いバラ伝説
時5月3日（月）14時〜15時30分（13時30分開場）所きらりホール

定250人（申込先着順）費●大人＝2,000円 ●小人＝1,000円（膝上

無料）申親子でオペラに親しむ会 河内☎090・8058・5840

催し

▶シンプルライフ
英会話。対高校生以上時月3回（土）19時〜21時所東部学習セン

ター定10人入1,000円月2,500円申西川☎090・7811・7783

会員募集

資格有効期間

縦覧期間
縦覧場所

利用期間

募集区画

「かまがや安心ｅメール」の登録を！
　「かまがや安心ｅメール」は防災情報など

を入手できる無料メールサービスです。この

機会にぜひご活用ください。 市ホームページ

交通安全は市民一人一人の心掛けから
　千葉県は、令和2年中の交通事故での死者数が128人となり、前年度

から44人減少しましたが、全国ワースト5位でした。

　交通事故は、夕暮れ時や夜間・明け方の道路横断中に多く発生しま

す。対策として、歩行者の皆さんは、明るい服装や反射材を身に着けると

効果的です。ドライバーの皆さんは、横断歩道のある場所では歩行者が

優先であることを再認識し、思いやりのある運転をお願いします。

手をあげて じぶんでまもろう いのちのあいず

春の全国交通安全運動
「自転車のながら運転」や「高齢ドライバーによる自動車事故」

が問題になっています
　近年、自転車運転中の交通事故が増加傾向にあり、中でも交通ルー

ルやマナーを無視した事故が目立ちます。車道の左側通行など、自転車

通行ルールを守るとともに、携帯電話・スマートフォンやヘッドホン、傘

を使用しながらの危険な運転は絶対にやめましょう。

　また、認知機能の低下などにより、高齢

者が加害者となる自動車事故が問題と

なっています。運転に不安のある場合は、

運転免許証の自主返納を考えましょう。

　また、入学シーズンを迎え、子どもの交通事故が増

えることが懸念されます。道路に飛び出さない、信号

を守る、横断歩道の渡り方など、交通ルールやマナー

について家庭で子どもと話し合いましょう。

4月6日（火）〜4月15日（木）

問道路河川管理課☎445・1457
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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

　風しんワクチンまたはMR（麻しん風しん混合）ワクチンの費用を助成し

ます。

対妊娠を希望する女性とその夫（未婚を含む）または妊婦の夫（未婚を含む）

で、平成26年4月1日以降に実施した抗体検査で、抗体価が基準値未満の人

　　　　4月1日〜4年3月31日

　　　　●窓口＝4年4月28日（木）

　　　　●郵送＝4年4月30日（土）（消印有効）

　　　●風しんワクチン＝3,000円　●MRワクチン＝5,000円

　　　※助成は１人１回。申請に基づく償還払い

問☎445・1390

おとなの風しん予防接種費用を助成

内①生活・出産・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＝4月8日（木）9時から　②＝5月20日（木）13時から

　③＝4月24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）

　離乳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●4月6日（火）・28日（水）9時〜12時　●4月22日（木）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）　申☎445・1546

