
　現在、電話がつながりにくく、予約が取れないなどの状況が続いており、皆さんには大変ご迷惑とご心配をお掛けしています。

　ワクチンは、国から市に必要量が順次配分され、確保できます。希望者全員が必ず接種を受けることができますので、ご安心ください。

　現在、市では、接種を希望する全ての高齢者への接種について7月末完了を目標としていますが、この期間内に接種を受けられなくても8月以降に接種できます。

　現在、65歳以上の人は誰でも予約できる方式としていますが、予約枠に限りがあるこ

とから、次の年齢層別に時期をずらして予約するよう、ご協力をお願いします。

6月1日〜18日の各（火）・（金）

　現在、予約および接種可能回数は、集団接種および個別医療機関の合計で

1カ月に10,000回程度となっていますが、接種体制の拡充に向けて次のと

おり取り組んでいます。細かい内容が確定次第、市ホームページなどでお知

らせします。

①75歳以上の人および65歳以上で基礎疾患をお持ちの人

6月22日以降の各（火）・（金）

②65歳以上74歳までの人

　現時点では週3日である接種実施日を、6月中旬まで

には週7日で実施できるよう、取り組んでいます。

集団接種について

　各医療機関での接種の拡充に向け、調整を進めています。

個別接種について

　現在つながりにくくなっている電話回線を16回線から32回線に増やします。

※6月当初に実施できるように調整中

　広報かまがや令和3年5

月15日号8ページ「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」の記事において、

地図上の番号に誤りがあ

りました。正しくは右図の

とおりです。お詫びして訂

正します。

コールセンターの回線増

　集団接種を受けるためには、事

前に予約を取る必要があります。

コールセンター、インターネットお

よびLINEのいずれかで予約をお

願いします。

　市役所および総合福祉保健セン

ターでの窓口予約はできません。

集団接種は事前に
予約が必要です

新型コロナウイルスワクチン予防接種新型コロナウイルスワクチン予防接種

　6月3日（木）から、総合福祉保健セン

ターで実施する集団接種の予約枠を各回

60人分増やします。

　また、6月中旬ごろまでには、週7日の

接種体制が整う見込みであり、これを含

んだ今後の集団接種および個別接種を合

わせた予約枠のスケジュールは、下表の

とおりです。

集団接種および個別接種の予約枠を
拡充します

にに
ご協力をお願いしますご協力をお願いします
75歳以上の人の予約優先75歳以上の人の予約優先 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）

　●その他について＝健康増進課☎445・1390

予約についてのお願い

　予約した日時に都合が悪くなっ

た場合は、必ず事前に予約をキャ

ンセルしてください。

　また、当日に体調不良となった

場合は、接種を受けることができ

ません。無理をせず、キャンセル

の連絡をお願いします。

ワクチンを大切に

使用するために

　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

予約日 予約枠数（1回目） 予約ができる日

6月1日（火）

6月4日（金）

6月8日（火）

2,863回

1,149回

1,492回

6月18日（金）〜21日（月）

6月22日（火）〜24日（木）

6月25日（金）〜28日（月）

接種体制の拡充に向けた取り組み

総合福祉

保健センター 市役所

②

①

商業施設

●毎週（木）=①

●毎週（土）・(日）=①+②

おわびと訂正

1

2

3

�������

※この日程以降でも予約可能
※すでに予約済みの人については、

　その予約に基づいて接種します

3年度特別会計予算の概要…2　　新議長・新副議長を選出しました…3　　保険料が一部変更…3　　衛生用品支援事業…4　　おとう飯レシピ投票受け付け開始…8主な内容
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行財政運営❷シリーズ 令和3年度特別会計予算の概要令和3年度特別会計予算の概要
（下水道事業会計を含む）（下水道事業会計を含む）

6月中の工事の予定

◆6月7日（月）〜11日（金）＝上新山（東道野辺七丁目7番）、地蔵前（南鎌ケ谷一

　丁目9番）、鎌ケ谷九丁目児童遊園（鎌ケ谷九丁目12番）

◆6月14日（月）〜18日（金）＝本田第三公園（鎌ケ谷五丁目9番）、第二中学校

　（東道野辺四丁目19番26号）、第2分団（東道野辺三丁目18番）

◆6月21日（月）〜25日（金）＝丸山（丸山一丁目1番）、鎌ケ谷コミュニティセン

　ター（鎌ケ谷一丁目6番8号）、三本椚（東鎌ケ谷二丁目8番）

◆6月28日（月）〜7月2日（金）＝第一新田公園（東初富三丁目18番）、鎌ケ谷中

　学校（富岡一丁目2番1号）、南初富五丁目（南初富五丁目7番）

※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

防災行政無線設備 更新工事

「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

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人（65歳以上で一定の障がいがあり、

認定を受けた人を含む）を対象とする医療制度で、約16，000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。

