
ワクチン接種会場について

　65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナワクチン接種が始まりました。

　現在、多くの対象者の皆さんからワクチン接種予約についてお問い合わせをいただいていることから、「電話が

つながりにくい」「予約が取れない」などでご迷惑をお掛けしています。

　接種予約については、毎日一定数の予約枠で受け付けを行ってきましたが、まとまった数の予約枠を確保する

ために、5月13日（木）以降、当面、予約受け付けを毎週（火）・（金）に限定し、行っています。次回の予約受け付け

は5月18日（火）です。

　希望者全員が必ず接種を受けられますので、冷静な対応をお願いします。

　ワクチン接種を受けるには、事前の予約が必要です。次のいずれかの方法で予約ができます。

　パソコンまたはスマートフォン

で予約サイトにアクセスし、予約

ができます。

ｕhttps://vc.liny.jp/0286

65歳以上の高齢者の
予約受け付けが開始
65歳以上65歳以上の高齢者の
予約受け付けが開始
65歳以上

ワクチン接種の予約方法

●市役所では予約の受け付けができません。市役所への電話や来所はお控えください

●予約の際に、市から郵送した「接種券」に記載した接種券番号が必要です

インターネットから
予約する

　スマートフォンで次の二次元

コードを読み取り、「友だち登

録」後、予約ができます。

スマートフォンアプリ
「LINE」から予約する

　鎌ケ谷市新型コロナワクチン

コールセンター（（土）・（日）、祝

日を除く9時〜17時）から予約

ができます。

電話で予約する
　原則、医療機関での予約は受け付けていません。しか

し、特定の基礎疾患などにより定期的な通院をしている

場合は、受診時に医師へ体調状況に応じた接種時期や予

約についてご相談ください。通常診療に支障を来すため、

問い合わせの電話はご遠慮くださるようお願いします。

　なお、かかりつけの医療機関が市外である場合は、

「ワクチン接種を実施しているか」「予約ができるか」な

どを、市ではなく、そちらの医療機関へお問い合わせく

ださい。

65歳以上で、特定の基礎疾患が
ある高齢者のワクチン接種について

●慢性の呼吸器の病気

●慢性の心臓病（高血圧を含む）

●慢性の腎臓病

●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または

　他の病気を併発している糖尿病

特定の基礎疾患など

※市役所および総合福祉保健センターでの予約はできません

※市役所駐車場には限りがあります。可能な限り、公共交通機関などをご利用ください
鎌ケ谷市総合福祉保健センター（市役所裏）

市内実施医療機関

市新型コロナワクチン
コールセンター

新型コロナワクチン接種ワクチン接種新型コロナワクチン接種ワクチン接種
問●予約などについて＝鎌ケ谷市新型コロナワクチンコールセンター（（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時）

　　☎0570・050575(ナビダイヤル)

　●その他＝健康増進課☎445・1390

　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

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）

などの症状が出たら 発熱などに関する相談窓口

☎0570・050575
（ナビダイヤル）

●毎週（木）14時から

●毎週（土）14時から

●毎週（日）9時から、14時から

　接種を実施する予定の医療機関は27カ所あり、接種開始時期はそれぞれ異なります。接種体制

が整った医療機関から順次、受け付けを開始します。具体的な開始日時については、予約サイト・

LINEでご覧いただくか、市新型コロナワクチンコールセンターでの予約の際にご確認ください。

　なお、基礎疾患などがある定期的に通院している人など、利用者のみに接種を実施する医療機関

が一部ありますので、ご了承ください。

◀予約サイト ◀LINE友だち
　登録

注意事項

接種の実施スケジュール 　総合福祉保健センターでの接種は、5月20日（木）から開始しますが、5月の予約枠はすでに定員に達しているため、

6月の予約枠をご利用ください。

　なお、予約枠は、インターネット枠（予約サイトおよびLINE）とコールセンター枠を等分して予約を受け付けています。

　順次、予約枠の更新は行っていますが、希望者が多く、当面は早い時間帯に定員に達することが続くと予想されます。

　希望者全員が必ず接種を受けられますので、慌てずにお待ちください。

最新の情報については、市ホームページをご覧ください。(本記事は5月11日現在の内容です)

　現在、医療機関へワクチン接種の予約に関

する問い合わせを多くいただいています。これ

により、通常診療に支障を来しているため、医

療機関への問い合わせの電話はご遠慮くださ

るようお願いします。

ワクチン接種に関する医療機関への
直接のお問い合わせはご遠慮ください

主な内容
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行財政運営❶シリーズ

予算の使い道をお伝えします

新型コロナウイルス感染症対策などを盛り込んだ
令和3年度予算を編成
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市制施行以来

常に黒字！

歳入額（左軸）

歳出額（左軸）

実質収支（右軸）

　予算の内容について詳しくは、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）で公表している、「予算の概要」や「予算書」をご覧ください。