栄養士による個別相談

　産後の育児不安・体調不良、「支援者がいない」などで育児に不安のある人

を対象に、宿泊型産後ケア事業を行っています。産婦の心身のケアや乳児の

育児指導が受けられます。

内●産婦へのケア（母体の休息、健康状態のチェック、心身のケア）

　●乳児へのケア（健康状態・体重・栄養のチェック）

　●育児相談・授乳指導・沐浴指導など

対市内在住で、産後4カ月未満である産婦と乳児のうち、次のいずれかに当て

はまる人

　●家族から産後の援助を受けられない

　●育児不安が強く、支援が必要である

　※感染症にかかっている人や、医療的ケアが必要な人は利用できません

費●1泊2日で6,000円（1日追加につき3,000円加算。多胎児の場合、1人

　　追加につき1日400円加算）

　●非課税世帯は半額、生活保護世帯は無料

他場所など詳しくは、お問い合わせください

問☎445・1393

宿泊型産後ケア事業を実施中
〜出産後安心して子育てができるように応援します！〜

対象期間
申請期限

助成額

週1回収集

ピンクの市指定袋へ

プラスチック製

容器包装類

汚れは落ちていますか？
※汚れているものはリサイクルできません

表示あり

　プラスチック製容器包装類を（公財）日本容器包装リサイクル協

会へ処理を委託しており、一定のルールを守り搬出することになっ

ています。

　プラスチック製容器包装類をごみとして処理する際には、いわゆ

る「プラマーク」の表示のあるものが対象となります。

問●クリーン推進課☎445・1223

　●クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

ごみの出し方にご注意を！ごみの出し方にご注意を！
プラスチック製容器包装類

※出し方が分からないものは、市ホームページまたはクリーン推進課窓口で配布している

　ごみ分別一覧表をご覧ください

　広報かまがや令和3年3月15日号3ページ「危険品など混入防止のお願い」

の記事において、ごみのイラストに誤りがありました。お詫びして訂正します。

おわびと
訂正

燃やすごみ

週3回収集

白の市指定袋へ

燃やさないごみ

月2回収集

中身の見える袋へ

プラマークの表示がありますか？
※容器や包装などに表示されています

ふき取ったり
水ですすぐなど

表示なし

汚れている

パック類

ボトル類

袋・フィルム類

トレイ類

ハンガー
CD
CDケース

カップ類

チューブ類

汚れていない

　それ以外のもの、特に禁忌品と言われる危険品（使

い捨てライター・乾電池・充電式電池類・カミソリ・注

射器など）は、入れることの無いようにしてください。

　正しいプラスチック製容器包装類の出し方につい

ては、右のフローチャート図をご確認ください。

注射器

ライター

乾電池

※禁忌品を捨てるときは、それぞれ中身の見える袋に入れてごみの

　種類を袋に書いて燃やさないごみの日に出してください

院　名

鎌ケ谷道野辺整骨院

道野辺整骨院

鎌ケ谷接骨院

富田接骨院

祥和鍼灸整骨院

東中沢整骨院

伊藤整骨院

大仏整骨院

咲が丘整骨院

岡崎整骨院

実施曜日

水

木

日

木

水

月

木

火

火

月

実施時間

 ９:00〜10:30

13：15〜14：45

13：30〜15：00

 ９：30〜11：00

13：00〜14：30

13：00〜14：30

13：00〜14：30

13：15〜14：45

13：00〜14：30

13：00〜14：30

定員

10人

5人

8人

10人

8人

5人

6人

5人

10人

8人

予定開始日

 5月12日

 5月 6日

 5月 9日

 5月13日

 5月12日

 5月10日

 5月 6日

 5月11日

 5月11日

 5月10日

電話

070・1537・2848

443・2706

443・0066

443・8600

404・1700

442・2320

443・0334

445・0507

404・4527

498・5556

皆さんも
参加してみませんか？

柔体操参加者募集
問高齢者支援課☎445・1384

注意

申し込み

日時

対象

　関節の痛みで悩んでいる人に、市内の柔道整

復師が運動の指導や支援を行います。

　　市内在住の65歳以上で、医師から運動の

制限を受けていない人（昨年9月からの柔体操

事業に参加した人を除く）

　　下表参照（週1回90分、全12回。5月から順

次開催）

　　送迎などはありませんので、参加者は各自

で開催場所へ通ってください

　　　　希望する整骨院または接骨院へ電話

プラスチックごみの出し方　フローチャート図

精神障がい者向け
レクリエーション（KCC）で
仲間づくりをしませんか？

　市では、鎌ケ谷コミュニティクラブ（KCC）を実施し

ています。散歩や体操などのレクリエーションを通し

て、精神科に通院している人の居場所づくりや仲間づく

り、地域活動の機会を創出し、困っていることを相談で

きる機会としています。

　　精神障がいがある人

　　市役所地下 団体研修室

　　毎月第2（木）10時〜11時30分

※4月8日のみ13時〜14時30分

　　　　八千代地域生活支援センター☎047・481・

3555

問障がい福祉課☎445・1307

対象
場所

申し込み

日時
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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



●南部小＝1日(木)　　　　●初　小＝5日(月)　　　 ●鎌　小＝9日(金)

●道　小＝12日(月)　　　●中部小＝14日(水)　　　●北部小＝19日(月)

●五　小＝21日(水)  　　●西部小＝22日(木)　　　●東部小＝26日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

4月の有価物回収

　40歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者に、特定健康診

査などの代わりに受検した人間ドック等の費用の自己負担額の2分の1（上限

15,000円）を助成します（年齢は4年3月末時点）。

　　　　6月1日〜12月31日に受ける人間ドック等

　　●助成には、特定健康診査などの検査項目に加え、貧血検査、心電図検査、胸

　　　部エックス線検査が検査項目に含まれている必要があります

　　●検査項目に、がん検診（胸部・胃・大腸・乳・子宮）が含まれる場合は、健康増

　　　進課が実施する各種健診と重複しないよう、調整をお願いします

　　●詳しくは、広報かまがや5月15日号に掲載します

問●国民健康保険加入者＝保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者医療制度加入者＝保険年金課☎445・1207