　市が同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、6，500万円（4．4％）増となっています。主な要因

は、後期高齢者医療制度の加入者の増加に伴い、予算規模が拡大したためです。

問問保険年金課☎445・1207

※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「8億8,091万4,000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、自営業や社会保

険に加入していない、約23，000人が加入しています。医療費を抑えるためにも、生活習慣

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、3億6，700万円（3．5％）減となっています。主な要因は、国

民健康保険加入者の減少に伴い、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た

めの施設です。

　市の下水道普及率は、令和2年度末で約68％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3年度 特別会計予算

　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、7億2，000万円（9．0％）増となっています。

主な要因は、高齢化による介護サービス利用者の増加に伴い、介護給付が

増加したためです。

介護保険 問問高齢者支援課☎445・1380

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

101億4,500万円

15億4,100万円

87億1,700万円

対前年比

▲3.5%

4.4%

9.0%

公営企業会計

 下水道事業

当初予算額

34億429万2,000円

対前年比

4.1%

70億5,582万円（69.5%）

その他
１億2,142万円（1.2%）

保健事業費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金
28億5,613万円（28.2%）

1億1,163万円（1.1%）

歳
出

保険料
19億4,758万円
(19.2%)

その他市の法定繰入金など
1,628万円（0.2%）10億2,512万円(10.1%)

71億5,782万円（70.5%）
国や県からの交付金など歳

入

81万円（0.1%）

保健福祉事業費
（談話室事業助成金）

歳
入

歳
出

52億4,510万円（60.2%）
国や県などからの交付金など

19億6,581万円（22.5%）
保険料

15億522万円（17.2%）
市の法定繰入金など

87万円（0.1%）
その他

81億4,792万円（93.5%）
保険給付費

4億700万円（4.6%）

地域支援事業費
1,269万円（0.1%）
その他

（介護サービス給付費など）

（包括的支援事業費、認知症総合支援事業費など）

1億4,859万円（1.7%）

総務費（電算委託料、介護認定審査費など）

その他
705万円（0.5%）

一般会計繰入金
2億6,898万円(17.4%)

3,476万円(2.3%)

予備費
319万円(0.2%)

12億6,497万円（82.1%）
保険料

15億8万円（97.3%）
広域連合納付金

その他
297万円（0.2%）

歳
入

歳
出

総務費(通信運搬費など)

　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。

問道路河川整備課☎445・1440

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

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

雨水浸透
桝モニター 募集

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

側溝へ
接続

浸み込む
※浸透施設の
　周辺には砕
　石を敷く

　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、屋外スピーカーの更新工事を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各所2日程度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。