　市では、市制施行以降で一度も赤字を生じさせたことはなく、令和元年度決算では

約10億円の黒字となっています。また、国が法律で定めている「早期健全化基準」もク

リアしています。

　令和3年度予算は、健全な財政運営を堅持しながら、新たな総合基本計画の実現に

向けた取り組みや、新型コロナウイルス感染症対策などを予算化しました。

市町村が借金をし過ぎないように国が定めた基準
　早期健全化基準（イエローカード）は、財政状況の悪化が深刻化する前に、財政の健

全化が必要な基準として国が定めたものです。この基準を上回ると、法律に基づいて、

財政の早期健全化に向けた自主的かつ計画的な取り組みが必要となります。

　鎌ケ谷市は、いずれの指標も早期健全化基準をクリアしています。

収支（黒字額）の推移
　歳入決算総額から歳出決算総額を引き、さらに翌年度へ繰り越した事業に必要な財源

を差し引いたものを「実質収支」といいます。この実質収支がプラスであれば、その市の

決算は黒字、マイナスであれば赤字となります。

　鎌ケ谷市は市制施行以来、一度も赤字を生じさせたことはありません。

　本市では、これまで行財政改革に継続的に取り組み、「鎌ケ谷市財政健全化計

画」に基づき未来を見据えた行財政運営を行ってきました。

　その成果として、令和元年度決算時点の各種基金残高は、約58億円を確保し、

健全化判断比率の各指標は、国の定める早期健全化基準をクリアしています。

　一方で、新型コロナウイルス感染症は、依然として予断を許さない状況にあり、

その影響による市税等の収入の減少などを受け、令和3年度予算編成は、財源の

確保が厳しさを増す状況となりました。

　そのため、市民の皆さまの暮らしを守るために、新型コロナウイルスワクチン

接種や感染症対策に取り組むとともに、令和3年度は新しい総合基本計画の初年

度となりますので、基本構想に掲げる5つの基本目標や、基本計画に定める施策

のねらいなどの達成に向けた事業への重点化を図り、メリハリのある予算編成を

行いました。

　具体的には、新型コロナウイルスワクチン接種については、予算編成のギリギリ

まで検討を重ね、市民全員に接種を行える予算を確保するとともに、接種に必要

となる事務費をあわせ、総額約6億5千万円を計上いたしました。

　また、最新の国の動向に注視し、よりスムーズに接種を行えるよう、現在、6月補

正予算の編成を行っているところです。

　そのほかの主な事業としては、令和元年度に全線高架運行を開始した新京成

線連続立体交差事業の関連側道整備をはじめとした都市基盤整備、令和4年4月

に新たに1カ所が開園予定の民間保育所等の整備や新生児聴覚検査費用の助成

などといった子育て世代にやさしい街づくりを推進してまいります。

　また、教育環境の整備として、小中学校の防火戸・防火シャッターなどの改修、

国のGIGAスクール構想に対応した全児童生徒の学習用端末等の賃貸借、高齢

者が安心して暮らせる街づくりとして介護職員研修受講料等の補助、地震・災害

に強い街づくりとして、防災行政無線デジタル化の整備や準用河川二和川の整備

などを進めてまいります。

　さらに、公共施設への屋外型AED収納ボックスの設置等の市民サービスの向

上、国の登録有形文化財に登録された澁谷家住宅の用地取得や陸上競技場のメ

インスタンド改修など、魅力ある街づくりの事業展開を推進してまいります。

　令和3年度予算では、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、「子

どもからお年寄りまでずっと笑顔でいられる街」を実現するため、①「未来に向け

てさらなる発展につなげる街づくり」 ②「すべての市民が暮らしやすさを実感で

きる街づくり」 ③「産業が盛んで文化・スポーツ・緑を楽しめる街づくり」を3つの

柱に据えて重点的に事業展開し、市の魅力をさらに向上させる予算を編成しまし

た。その概要をお知らせします。

令和3年度 予算の概要令和3年度 予算の概要

指標名
鎌ケ谷市

（令和元年度決算）
早期健全化基準

（イエローカード）
財政再生基準

（レッドカード）

実質公債費比率 3.4% 25.0% 35.0%

将来負担比率 27.8% 350.0% －

会計別の
予算規模

204億300万円（2.1%増）

365億8,000万円（3.9％増）

569億8,300万円（3.2％増）総額

令和3年度予算

一般会計
（福祉・教育・道路整備など、市の基本的な事業の収支を表すもの）

歳　入
３65．8億円

歳　出
３65.8億円

（市民の皆さんに
納めていただく税金）
約130.7億円

市税

（市が行う事業へ国・
県が支払うお金）
約94.3億円

（子どもや障がい者の
医療費など福祉関係）
約165.9億円

（小・中学校などの
整備や維持管理）
約41.3億円

（市の借金の返済）
約36.8億円

（道路、河川、公園などの
整備や維持管理）
約32.6億円

（防災・防犯、広報、
戸籍、住民票など）
約29.6億円

（各種検診、ごみ処理関係）
約35.2億円

（消防車の更新など）
約15.7億円

（議会、産業関係）
約８．7億円

（地方公共団体（市）の財政力
に応じて、国が交付するお金）
約36.5億円（銀行などからの借金）

約36.2億円

国・県支出金

地方交付税
市債（消費税のうち地方消費税）

約21.5億円

地方消費税交付金

（貯金していた基金から
取り崩すもの）
約19.5億円

繰入金

（雑入など他に分類
できない収入）
約9.5億円

諸収入

（利用者や団体が
負担する料金）
約4.1億円

分担金および負担金

（前年度から
繰り越したお金）
約4.0億円

繰越金
（財産収入、地方譲与税、
各種交付金など）
約9.5億円

その他

民生費

教育費公債費

土木費

総務費

衛生費

消防費 その他

歳入・歳出・実質収支の推移

一般会計

特別会計の合計

問財政室☎445・1079
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区 分 令和2年度予算額令和3年度予算額 対前年度比較増減率

352億1,000万円365億8,000万円

199億8,500万円204億　300万円

105億1,200万円101億4,500万円

79億9,700万円87億1,700万円

14億7,600万円15億4,100万円

合 計 551億9,500万円569億8,300万円

3.9%

　2.1%

▲3.5%

　9.0%

　4.4%

　3.2%

※公共下水道事業特別会計は、下水道事業会計（公営企業会計）へ移行しました

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

令和3年度予算　
新型コロナウイルス対策を最優先に
「子どもからお年寄りまで、
ずっと笑顔でいられる街」

鎌ケ谷市長 清水聖士

を目指して

令和3年（2021年）5月15日号広報広報市政情報2

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！



都市基盤整備の取り組み
新京成線連続立体交差事業の推進

　県が実施する新京成線の連続立体交差事業（初富駅〜北初富駅間）

に対して地元負担金を支出します。なお、令和元年度に全線高架運

行開始となり、引き続き関連側道整備に向けた工事などを進めます。

新鎌ケ谷西側の都市計画道路整備
事業費：約1億5,400万円
　新鎌ケ谷地区の都市計画道路の整備（延長約400m）に向けて用地購入を行い

ます。

新鎌ケ谷地区中街区の歩行者専用道路の整備

　新鎌ケ谷駅周辺地区の利便性向上を図るため、中街区における歩行者専用道路の

整備に必要な用地測量などを行います。

その他の主な事業
●主要市道整備の実施　約1億8,100万円
●交差点改良に向けた用地取得　約5,600万円
●初富駅前広場およびアクセス道路の整備に向けた用地取得　約4,000万円