　●がん検診について＝健康増進課☎445・1390

人間ドック等の費用を助成
令和
3年度

国民健康保険・後期高齢者医療制度

〜6月1日以降の受検が対象〜

注意
助成対象

高齢者 肺炎球菌 予防接種

　　過去に23価肺炎球菌ワクチンを一度も

接種したことがなく、次のいずれかに該当す

る市民

●昭和32年4月1日以前生まれ

●満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸

　器の疾患またはヒト免疫不全ウイルスによ

　る免疫機能の障がいがあり、このいずれか

　で身体障害者手帳1級を所持している人

　　　　右表参照

※やむを得ない事情により、市外の医療機関

　で接種を希望する人は健康増進課へお問

　い合わせください

　　　詳しくは、個別通知をご覧ください

接種場所

対象

問●予約などについて＝各医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390

医療機関

あおぞらファミリークリニック（鎌ケ谷）

秋元病院(初富)

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック（新鎌ケ谷）

いそのクリニック(南鎌ケ谷)

飯ヶ谷内科クリニック(東道野辺)

石川整形外科クリニック(道野辺中央)

大石内科胃腸科医院(東初富)

片桐内科医院(道野辺)

かのう内科クリニック(道野辺中央)

かまがや在宅診療所(道野辺本町)

かまがや診療所(東中沢)

鎌ケ谷整形外科・内科(南初富)

鎌ケ谷総合病院(初富)

鎌ケ谷メディカルクリニック(初富)

くぬぎ山内科医院（くぬぎ山）

くぬぎ山ファミリークリニック（くぬぎ山）

さいきクリニック（東道野辺）

電話番号

401・2351

446・8100

401・1171

498・5500

445・8881

441・8818

498・5700

446・2000

446・7122

436・8300

446・3611

444・2236

498・8111

401・8282

047・388・5931

047・712・1511

439・3929

医療機関

庄司内科医院(富岡)

白戸胃腸科外科(初富)

新鎌ケ谷駅前クリニック（新鎌ケ谷）

新鎌ケ谷北口クリニック（新鎌ケ谷）

仁愛医院(道野辺中央)

第２北総病院(初富)

東邦鎌谷病院(粟野)

中川内科胃腸科クリニック(道野辺本町)

のむらファミリークリニック(新鎌ケ谷)

畑医院（道野辺中央）

初富内科医院(初富本町)

初富保健病院（初富）

原沢外科内科整形外科(鎌ケ谷)

まこと医院(東道野辺)

三田医院(右京塚)

みちのべクリニック(東道野辺)

道野辺診療所（道野辺）

電話番号

445・9855

445・8001

441・3336

401・3376

442・0515

445・5552

445・6411

498・6661

401・3611

443・4051

468・8103

442・0811

443・8226

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

利

利 利

：利用者のみ利

その他

65歳以上 対象

　歯周病は痛みを伴わずに徐々に進行するため、気が付かないうちに

重症化することが非常に多い病気です。歯がグラグラになってから慌

てて治療するのではなく、早い段階から予防することが大切です。

　また、歯周病の原因菌は20代のうちに定着すると言われています。

若い人でも「自分にはまだ関係ない」と思わずに受診しましょう。

　対象者には3月下旬に受診券を送付します。

　　問診・歯科健診・保健指導

　　●20歳（平成13年4月2日〜14年4月1日生まれ）

　　●30歳（平成3年4月2日〜平成4年4月1日生まれ）

　　●40歳（昭和56年4月2日〜57年4月1日生まれ）

　　●50歳（昭和46年4月2日〜47年4月1日生まれ）

　　●60歳（昭和36年4月2日〜37年4月1日生まれ）

　　●70歳（昭和26年4月2日〜27年4月1日生まれ）

　　4年1月31日（月）まで

　　指定歯科医療機関

　　500円

　　受診する歯科医療機関に予約が必要です

問健康増進課☎445・1394

内容
対象

期間

注意

場所
費用

歯と歯ぐきの健康チェックを
受けましょう

令和3年度歯周病検診のお知らせ

　：1日(木)8時30分から予約開始（先着順）　　：要予約　 　センター：総合福祉保健センター　 　保健所：習志野保健所　※1：場所は予約時にお知らせ　

　　　　　　　　 　●中央・くぬぎ山・北中沢・粟野＝毎週（日）、29日（木）　●南＝毎週（日）、10日（土）12時30分まで・29日（木）

福 習注 予

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

酒害相談

①＝まなびぃプラザ　②③＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①15日（木）17時〜21時

②18日（日）12時〜16時

③27日（火）17時〜21時

心配ごと相談

心の相談 予

　センター５階／市社会福祉協議

会☎444・6921（電話相談のみ）

福毎週（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
13日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　保健所／　保健所