問安全対策課
☎445・1285工事日程のお知らせ

令和3年（2021年）6月1日号広報広報市政情報2



　災害発生時に1人で避難することが難しく、支援が必要な人（避難行動要

支援者）が、災害発生時に的確な支援を受けることができるよう、救急医療

情報キットを配布しています。

　制度に同意した対象者へ順次案内を送付していますので、指定した期間中

に市役所で受け取りをお願いします。

避難行動要支援者に

救急医療情報キットを配布しています
問社会福祉課☎445・1286

　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。

　　　　6月30日（水）まで（消印有効）に、原則として同封の返信用封筒で

郵送

　　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

　5月19日に開催された「令

和3年鎌ケ谷市議会定例会

令和3年5月会議」で、議長に

泉川洋二氏（58歳・5期目）、

副議長に針貝和幸氏（41歳・

4期目）がそれぞれ選出され

ました。

問議会事務局☎445・1191

令和3年度 児童手当・特例給付現況届の提出はお早めに

提出方法

65歳以上の人の介護保険料が変わります

　65歳以上の人の介護保険料の額

は、市が介護に要する費用を見込

み、算定した基準額を基に所得の段

階別に決定し、3年ごとに見直しを

行っています。令和3年度から令和5

年度の介護保険料は、右表のとおり

となりました。

　なお、40歳〜64歳の人の介護保

険料は、加入している医療保険に

よって額が決められ、医療保険と一

括して納めます。

※65歳以上で、介護保険料を納入

　通知書で納める人（普通徴収対象

　者）には、介護保険料納入通知書

　を6月中旬に送付します

※年金天引きにより保険料を納める

　人（特別徴収対象者）には、保険料

　額決定通知兼特別徴収開始通知

　書を6月下旬に送付します

段階

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

保険料率（基準額×）

0.25※

0.35※

0.65※

0.9

基準額

1.1

1.2

1.35

1.5

1.6

1.7

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

年間保険料額

16,500円

 

23,100円 

42,900円 

59,400円 

66,000円 

72,600円 

79,200円 

89,100円 

99,000円 

105,600円 

112,200円 

125,400円 

138,600円 

151,800円 

158,400円 

165,000円 

対象者

●老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が市民税非課税者または生活保

　護の受給者

●本人および世帯全員が市民税非課税者で、本人の課税年金収入額と合計所得

　金額の合計額が80万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税者で本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計額が120万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税者で上記以外の人

本人が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以

下の人（同一世帯の人が市民税課税者）

本人が市民税非課税者で上記以外の人（同一世帯の人が市民税課税者）

本人が市民税課税者で合計所得金額が120万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満の人

本人が市民税課税者で合計所得金額が1,500万円以上の人

※上記年間保険料中、第1段階の人には20/100、第2段階の人には25/100、第3段階の人には5/100の公費が投入されています

保険料が一部変更となります国民健康保険・後期高齢者医療制度

　令和3年度国民健康保険料納入通知書を6月中旬に送付します。

　なお、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、軽減判定所得基準額が次のとおり

変更となります。収入額に変更がない場合は、従前どおり軽減の対象となります。

低所得者に係る保険料軽減措置の変更

7割軽減判定所得基準額＝基礎控除額43万円＋10万円×（給与・年金所得者の人数－1）
5割軽減判定所得基準額＝基礎控除額43万円＋(28万5千円×被保険者数)＋10万円

　　　　　　　　　　　　×（給与・年金所得者の人数－1）
2割軽減判定所得基準額＝基礎控除額43万円＋(52万円×被保険者数)＋10万円×

　　　　　　　　　　　　（給与・年金所得者の人数－1）

※「給与・年金所得者」とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、次のいずれかに該当する人を指します

　●給与収入（専従者給与を除く）が55万円を超える

　●65歳以上（前年の12月31日現在）で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える

　●65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える

※「被保険者」には、同世帯であり、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます

国民健康保険料 問保険年金課☎445・1204

問高齢者支援課☎445・1380

　令和3年度の後期高齢者医療保険料納入通知書を7月中旬に送付します。

　なお、保険料の均等割額の軽減判定所得基準額が次のとおり変更されます。

低所得者に係る保険料軽減措置の変更 

7割軽減基準額＝基礎控除額43万円＋10万円×（給与・年金所得者の人数－1）
5割軽減基準額＝基礎控除額43万円＋（28万5千円×世帯内の被保険者数）

　　　　　　　　＋10万円×（給与・年金所得者の人数－1）
2割軽減基準額＝基礎控除額43万円＋（52万円×世帯内の被保険者数）＋

　　　　　　　　10万円×（給与・年金所得者の人数－1）

後期高齢者
医療保険料

問●県後期高齢者医療広域連合☎043・308・6768

　●保険年金課☎445・1207

要支援1〜要介護2

●65歳以上でひとり暮らしの人

●世帯全員が65歳以上の世帯

要介護者

●要介護3〜5の認定を受けている人

障がい者

●身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人

●療育手帳マルＡまたはＡの交付を受けている人

●精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

人工呼吸器装着の難病患者

●筋萎縮性側索硬化症患者

●小児慢性特定疾病児童

その他、相当の支援が必要な人

注意

市議会　新議長・新副議長を選出しました

　　　次のいずれかに当てはまる人対象 泉川洋二 議長 針貝和幸 副議長

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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　ボランティアが壊れたおもちゃを無