未来に向けてさらなる発展につなげる街づくり

子育て世代にやさしい街づくりの取り組み
民間保育所などの整備
　待機児童対策として、公募により選定した事業者に対して、整備費の補助を行い

ます。

　なお、定員は90人で、令和4年4月の開園を予定しています。

農業振興・商工振興の取り組み
農産物ブランド育成に向けたPR活動
事業費：約600万円

　鎌ケ谷産農産物のブランド化に意欲的な農業者に対して、農産物認定農家・生産者

団体認定の推進を図ります。

国登録有形文化財（澁谷家住宅）の用地取得
文化を楽しめる街づくりの取り組み

事業費：約1億5,400万円
　令和2年8月に国の登録有形文化財に登録された澁谷家住宅

を取得し、主屋、米蔵、門について、保存管理および公開に向けた

改修を実施します。令和3年度は用地購入を行います。

陸上競技場メインスタンド改修工事の実施
スポーツを楽しめる街づくりの取り組み

　陸上競技場メインスタンドの外壁塗装（アスベスト除去を含

む）、防水改修およびトイレ改修などを行います。

市制記念公園のトイレ改修工事の実施
緑を楽しめる街づくりの取り組み

事業費：約3,600万円
　市制記念公園利用者の利便性向上や安全性確保を図るため、

市制記念公園のトイレ改修工事を行います。

事業費：約1億4,800万円

すべての市民が暮らしやすさを実感できる街づくり

学校教育の充実・教育環境の整備の取り組み
小・中学校施設の改修を実施
事業費：約4億2,300万円
　小・中学校の防火戸・防火シャッター改修、道野辺小学校の受

変電設備改修などを行います。

事業費：約800万円
　避難所へ防災対策用品（福祉避難所用備蓄品、避難所キー

ボックス、蓄電池、蓄電池用ソーラーパネルなど）を配備します。

高齢者が安心して暮らせる街づくりの取り組み
介護職員研修受講料などの補助
事業費：約100万円
　介護従事者の確保および定着を図るため、介護資格の研修

費用の補助を行います。

地震・災害に強い街づくりの取り組み
防災行政無線デジタル化の整備
事業費：約3億2,200万円
　国の「無線設備規則」の改正などに伴い、防災行政無線をアナロ

グ方式からデジタル方式へ更新します。令和3年度は、屋外拡声子

局73カ所の工事などを実施し、事業完了予定です。

市民サービスの向上の取り組み
ごみのふれあい収集の実施 事業費：約1,000万円
　ごみをごみステーションに出すことが困難で、他の人から協力を得られない高齢

者や障がい者などに対し、ごみの個別収集を行うため、柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組

合に負担金を支払います。

AED屋外設置用備品の購入 事業費：約300万円
　常時、誰もがAED（自動体外式除細動器）を使用できる環境を整えるため、公共施設

に屋外型収納ボックスを設置します。

　令和3年度から5カ年で39カ所に設置します。

その他の主な事業
●串崎新田貯留池整備に係る用地取得　約5,000万円
●（仮称）東部地区児童センターの整備に向けた実施設計の実施　約1,400万円
●オンラインによる子育て相談などの実施　約100万円

その他の主な事業
●商工業振興補助金の交付　約2,100万円
●東初富テニスコートの用地取得　約6,900万円
●（仮称）鎌ケ谷一丁目ふれあいの森公園の用地取得　約1億4,900万円

浸水被害の軽減を図るための排水整備工事の実施
事業費：約4,100万円

　排水流末を確保し浸水被害の軽減を図るため、排水施設の整備および浸透桝モニ

ター制度による雨水浸透桝の設置を行います。

避難所におけるマンホールトイレの整備

防災対策用品の購入

事業費：約1,700万円
　災害時における避難所開設時のトイレ環境を確保するため、鎌ケ谷小学校にマン

ホールトイレを整備し、計画している6カ所の整備が完了します。

※本事業は、国の令和2年度第3次補正予算を活用し、令和2年度3月補正予算に前倒

　しで計上

準用河川二和川のバイパス整備の実施
事業費：約2億8,200万円

　浸水被害の軽減を図るため、準用河川二和川（馬込沢地区）のバイパス整備工事およ

び用地購入を行います。

小・中学校のICT教育環境の整備 事業費：約1億400万円
　国のGIGAスクール構想に対応するため、全児童生徒の学習用端末などの賃貸借

やリモート授業などを見据え、教材使用に係る著作権使用料の支払いを行います。

　また、充実した学習環境の整備のため、指導者用デジタル教科書の使用料の支払

いを行います。

結婚新生活支援事業の実施
　結婚に関する経済的な支援、若年層の流入などを目的として、転入者を対象に、家

賃や引っ越し費用などの補助を行います。

新生児聴覚検査費用の助成 事業費：約200万円
　新生児の聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な措置を講じられるよう、新生

児聴覚検査（新生児聴覚スクリーニング）について、1人3,000円の助成を行います。

事業費：約3億7,600万円
事業費：約200万円

柱1

事業費：約7,900万円

事業費：約300万円

産業が盛んで文化・スポーツ・緑を楽しめる街づくり

新型コロナウイルスワクチン接種 　新型コロナウイルスワクチン接種費用として約4億9,900万円、ワクチン接種体制

を整備するための事務費として約1億4,900万円を計上し、円滑かつ迅速なワクチン

接種に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症対策への取り組み

事業費：約6億4,800万円

5

柱2

柱3
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令和2年度予算の執行状況・財産などの状況
（令和3年3月31日現在）