☎475・5152

習習

　センター3階／　保健所

☎475・5152

福 習

13日（火）14時から

22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）
27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

15日（木）9時〜12時

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

市役所／市民活動推進課

☎445・1274（つながらない場

合は☎445・1141）

市役所など※1／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

登記・不動産相談 注 19日（月）13時〜16時

行政相談 注 14日（水）10時〜11時

住宅増改築修繕相談注 19日（月）13時〜16時

行政書士相談注 22日（木）13時〜16時

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 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

市役所／まつど地域若者サポート

ステーション☎047・703・8301

就職相談

（49歳以下向け）

予 13日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

法律相談（弁護士在室）注 毎週（火）13時〜17時

各児童センターの休み

主な施設の
休み

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、29日（木）　●図書館＝毎週（月）、

30日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、29日（木）!４月のお知らせ

令和3年（2021年）4月1日号広報広報 健康・福祉・4 月のお知らせ 7
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【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

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      109,936人（前月比-32）

男　54,263人　女　55,673人

世帯数　 50,576世帯（前月比＋18）
〔R3.3.1現在〕

問市民課☎445・1187

　市制施行50周年を記念して、市オリジナルデザ

インの婚姻届出書・出生届出書の配布と、オリジナ

ルデザインフレームで撮影ができるプリントシー

ル機の設置を行います。

　4月1日以降に、市民課窓口で婚姻・出生の各届出

書を取得する場合は、各3種類の中から、お好きな

届出書を選ぶことができます。

　また、鎌ケ谷市に婚姻・出生の届出をした人は、無料

でプリントシール機での撮影をすることができます。

期間4年3月31日（木）まで

その他●開庁時間内のみ稼働

     ●開庁時間外に届出した場合は、翌開庁日以

       降の開庁時間内に市民課へご連絡ください。

        無料撮影について案内します

     ●婚姻・出生の届出をしない人も、プリント

        シール機の利用は可能です（有料）

　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

記念事業を通じて皆さんに周知し、盛り上げる

ため、「市制施行50周年記念ロゴマーク」の募集

を全国から行いました。

　市内部での選考の結果、右記の6作品が採用

候補となりました。最終決定の参考とするため、

市民の皆さんの意見を受け付けます。

    市内在住の人

       4月6日（火）までに、申し

込みフォーム

      最終決定作品は、4月15日

号の広報でお知らせする予定です

　市制施行50周年を記念して、鎌ケ谷市のまちづくりの歩みについて

紹介するコラムを月1回掲載していきます。第1回目は「市制記念公園」

を紹介します。

　今年も桜花らんまんの季節が巡ってきました。桜の名所の一つとなった市制記念公園

は、昭和46年（1971年）10月にオープンし、安らぎと憩いの公園として市民の皆さんに

愛されています。

　開園当初の3.3ヘクタール※から、現在は4ヘクタールに拡がり、蒸気機関車「D51」や航

空機「青空号」の展示、桜や県内30市の“市の木”などが植樹され、遊歩道、きのこドームや

アスレチック遊具、野球場やテニスコート、展望施設と充実し、家族で楽しめる公園となっ

ています。

　中でも、バッテリーカー（児童用電気自動車）は、パトカーやレースカーなどのいろいろ

なタイプに乗ることができ、子どもたちに大人気のアトラクションとなっています。

　近年は、公園のすぐ脇を通過する高架線のスカイライナーの迫力ある姿が展望台から間

近で見られることや、桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業で次世代の桜を市民と協働で植樹し、

新たな魅力も加わりました。

　開園当時4万4千人だった市の人口は11万人へと大きく増加し、市制記念公園は、貴重

な緑の空間としてだけでなく、さまざまな世代が「子ども時代を同じ公園で過ごした」とい

う思い出を共有する大切な場所となっています。

問公園緑地課☎445・1487

市制施行50周年記念ロゴマークの候補作品について市制施行50周年記念ロゴマークの候補作品について

～記念プリントシール機も設置～

婚姻・出生届出書を配布中婚姻・出生届出書を配布中
市制施行50周年オリジナルデザインの市制施行50周年オリジナルデザインのかまがやのまちづくりの歩みかまがやのまちづくりの歩み

第1回　市制記念公園

対象
申し込み

その他

市 制 施 行 50周年 記 念事 業市 制 施 行 50周年 記 念事 業
　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。

　これを記念して、市ではさまざまな記念事業を実施していきます。今年度の広報かまがやでは、実施する事業の紹介のほか、

市のこれまでの歴史などを振り返る記事を掲載していきます。

満開の桜

申し込みフォーム

大迫力の蒸気機関車D51 開園当時のパンフレット表紙

問企画政策室☎445・1073

1

4 5 6

2 3
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