料（部品代除く）で修理します。

時6月5日（土）14時〜16時

所北中沢児童センター

持壊れたおもちゃ・付属品・部品（電池）

注預かって修理します

問同センター☎442・2011

「おもちゃの病院」がやってくる！

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

　県教育委員会では、教科書展示会を

次の日程で開催します。

時6月11日（金）〜24日（木）の各9時〜

16時30分

所図書館本館

問指導室☎445・1518

教科書展示会開催のお知らせ
〜手に取って見てみませんか？〜

イベント

スポーツ

対県大会レベルの成績などがあり、次

のいずれかの条件を満たす人

●4月30日以前に鎌ケ谷市に住民登

　録して、引き続き居住している

●県内に居住していて、市内の小・中

　学校を卒業した

時8月24日（火）〜11月13日（土）

　　●夏季＝水泳、セーリング、ボート

　　●秋季＝バレーボール（男子）・相撲・

　　　ハンドボール・ボクシング・フェ

　　　ンシング・レスリング・ライフル射

　　　撃・クレー射撃・銃剣道・自転車・

　　　スポーツクライミング・ホッケー・

　　　ウエイトリフティング・なぎなた・

　　　馬術・カヌー

他最近の成績などにより、市スポーツ

協会が選考します

申６月１１日（金）までに文化・スポーツ課

☎445・1531

第71回千葉県民体育大会夏季・
秋季大会

種目

対慰霊巡拝を行う戦域における戦没

者の配偶者・父母・子・兄弟姉妹など

　　　●旧ソ連（イルクーツク州、ブリ

ヤート共和国、ハバロフスク地方、ユダ

ヤ自治州） ●南方（ビスマーク諸島、

ミャンマー、トラック諸島、フィリピン、

硫黄島）など

問県健康福祉指導課☎043・223・

2354

3年度 慰霊巡拝

慰霊先

　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

ぎ、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」を目指すた

め、不妊・去勢手術費を助成します。

　　市内に生息している飼い主のいない猫について、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

●飼い主のいない猫を保護し、指定された病院で不妊・去勢手術を受けさせ、元の場所へ

　戻せる

●不妊・去勢手術後も飼い主のいない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

　　　　予算額に達するまで（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

　動物を飼うときは、次のことを心掛けましょう。

●飼う前に、動物を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見ましょう

●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。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か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。猫による他人への迷惑を

　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させる

　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、排せつ場所をしつけすることができます

●生後91日を経過した犬を飼う場合、市への登録が

　必要です。また、犬・猫を合わせて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、飼っている全ての動物と同行避難行動を

　できる準備をしましょう。避難所利用を希望する場

　合、受け入れできるか出発前に確認しましょう

●不幸な犬や猫を増やさないため、不妊去勢措置を

　しましょう

問●習志野保健所☎475・5151

　●県動物愛護センター東葛飾支所☎04・7191・

　　0050

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。

病院名

板谷動物病院（東鎌ケ谷）

イトウペットクリニック（くぬぎ山）

西原動物病院（東初富）

みちのべ動物病院（富岡）

ひがしっぽ動物病院（道野辺中央）

くらした動物病院（船橋市）

京葉動物保護協会 動物診療所（柏市）

さきがおか動物病院（船橋市）

三咲動物病院（船橋市）

中村動物病院（船橋市）

電話番号

444・1336

047・387・8366

443・5379

445・4922

444・1128

438・9990

04・7192・0106

449・9912

447・5858

439・1619

6月は動物の正しい飼い方推進月間
動物を適切に飼うために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

対象

注意
助成件数

協力動物病院一覧

衛生用品支援事業（ほっとサポート）

場 所

総合案内

（市役所1階）

こども総合相談室

（総合福祉保健センター2階）

社会福祉課

（同センター4階）

市民活動推進センター・

男女共同参画推進センター

受付時間

（土）・（日）、祝日を除く

８時３０分〜１７時

（土）・（日）、祝日を除く

９時〜１６時

生理用品を
無料で配布します

対象
期間

配布物　　　生理用品1パック（34枚入り21㎝羽なし）

　　生理用品の入手が困難な人

　　6月1日（火）から（無くなり次第終了）

 注意災害用に備蓄していたものを活用します

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

問男女共同参画室☎445・1277
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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