建　物

土　地

車　両

175,185.51㎡

848,507.73㎡

115台

基　金

有価証券

59億6,130万円

1億8,391万円

■財産

支出済額

432億4,252万円

184億5,309万円

97億8,644万円

74億2,205万円

12億4,460万円

616億9,561万円

支出率

82.0%

89.5%

90.8%

89.1%

82.7%

84.1%

収入率

83.5%

89.9%

88.9%

89.4%

99.3%

85.3%

収入済額

440億4,085万円

185億2,392万円

95億7,876万円

74億5,066万円

14億9,450万円

625億6,477万円

予算現額

527億4,954万円

206億1,331万円

107億7,741万円

83億3,152万円

15億  438万円

733億6,285万円

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

※特別会計・公営企業会計を含む

※公共下水道事業特別会計は、令和2年4月1日から公営企業会計に移行

　しました

※下水道事業会計の予算現額には、減価償却費等の現金収支の伴わない

　費用・収益が含まれます

※下水道事業会計の収入・支出済額には、未収金・未払金(未払消費税を除く)

　が含まれます

■歳入歳出予算の執行状況

区　分

一般会計債

下水道事業債

合  計

残　高

364億4,308万円

71億4,578万円

435億8,886万円

■地方債の現在高

会計名

合　計

内
訳

一般会計

特別会計

執行率

102.1％

93.9％

82.1％

84.8％

収入・支出済額

18億7,888万円

16億7,998万円

8億3,025万円

13億  181万円

予算現額

18億3,976万円

17億8,823万円

10億1,179万円

15億3,601万円

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

■公営企業会計の執行状況
会計名

下水道
事業

市職員採用試験

試験区分など下表参照

受験案内・申込書市ホームページで配布

申し込み5月19日（水）〜6月2日（水）（消印

有効）に、人事室ゆ〒273-0195

その他各職初級・保育士・消防職

などの採用試験を実施する場合

は、今後の広報かまがやおよび市

ホームページでお知らせします

問●行政相談全般について＝千葉行政監視行政相談センター

　　☎0570・090110

　●市での行政相談について＝市民活動推進課☎445・1274

　行政相談委員とは、行政相談委員法に基づいて、総務大臣から

委嘱された民間有識者です。4月1日付けで小林トキさん、今泉

哲男さん、田代資二さんが委嘱されました。

　皆さんからの、国の仕事に関する要望や問い合わせなどを聞

き、総務省と連携を図りながら、公平な立場で相談者への助言、

行政機関への通知などを無報酬で行っています。

市役所での無料行政相談
　行政相談員が相談に応じます。なお、相談内容の秘密は

守られます。

日時原則毎月第2（水）10時〜12時

申し込み 毎月最初の開庁日8時30分から市民活動推進課

☎445・1274

試験日

一般行政職

(上級)

土木職

(上級)

一般行政職

（上級・障が

い者）※

建築職

（上級）

　※：一般行政職（上級・障がい者）は、令和3年12月1日付けの採用です

昭和61年4月2日〜平成12年4月1日に生まれた人で、学歴不問。ま

たは平成12年4月2日以降に生まれた人で学校教育法に基づく大学

（短期大学を除く）を卒業した人（令和4年3月までに卒業見込みの人

を含む）。

昭和56年4月2日〜平成12年4月1日に生まれた人で、学歴不問。

【要件】

●次に掲げる手帳などのうち、いずれかの交付を受けている人

　◆身体障害者手帳

　◆都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳

　◆知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、障

　　害者職業センター、精神保健指定医による知的障害があることの

　　判定書

　◆精神障害者保健福祉手帳

●活字印刷文による出題に対応できる

昭和61年4月2日〜平成12年4月1日に生まれた人で、次のいずれかに

該当する人。

●学校教育法に基づく学校（高等学校以上）において、建築の専門課程

　を修めて卒業した人（令和4年3月までに卒業見込みの人を含む）

●1級建築士または2級建築士の資格を有する人、もしくは令和4年春

　季までに資格取得見込みの人

若干名

若干名

3人程度

若干名

試験区分 受験資格 予定人員

市ホームページ

●第一次試験＝7月11日（日）

●第二次試験＝8月下旬

●第三次試験＝10月上旬

第1回

行政相談委員の委嘱令和3年度

問企画政策室☎445・1073

問財政室☎445・1079

問人事室☎445・1057

東京2020
オリンピック聖火リレー

セレモニーの観覧者を

募集します！

内容 ①出発式(市役所本庁舎前駐車場)

　　②ミニセレブレーション(新鎌ふれあい公園)

対象市内在住の人

日時7月3日（土）①＝14時20分〜14時50分ごろ

　　　　　　　 ②＝14時30分〜15時30分ごろ

定員若干名（多数抽選）

注意●新型コロナウイルス感染症の状況により、中止や無観客とする

　　　場合があります

　　●厚生労働省が配布する接触確認アプリ（COCOA）のダウン

　　　ロード・登録を入場前に済ませてください

　　●当日は、当選発表メールおよび本人確認書類

　　　の提出が必要です

　　●来場には公共交通機関をご利用ください

申し込み 5月31日（月）までに専用応募フォームから代

表者（18歳以上に限る）が同行者も併せて申し込み

※申し込みは1人1回まで（同行者は1人まで）

※未就学児を含め、同行者の年齢制限なし

※当選発表は6月中旬ごろに当選者宛てにメールで

  送信予定

　7月3日（土）に、東京2020オリンピック聖火リレーが市役所前か

ら新鎌ふれあい公園までの区間を走行します。

　当日は聖火リレーの出発時および聖火到着を祝うセレモニーを実

施します。

　当初は多くの皆さんに観覧してもらう予定でしたが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を受け、観覧は事前申し込みとなります。