　「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

インストール方法

App StoreGoogle Play

　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！

　ごみに関する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！

ごみの分別に迷ったら

主な機能

問クリーン推進課☎445・1223

催し
▶「2021年度ロボット工作教室」参加者募集説明会
説明会と実演・展示。対小学校4年生以上（成人可）

時6月6日（日）15時〜17時所中央公民館定7人（申

込先着順）申NPO法人かまがや地域情報の窓 川俣

☎412・2580

　　　　　  　 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

▶ヨガサークル・ペパーミント
対女性時月4回（水）9時30分〜11時30分所まな

びぃプラザ定若干名入1,000円費1回500円申多

紀☎090・6162・5612

▶オリーブ
エクササイズとピラティス。対女性時毎週（水）12

時20分〜13時30分所東初富公民館定若干名

入1,000円月2,500円申田澤☎443・1309

▶ふれあい太極拳
時月4回（月）10時〜12時所くぬぎ山コミュニティ

会員募集
センター定10人入1,000円月3,000円申中村

☎090・6520・7768

▶鎌ケ谷陳式太極拳クラブ
時毎週（土）19時〜21時所鎌ケ谷中学校体育館

入1,000円月3,000円申佐藤☎080・5542・

4980

▶太極拳水曜会
時第1〜第4（水）13時30分〜15時30分所くぬぎ

山コミュニティセンター定若干名入1,000円

月3,000円申吉田☎090・8174・0783

　6月1日〜10日は電波利用環境保護

周知啓発強化月間です。

問●不法無線局による混信・妨害＝関東

　　総合通信局☎03・6238・1939 

　●テレビ・ラジオの受信障害＝関東

　　総合通信局☎03・6238・1945

STOP THE不法電波

　景観の日は、良好な景観形成を推進

するため制定されました。

　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」

内心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど

対中学生以上

時6月19日（土）

　●市民向け＝9時〜11時

　●一定頻度者向け＝9時〜12時

所消防本部

定10人（申込先着順）

持筆記用具・普通救命講習修了証（再

講習の場合）

他開催方法について詳しくは、市ホー

ムページをご覧ください

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターで就業意欲のある人

時6月15日（火）・16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（申込先着順）

申6月2日（水）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問シルバー人材センター☎443・4145

「除草・刈り払い機」技能講習会

お知らせ・相談

　商店や工場・病院などで商品の売買

や各種証明に使う計量器は、計量法に

より検査が義務付けられています。

定期検査

時6月15日（火）〜17日（木）の各10

時〜15時（12時〜13時を除く）

所市役所1階 市民ホール

持計量器・定期検査申請書・検査手数

料（「定期検査対象特定計量器調査

票」を参照）

注対象の計量器をお持ちで、定期検

査のお知らせの送付がない場合はお

問い合わせください

計量器（はかり）の定期検査
2年に1度の検査が必要です

※対象の計量器などにつ

　いて詳しくは、県ホーム

　ページをご覧ください

問商工振興課☎445・1240

　歩行者と自転車は通行できます。

時6月1日（火）〜15日（火）のうち2日

間程度の各9時〜17時

問新京成電鉄（株）☎047・389・9989

新京成連続立体交差事業
排水工事に伴う車両通行止め

講座・講演

　一般廃棄物の減量および適正な処

理に関する事項などについて調査・審

議します。

対次の要件を全て満たす人

●年間1回程度開催される審議会に

　出席できる

●市内在住で、応募日現在満20歳以上

　　7月25日〜5年7月24日

定2人

　　1日6,800円

申作文「家庭のごみ又はし尿・生活排

水（公共下水道を除く）の減量及び

適正な処理」（800字程度）と、住所・

氏名・性別・生年月日・電話番号・職業・

自らの学識・経験および所属団体など

を記入して、6月18日（金）まで（必着）

にクリーン推進課窓口（市役所1階）／

ゆ〒273-0195／ｆ 445・2612／

ｍkurin-keikaku@city.kamagaya.