　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。

　　　　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

　　●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

注意

申し込み

市ホームページ

COCOA
(厚生労働省
ホームページ)

市役所～
新鎌ふれあい公園

7/3（土）
市内通過！
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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

▶無料太極拳教室
対初心者時5月17日・24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

▶無料太極拳教室
対初心者時5月18日・25日の各（火）18時〜20時

所くぬぎ山コミュニティセンター定10人申雲手の

会 中村☎090・6520・7768

催し
▶梨香会
習字。対小学生以上時第1〜3（土）13時〜16時

所東部学習センター定若干名月3,000円申田中

☎090・4549・1257

▶家庭婦人バレーボール（9人制）
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　

会員募集

　市消防団員の異動がありましたのでお知らせします。

　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と

きに出動し、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。

新団本部（4月1日付け）

団　長　川上英明（再任）

副団長　飯田喜治（再任）

副団長　石井伸和（再任）

副団長　皆川洋政（再任）

副団長　新井英伸（再任）

副団長　髙橋由郎（再任）

問消防本部警防課☎444・3235消防団員の異動消防団員の異動

退職団員（3月31日付け）

第1分団　神山武人

第1分団　齋藤幹

第1分団　坂本颯平

第1分団　石川孝樹

第5分団　田中秀明

第5分団　小山雅弘

第5分団　皆川邦勝

第6分団　伊藤和夫

第8分団　石井嗣人

新入団員（4月1日付け）

女 性 部　寺井丸美

第3分団　大野良行

第5分団　秋澤健太

第5分団　髙原俊朗

第5分団　岡崎隼人

第8分団　井上裕太

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●鎌ケ谷西高等学校生徒会から防災啓発のために防災セットを

（財政室）

●きらりホール「きらり！明日の名人会」から福祉のために53,000円を

●株式会社ベルク鎌ケ谷富岡店お客様一同から福祉のために38,451円を

●垂水貞幸さんから福祉のために16,000円を

●株式会社美光化学研究所から福祉のためにアルコール消毒液（500ミリ

　リットル）24本を

●匿名の人から福祉のために10,000円を

（市社会福祉協議会）

●南流山子ども食堂の会から各小・中学校へこども食堂漫画化プロジェクト

　「ここでのできごと」冊子を

（教育総務課）

令和2年度　　　　　　　　 　の受け付け状況

　全国の皆さんから市に寄せられた「ふるさと納税（寄

付）」は、908件（1,548万6,000円）でした。

　ご支援ありがとうございました。今後の市政運営に活用

します。

問財政室☎445・1079

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

　　　　6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

　　　　8月下旬予定

　　　　5月17日（月）以降に建築住宅課窓口（市役所4階）および市

ホームページで配布する申込書に記入して、5月28日（金）まで（消印有

効）に同課窓口へ持参／ゆ〒273-0195

粟野市営住宅2号棟

粟野562-3

粟野市営住宅2号棟

粟野562-3

粟野市営住宅1号棟

粟野562-3

団地名

所在

2階

1階

1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

不可

単身
入居

1戸

2戸

2戸

募集
戸数

6/6/4.5/DK

6/6/4.5/DK

6/6/6/DK

間取り（畳）

2万1,100円〜
4万1,400円

初富市営住宅

南初富4-17-60
2階

一般世帯
向け

不可1戸6/6/4.5/DK
2万1,900円〜
4万3,000円

2万1,100円〜
4万1,400円

2万2,400円〜
4万4,000円

家賃

市営住宅入居者

募集戸数
選考方法

入居時期
申し込み

対象

問建築住宅課
　☎445・1472

　システムメンテナンスのため、下記

の日程で証明書のコンビニ交付サー

ビスを停止します。

　　●市・県民税課税（非課税）証明

　　　書＝5月17日（月）6時30分〜

　　　18日（火）6時30分

　　●住民票の写し、印鑑登録証明

　　　書＝5月17日（月）6時30分〜

　　　12時

問●サービスの一時停止について＝

　　課税課☎445・1096

　●コンビニ交付サービス全般につ

　　いて＝市民課☎445・1177

コンビニ交付サービス
一時停止のお知らせ

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　申いずれも根本☎090・9818・3791

▶この指とまれ
硬式テニス。対硬式テニス初・中級以上時毎週

（土）・（日）、祝日の9時〜13時所東初富テニスコー

ト、福太郎テニスコート定若干名費1回500円

申千田☎090・7209・7674

日時

新分団長（4月1日付け）

第1分団（鎌ケ谷地区）　中䑓博和

第2分団（道野辺地区）　三橋重幹（再任）

第3分団（中沢地区）　　飯田朗洋

第4分団（南初富地区）　吉野暢洋（再任）

第5分団（北初富地区）　及川和秀

第6分団（粟野地区）　　石原裕介

第7分団（佐津間地区）　秦隆二（再任）

第8分団（軽井沢地区）　小林優
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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