chiba.jp

他●応募書類は返却しません

　●選任された場合、氏名が公表され

　　ます

問同課☎445・1222

廃棄物減量等推進審議会委員

募集

任期

報酬

結婚50年目を迎えるご夫婦へ

記念品を贈呈

市制施行50周年記念事業

　結婚50年目にあたる金婚式を迎える夫婦へ、市から金婚を祝し

て、記念品（置き時計）を贈呈します。

　　昭和46年9月1日〜47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場合も対象です　　

　　　戸籍謄本は本籍地で申請できます

　　　　7月30日（金）までに戸籍謄本（3カ月以内に交付されたも

の）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）

問高齢者支援課☎445・1375

（戸籍謄本の交付については、市民課☎445・1187）

対象

申し込み

県ホームページ

市ホーム
ページ

車両通行止め箇所

その他

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

病院

新京成線

北総線

至新鎌ケ谷駅

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

寺

郵便局

コンビニ

464

コンビニ

コンビニ

市
道

1514
号
線

貝柄山公園

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
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　虫歯が進行すると詰め物やかぶせ物で治療をしますが、その詰め

物やかぶせ物は残念ながら一生使えるものではありません。

　詰め物やかぶせ物を使っているうちに、段差やすき間が歯との間

にできてしまいます。そのすき間から虫歯が進行したり、詰め物やか

ぶせ物が取れて誤飲してしまったりします。最悪の場合、詰め物やか

ぶせ物が肺に入ってしまい、手術で摘出しなければならなくなること

もあります。

　保険適用の銀歯だと、平均5年から7年で交換が必要だといわれて

います。何十年も使っている人は、たまたまくっついているだけの可

能性もあります。

　詰め物・かぶせ物で問題が起こる前に早期発見できるよう、歯の定

期検診を受けましょう。

　　　　　　　　　　　　　　 健康増進課

　現在クラブを利用していない家庭で7月1日（木）〜9月30日（木）に放課後児

童クラブを利用したい場合は、6月18日（金）までに入会手続きをしてください。

　　　　就労などにより、保護者が児童を保育できない場合に利用できます

　　　　●（月）から（金）＝放課後〜19時

　　　　●（土）および夏季休業期間＝8時〜19時

　　●保育料＝月額8,000円（減免制度あり）

　　●おやつ代＝月額1,600円（減免制度あり）

　　●保護者会費

　　　　こども支援課（総合福祉保健センター2階）、各小学校放課後児童クラ

ブおよび市ホームページで配布する「入会申請書」・「就労証明書」に必要事項

を記入して、同課窓口へ持参

健康だより

歯の詰め物やかぶせ物は
大丈夫ですか？

放課後児童クラブ夏季短期入会

6月18日（金）までに入会手続きを！！

7/1（木）から開始
令和3年度の受診開始日に

ご注意ください

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

問こども支援課☎445・1320

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

費用

申し込み

開所時間
利用条件

助成までの手続き

①保険年金課へ助成希望の連絡をする

②人間ドックなどを受検する

③申請書類などを保険年金課へ送付する

④市より指定口座へ助成金が支払われる

※詳しくは、①の後に送付される申請書・

　確認書をご覧ください

　新型コロナワクチン接種開始に伴い、令和3年度特

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）の受診開始日が7月1日（木）となります（例

年より1カ月遅くなりますのでご注意ください）。なお、

受診券は6月下旬から送付予定です。

※今後の状況などにより、実施期間などが変更され

　る場合があります。最新情報については、今後の広

　報かまがやおよび市ホームページをご覧ください

　　　　7月1日（木）〜12月31日（金）受診期間
助成額

受検前に市へ
連絡が必要です

　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など

で、6月1日（火）〜12月31日（金）に

受検するもの

※人間ドックについては、例年どおり

　6月1日（火）の受検から助成します

※体調不良の際は受検を控えてくだ

　さい

　　　自己負担額の2分の1（上限

15，000円）
予約フォーム

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。

　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

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

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

チューブ類

汚れていない

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。

※禁忌品を捨てるときは、それぞれ中身の見える袋

注射器

ライター

乾電池

　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

プラスチックごみの出し方　フローチャート図

対象　　40歳以上の国民健康保険加入
者または後期高齢者医療制度加入者

で、特定健診・後期高齢者健診の代わ

りに人間ドックなどを受検する人

対象となる人間ドックなど

40歳〜74歳の対象

者は、こちらからも申

し込みができます

お知らせ・健康・福祉 令和3年（2021年）6月1日号広報広報6



市ホームページ

●南部小＝3日(木)　　　●初　小＝7日(月)　　　●中部小＝9日(水)

●鎌　小＝11日(金)　　●道　小＝14日(月)　　●五　小＝16日(水)

●北部小＝21日(月)　　●西部小＝24日(木)　　●東部小＝28日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