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

　法務大臣から委嘱された人権擁護

委員が、虐待・いじめ・嫌がらせ・プラ

イバシーの侵害などの人権問題につい

て相談に応じます。なお、秘密は固く

守られます。

　相談の際は予約が必要となります。

時6月1日（火）10時〜12時、13〜15時

所市役所1階 相談室1（市民活動推進

課奥）

問男女共同参画室☎445・1277

6月1日は「人権擁護委員の日」
特設人権相談を開設します 　印旛沼とその流域での環境保全な

どの活動を行う学校および団体など

を募集します。

　　　　●小・中学校および高等学校＝

　　　　　15万円

　　　　●その他の団体＝対象経費の

　　　　　3分の2（上限20万円）

　　　　6月30日（水）（必着）

他詳しくはお問い合わせください

問（公財）印旛沼環境基金☎043・485・

0397

（公財）印旛沼環境基金 助成事業

　予約不要、相談無料。秘密は厳守し

ます。

時（土）・（日）、祝日を除く各8時30分〜

12時、13時〜16時30分

　　　財務省千葉財務事務所☎043・

251・7830

借金問題は解決できます
1人で悩まず、ご相談ください

時6月1日（火）14時から

所市役所6階 第1・第2委員会室

定5人（申込先着順）

他傍聴前に、日時の変更などがないか

お問い合わせください

申都市政策室☎445・1422

第1回鎌ケ谷市都市計画マスタープ
ラン策定委員会の傍聴

　　特定健診・後期高齢者健診の代わりに人

間ドック等を受検する人

※保険料滞納者、すでに上記健診・農家健診・消

　防団健診などを受診した人は対象外

対象となる人間ドック等

　特定健診・後期高齢者健診の検査項目に加

え、貧血・心電図・胸部エックス線検査を含む

人間ドック等で、6月1日（火）〜12月31日

（金）に受検するもの

※人間ドック等については、例年どおり6月1

　日（火）の受検から助成しますが、医療機関

　の実施体制により予約を取りにくい場合が

　あります

　　　自己負担額の2分の1（上限15，000円）

問●特定健康診査について＝保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者健康診査について＝保険年金課

　　☎445・1207

助成までの手続き
①保険年金課へ電話で助成希望の連絡

②人間ドック等を受検する

③必要書類を保険年金課へ送付

④市から指定口座へ助成金の支払い

※詳しくは、①の後に送付される申請・

　確認書をご覧ください

特定健診・後期高齢者健診の代わりに受
検する人間ドック等の費用を一部助成し
ます
対象

助成額

生活習慣病を予防しよう！
7/1(木）から
開始

対象

費用

受診期間
受診方法

検査項目

その他

国民健康保険特定健康診査（特定健診）

　　国民健康保険に加入している40〜74歳の人（7月までに加入の届け

出をし、加入した人）

　　自己負担1，000円（前年度市民税非課税世帯に属する人は無料）

共通項目

　　　　診察、身長・体重・腹囲測定（特定健診のみ）、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿

検査、腎機能検査（血清クレアチニン・eGFR）、尿酸代謝（血清尿酸）

※国が定める基準に該当し、医師が必要と判断した人は、貧血・心電図・眼底検査を追加

　　　　7月1日（木）〜12月31日（金）（指定医療機関の休診日を除く。変更する場合あり）

　　　　受診券と被保険者証を持参して、指定医療機関（受診券同封の案内参照）で受診

　　　●各健診の実施日時などについては、事前に希望する医療機関にご確認ください

　　　●健診結果の説明は、受診した医療機関で実施　●受診券は対象者に送付します

後期高齢者健康診査
（後期高齢者健診）

対象75歳以上の後期高齢

者医療制度に加入してい

る人（65歳以上で一定の

障がいのある人を含む）

費用無料

　今年度の特定健康診査（特定健診）・後期高齢者健康診査（後期高齢者健診）の受診は、新型コロナウイ

ルス感染症対応に伴い、医療機関における密を避けて円滑な医療体制を守るため、7月1日（木）から開始

します（例年より1カ月遅くなります）。ご注意ください。

※最新の情報については、市ホームページをご覧ください

納期限は5月31日（月）納期限は5月31日（月）

〇軽自動車税（種別割）全期分

※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!

お知らせ・相談

時10月30日（土）

所幕張メッセ国際展示場

他願書は習志野保健所で配布

　　　　5月24日（月）〜28日（金）（消

印有効）

問習志野保健所

☎047・475・

5153

令和3年度千葉県調理師試験
　社会福祉施設などへの就職希望者を

対象に、求人のある社会福祉施設・事

業所の採用担当者との個別面談や福

祉職場に関する相談などを行います。

時6月12日（土）13時〜16時

（12時30分から受け付け）

所柏の葉カンファレンスセンター ホ

テル＆レジデンス棟2階（柏市）

他参加費・履歴書・スーツ不要

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

福祉のしごと就職フェア・inちば

歯科口腔健康診査歯科口腔健康診査 今年度76歳になる被保険者および令和２年度に
76歳となったが受診していない被保険者が対象

助成金額

応募締切

申込期間

相談先

　今年度中に76歳になる被保険者を対象に歯科口腔健康

診査を実施します。対象となる人には5月中旬以降に受診票

（緑色）を送付します。1人1回まで無料で受けられます。

　　●口腔診査（虫歯、歯肉の炎症、かみ合わせ、物をのみ込

　　　む力など）

　　●口腔衛生指導（虫歯、歯周疾患の予防法など）

　　次のいずれかに該当する人

●昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれの後期高　

　齢者医療被保険者（令和3年度中に76歳になる人）

●昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの後期高齢

　者医療被保険者のうち、令和2年度の歯科口腔健康診査

　を受診できなかった人

内容

対象

期間

注意

受診方法

　　6月1日（火）〜12月28日（火）

　　※希望する指定医療機関の休診日を除く

　　　　受診票・保険証を持参して、個別に指定

医療機関（受診票に同封の案内参照）で受診

　　●受診の前に予約をしてください

　　●健診後の治療は自己負担

　　●2年度に受診できなかった人は、昨年度の

　　　受診票で受診できます

問●受診票について＝保険年金課☎445・1207

　●その他について＝県後期高齢者医療広域連合

　　☎043・216・5013

ワンコイン受診　※申請不要

　次の人は500円で受診できます。

●前年度市の特定健診を受けている人

　（人間ドック等の結果提供を含む）

●今年度40歳になる初めて特定健診

　の対象になる人

特定保健指導

　健診の結果により、対象者

には特定保健指導の案内を

送付します。指導を受けた人

には、健康グッズをプレゼン

トします。

特定健診・後期高齢者健診で
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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