　：1日(火)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：予約は開催日の2日前まで　※2：場所は予約時にお知らせ

　　　　　　　　　　　　　 ●鎌ケ谷・南初富・道野辺中央＝7日（月）・28日（月）　●くぬぎ山・北中沢・粟野＝28日（月）　　　　　　　　　　　●粟野・くぬぎ山・北中沢＝毎週（日）、28日

（月）　●中央・南＝毎週（日）、7日（月）　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

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

①17日（木）18時〜20時30分

②20日（日）13時〜15時30分

③22日（火）18時〜20時30分

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
8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

8日（火）14時から

24日（木）12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）
22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

17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※2／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 21日（月）13時〜16時

行政相談 注 9日（水）10時〜11時

住宅増改築修繕相談注 21日（月）13時〜16時

行政書士相談注 24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 15日（火）●13時から　●1４時

から　●1５時から

法律相談（弁護士在室）注
8日・15日・22日・29日の各（火）

13時〜17時

各児童センターの休み

主な施設の
休み

●各コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週

（火）　●図書館＝毎週（月）、29日（火）　●郷土資料館＝毎週（月）　●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（火）　
!6月のお知らせ

6月の有価物回収

人権擁護相談　予
1日（火）●10時〜12時　●13

時〜15時

交通事故相談　 ※1予 18日（金）10時〜15時

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

対●1期＝1歳〜2歳未満

　●2期＝平成27年4月2日〜28年4月1日生まれ

　　2期は4年3月31日（木）

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〜

　関節・腰痛の緩和や筋力向上を目指す体操教室です。

対市内在住の60歳以上の人（軽度の障がいのある人でも自立歩行が

できれば参加可）

時7月1日〜9月9日の各（木）13時30分〜14時30分（7月22日を除

く全10回）

所社会福祉センター

定15人（多数抽選）

師（公社）千葉県柔道整復師会船橋・鎌ケ谷支部

他まなびぃ100対象

申往復はがき（1枚につき1人まで）に住所・氏名（ふりがな）・年齢・性

別・電話番号を記入して、6月15日（火）まで（必着）に同センター「健康

増進体操教室」係ゆ〒273-0121初富802-116

問同センター☎444・0121

社会福祉センター 健康増進体操教室（第1期）

時●6月3日（木）・21日（月）の各9時〜12時　

　●6月16日（水）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

　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

「きらり鎌ケ谷体操」でみんな元気に！

期限

各コミュニティセンターの休み

6月4日～10日は歯と口の健康週間

　皆さんもフッ化物が虫歯予防に効果的ということを、一度は耳にしたこ

とがあるのではないでしょうか？

　フッ化物を上手に使い、いつまでも健康な歯を保ちましょう！

問健康増進課☎445・1394

虫歯予防にフッ化物を
上手に使いましょう

フッ化物入り歯磨き剤

　毎日の歯みがきの

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！

　利用方法によってフッ化物の配合濃度が異なります。濃度が異なるも

のを組み合わせると、予防効果が高くなるため、複数の方法を併用して虫

歯を予防しましょう。

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

がい薬でうがいをし

ます。

三つの虫歯予防の効果

●歯の質を強くする

●初期の虫歯の回復を助ける

●虫歯菌の活動を抑える

フッ化物の利用方法
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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      110,050人（前月比+71）