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

　　　　6月10日（木）〜7月29日（木）（（土）・（日）、

祝日を除く）

　●6月＝（月）〜（金）の各9時〜12時

　●7月＝（月）・（水）・（木）の各9時〜12時

　　　習志野保健所（原則郵送）

問同保健所☎475・5153

小児慢性特定疾病医療受給者証
更新申請手続き

　対象者には個別通知しています。

対平成21年4月2日〜22年4月1日生まれの人

　　　　4年3月31日

問☎445・1390

二種混合予防接種
〜早めに接種しましょう〜

　厚生労働省では禁煙週間（5月31日〜6月6日）

を定め、普及活動を行っています。たばこの煙に

は、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、火のつい

た先から立ち上る「副流煙」があります。フィル

ターを通らない副流煙には、喫煙者本人が吸う主

流煙より高濃度の有害物質が含まれています。た

ばこを吸わなくても周囲に喫煙者がいると副流

煙を吸ってしまい、自分の意志とは関係なく喫煙

している状態になってしまいます。あなたとあな

たの大切な人のために、たばこの煙のない環境を

目指しましょう。

問☎445・1405

ストップ 受動喫煙
〜5月31日は世界禁煙デーです〜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妊婦（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＝6月2日（水）9時から

　②＝5月20日（木）13時から

　③＝6月13日（日）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5月26日（水）9時30分〜12時

　※時間は申し込み時に相談

所くぬぎ山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）までお問い合せください

申☎445・1393

個別育児相談会（完全予約制）

対男性17〜69歳、女性18〜69歳（65歳以上

は、60〜64歳の間に献血経験があること）で、体

重が50kg以上の健康な人

時6月8日（火）10時〜11時45分、13時〜16時

所市役所1階 市民ホール

持本人確認書類、献血カード（お持ちの場合）

問☎445・1390

献血にご協力を

　「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、誰でもすぐにできる優れた

健康法です。

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

●飲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飲み込んで

　から、次の食べ物を口に入れる

問☎445・1394

噛ミング30で健康になろう！

講座・講演

内①マンション管理セミナー「誰で

　　もできる大規模修繕工事の進め

　　方（中級編）」

　②個別相談会

時6月5日（土）

①＝13時〜15時20分

②＝15時30分〜16時30分

所中央公民館

定①＝15人

　②＝4組

申県マンション管理士会☎043・244・

9091／ｆ043・244・9094／ｍinfo

@chiba-mankan.jp

マンション管理組合のためのセミ
ナー・相談会

　手紙や表書きなどの実用文を書け

るようになるための教室です。

時6月7日・21日、7月5日・26日の各

（月）10時〜12時（全4回）

所社会福祉センター

定20人（申込先着順）

費1,000円

師洗心書会審査会員の山口永雲さん

持筆（中・細）・墨・硯・文鎮・下敷き

他まなびぃ100対象

申5月31日（月）までに同センター

☎444・0121

初級書道教室

対市内在住で60歳以上の人

時6月10日・17日、7月1日・15日の各

（木）13時30分〜16時（全4回）

所社会福祉センター

定15人（多数抽選）

費1,000円

師市陶芸クラブの坂口賢一さん

持タオル・手拭い・筆記用具・メモ帳

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・性別・電話番号を記入して、

5月28日（金）まで（必着）に同セン

ター「陶芸教室係」ゆ〒273-0121初

富802-116

問同センター☎444・0121

陶芸教室（初級講座）
　防火管理者として必要な資格を取得

するため、講習会を開催します。

時7月6日（火）・7日（水）の各9時50

分から（9時20分から受け付け）

所まなびぃプラザ

定36人

費8,000円

申5月25日（火）〜6月1日（火）に（一

財）日本防火・防災協会ホームページ

から、またはｆ03・6274・6977

問●同協会☎03・6263・9903

　●消防本部予防課☎444・3273

甲種防火管理新規講習会（前期）
時7月2日（金）

●給取＝9時45分から

●一般＝13時40分から

所流山市文化会館

定400人

費4,700円（県収入証紙で支払い）

申市防火安全協会（市消防本部予防

課内）で配布する願書に記入して、5月

24日（月）〜28日（金）に同協会へ持参

問消防本部予防課☎444・3273

危険物取扱者保安講習（第1回）

更新期間

接種期限

提出先

▶巣に石を投げたり、つついたりしない

▶巣の前を急いで横切らない。振動を与えない

▶巣の近くで匂いの強い香水、ヘアスプレーなどの化粧品を使わない

▶純毛製品や黒い衣服で巣に近寄らない

▶ハチがいる場所で熟した果実やジュースなどの甘味料の飲食をしない

▶洗濯物を取り入れるときは、ハチが付いていないか確かめる

▶駐車するときは、自動車の窓を閉める

▶ハチから威嚇や攻撃を受けた場合は、騒いだり腕で追い払ったりせず、

　姿勢を低くしてゆっくりその場から離れる

　スズメバチの被害が多くなっています。巣ができた場所の所有者からの申請で、

条件を満たした場合は、市の委託業者が巣を駆除します。条件について、詳しくはお

問い合わせください。

　　スズメバチ以外の蜂の巣、屋内にある巣の駆除は対象外

　　特殊な作業が必要な場合は実費負担あり

問環境課☎445・1229

注意

スズメバチの巣は、

外観がしま模様の球状

出入り口は1〜2カ所
ハチに刺されないために

スズメバチの駆除について

スマホでスマホで
「広報かまがや」を
配 信 中！

マチイロ
ホームページ

　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

注意

　新型コロナウイルス感染症の感染

防止のため、広報かまがや令和3年4

月15日号に掲載した「北海道で農業

体験しよう！」は開催を中止します。

北海道ホームステイ
開催中止
北海道ホームステイ
開催中止
問生涯学習推進課☎498・6101
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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      109,979人（前月比+43）