男　54,299人　女　55,751人

世帯数　 50,888世帯（前月比＋113）
〔R3.5.1現在〕

市外から転入する

鎌ケ谷市 市制施行50周年記念事業

問企画政策室☎445・1073

　梅沢富美男劇団公演は、笑いあり・涙ありの芝居、豪華絢爛な舞踊

ショーに、「夢芝居」を代表曲とする梅沢富美男の歌謡ショーを織り交

ぜた濃密な演目で、大衆演劇の魅力を十二分に堪能できます。

内容●第一部 「人情時代劇」

　　●第二部 「梅沢富美男オンステージ」

　　●第三部 「華の舞踊絵巻」

日時9月26日（日）

　　●12時から（11時30分開場）

　　●16時から（15時30分開場）

費用一般＝6,500円（友の会会員＝5，800円）

（全席指定）

発売日●友の会先行販売＝6月10日（木）窓口

　　　 で9時から、電話予約は13時から

　　　　※6月9日（水）までの入会者が対象

　　　●一般販売＝窓口販売・電話予約ともに6月26日（土）9時から

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

問きらりホール☎441・3377

　鎌ケ谷市の中心を南北に走る東武野田線（通称：アーバンパークライン）は、大正

12年に開通し、鎌ケ谷の歴史とともに歩んできた鉄道です。鉄道敷設の際、用地は

寄付によって行われた、との記録があります。

　しかし、周辺の宅地化や、車・鉄道といった交通需要の増加と踏切遮断による交通

渋滞、鉄道そのものによる市街地の分断などから、鎌

ケ谷の都市機能にとって大きな支障となっていました。

　この問題を解決するため、千葉県・鎌ケ谷市・東武鉄

道株式会社で、鉄道と鎌ケ谷駅を高架化する連続立体

交差事業を行いました。

　事業は、平成3年度から平成17年度までの14年をか

けて行われ、鉄道高架化の事業区間2.4キロメートル

で、9カ所の踏切を除却しました。これにより、自動車の

スムーズな通行が可能となった他、高架化で創出され

た高架下空間において歩行者通路などを整備し、市街

地における貴重な都市空間としての有効活用にもつな

がりました。

　なお、連続立体交差事業と同時に実施された東武鉄

道株式会社の事業により、単線であった線路が複線へ

と拡張されています。

　東武野田線の高架化により、鎌ケ谷駅は東西に行き来

できる自由通路が整備され、分断されていた市街地の一

体化を実現しました。さらに、並行して市が進めていた東

武鎌ケ谷駅東口土地区画整理事業（前回紹介した事業）

により、きれいな街並みに整備されました。

かまがやのまちづくりの歩みま や ま づ り 歩
問道路河川整備課☎445・1435

第3回　東武野田線連続立体交差事業

　結婚を機に市外から鎌ケ谷市へ転入する新婚世帯を応援するため、住

宅費・引っ越し費用を最大30万円助成します。

　市では、男性の家事育児参加を料理の側面から応援しており、5月1日〜31日に

「おとう飯レシピ」を募集しました。今回応募のあったレシピの中から、「おとう飯」の

主旨に則ったレシピを皆さんに投票してもらい、「KING OF“おとう飯”」レシピを決

定します！

　投票数が多かった上位2人に記念品を、また投票者の中から抽選で1人にかまた

んグッズを進呈します。

投票方法住所・氏名・日中連絡が取れる電話番号と、レシピの投票番号、レシピに関す

るコメントなどを記入して、次の各会場かメールにより投票(1人1票)

●市役所市民ホール＝6月15日（火）〜22日（火）

●男女共同参画推進センター＝6月23日（水）〜30日（水）

●男女共同参画室ｍdanjyo@city.kamagaya.chiba.jp＝6月15日（火）〜30日（水）

※レシピは各会場および市ホームページで公開予定

※必須項目の記載がない場合や、投票番号が複数記載された場合は無効

「手早く、簡単に、リーズナブルな食材で、家の調

味料を使う、後片付けは最後まで」の5つの心得

がモットー

（内閣府男女共同参画局ホームページより）

「おとう飯」とは

おとう飯（はん）
鎌ケ谷市版

レシピ投票受付開始！

問男女共同参画室☎445・1277

鎌ケ谷市市制施行50周年記念事業

●令和3年6月1日〜令和4年2月28日の間に婚姻届が受理された

　夫婦であること

●夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること

●令和2年の夫婦の合計所得が400万円未満であること

●夫婦の双方または一方が、婚姻を機に市外から鎌ケ谷市へ転入

　し、夫婦で今後2年以上継続して居住する意思があること　など

定員10件（申込先着順）

申請方法企画政策室（市役所3階）および市ホームページで配布する申

請書に記入して、必要書類と併せて企画政策室窓口へ持参

●住宅の取得費

●住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

●新居への引っ越し費用

主な要件

対象費用

豪華三本立て公演！芝居 歌謡 舞踊 の豪華三本立て公演！芝居 歌謡 舞踊 の

第1回 きらり！エンターテインメント公演

梅沢富美男劇団公演

梅沢富美男
魅力の全て

KING OF「おとう飯」はどれ！？

新婚世帯を
応援します

結婚新生活支援事業

高架化前

高架化後

高架下の歩行者道路
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