男　54,264人　女　55,715人

世帯数　 50,775世帯（前月比＋199）
〔R3.4.1現在〕

　市内外から公募した市制施行50周年の記念ロゴ

マークが決まりました。

　市内86点、韓国からの1点

を含む市外201点の計287

作品が集まり、市職員による

投票と市民の意見を踏まえ

た選考の結果、市内の西村貴

之さんと京都市の居関孝男さ

んの2作品に決定しました。

　西村さんの作品は「50」の

数字を中心に梨や鎌ケ谷大

仏など市の魅力をアイコン化

し、居関さんは「5」の中に市

の花のキキョウ、「0」に市の

マスコットキャラクター「かまたん」を組み入れてく

れました。いずれも親しみやすく50周年がストレー

トに伝わるデザインです。両ロゴマークは今後、市関

連のイベントや印刷物などに使われますので、あち

こちで目にする機会があると思います。

　今回の50周年記念ロゴマークをきっかけに改め

て認識したのですが、我々の周りはロゴマークで

いっぱい。車、家電をはじめほとんどの製品、店舗や

ビルの看板には何かしらのロゴマークが入っていま

す。インターネットの世界もしかりです。

　ロゴマークは組織や製品、イベント等のイメージ

を印象付けるため文字や絵記号などを図案化したも

のです。エンブレム、シンボルマーク、標章なども同

じでしょう。それを見れば、一目でイメージをつかめ

ます。使用の始まりは古代メソポタミアの時代まで

遡るそうです。

　さて、市を象徴する紋章が市章ですが、鎌ケ谷市

章をご存知ですか。昭和49年に市民から公募した

154点の中から選ばれました。

　かつては農業が主要産業

であったことから「鎌」をモ

チーフにデザインされ、カタカ

ナで「カマガヤ」の文字が円

を形作っています。一見した

だけではわかりにくいのですが、時計回りに見ると、

12時から3時までの部分に「カ」、3時から6時に

「マ」、6時から9時に「ガ」、9時から12時に「ヤ」が置

かれているのがわかります。円は調和を、横の広が

りは市の発展を表しているそうです。市章は市ホー

ムページや市役所庁舎の壁に描かれています。

　ロゴマークや市章など、それぞれのデザインには

意味や制作者の思いが込められています。普段は何

気なく見ているロゴマークですが、意味を想像しな

がらじっくり見てみるのも一興です。

（市魅力発信アドバイザー）

　　　　はがき（1人1枚）に、住所・氏名（ふりがな）・学校名・学年・クラ

ス・性別・電話番号・緊急連絡先を記入して、6月4日（金）まで（必着）に

生涯学習推進課「元気っ子ゼミナール係」ゆ〒273‐0101富岡2-6-1

申し込み

注意
費用

　　右表参照

　　市内在住の小学校4〜6年生

　　南部公民館 他　　　20人（多数抽選）

　　9,000円（宿泊費を含む。交通費は別途）

　　●内容は変更となる場合があります

　　●開講式は説明会を実施するため保護者同伴

　　●参加者の個人情報は、市子ども会育成会連絡協議会と市教育委員会で共有します

対象
日程

場所 定員

日 時
6月13日(日)9:30〜12:30
7月11日(日)9:30〜12:30
8月21日(土)〜23日(月)※

9月12日(日)※

10月17日(日)9:30〜12:30
11月14日(日)9:30〜12:30
12月12日(日)9:30〜12：30

開講式
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
閉講式

内 容
自己紹介
宝探し
宿泊研修
クラフト
運動会（徒競走など）
市内ウォークラリー
壁新聞作り

※:時間は後日連絡

　自然体験や校外学習体験など、さまざまな体験活動を通して社会性を培うと

ともに、「生きる力」を身につけます。

元気っ子ゼミナールゼミナール 参加者募集参加者募集 問生涯学習推進課☎498・6101

　貴重な地域資源である「国史跡下総小金中野牧跡（捕込）」を知っても

らうため、講座と現地での見学などを行います。JRA競馬学校から講師を

招くため、馬に関する話も聞けます。

日時6月12日（土）13時30分〜16時30分　

場所中央公民館 学習室1、国史跡下総小金中野牧跡（捕込）

定員24人（申込先着順）　講師 JRA競馬学校職員、市学芸員

内容●講座「馬と人とのかかわり、馬の特性など」

　　●講座「牧の歴史について」

　　●捕込見学と解説、保全活動（希望者のみ）

申し込み 国史跡周知普及実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）

☎445・1528または、住所・氏名・年齢・電話番号、参加人数を記入して

ｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp

※Eメールでの申し込み後、(土)・(日)、祝日を除く3日以内に返信がない

　場合は、お問い合わせください

～国史跡でまちおこし～

問文化・スポーツ課☎445・1528

第１３回

春の牧ウマ
まつりとっこめ塾とっこめ塾

～見て聴いて知る国史跡～＆国史跡保全活動～見て聴いて知る国史跡～＆国史跡保全活動

市制施行50周年 記念事業市制施行50周年 記念事業

　市では、5月中旬から65歳以上の高齢者を対象にした新型コロナワクチン集団接種を開

始します。接種の実施曜日は、毎週（木）・（土）・（日）を予定しています。

　この集団接種の実施に伴い、市役所駐車場の一部を新型コロナワクチン接種来場者専用

駐車場とするため、一般来庁者が利用できる駐車スペースを制限します。また、（土）・（日）

における市役所駐車場の一般開放についても、利用を制限します。

　集団接種の実施期間中の駐車場は、混雑が予想されるため、新型コロナワクチン集団接

種来場者を含め、来庁者は可能な限り公共交通機関などをご利用ください。皆さんのご協

力をお願いします。

新型コロナワクチン接種実施に伴う駐車場の利用制限について!

●毎週（木）=①

●毎週（土）・(日）=①+②

総合福祉

保健センター 市役所

②

①

商業施設

問●ワクチン接種について＝健康増進課☎445・1390

　●駐車場の一般開放について＝契約管財課☎445・1092


	2021年5月15日1P-min
	2021年5月15日2P-min
	2021年5月15日3P-min
	2021年5月15日4P-min
	2021年5月15日5P-min
	2021年5月15日6P-min
	2021年5月15日7P-min
	2021年5月15日8P-min

