
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）☎0120・271・383（フリーダイヤル）

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

歳以上の希望者への接種が進んでいます65歳以上の希望者への接種が進んでいます65

　60歳未満で基礎疾患がある接種希望者については、次のいずれかの方法で接種券の早期発送を受け付けています。申し出から10日程度で発送します。

※医師の証明書などは不要ですが、事前にかかりつけ医へ接種について相談してください

　申し出フォーム(ｕhttps://logoform.

jp/form/bESp/coronavac_sessyuken_

kisosikkan)に必要事項を入力して、送信

　市ホームページまたは健康増進課窓口（総合福

祉保健センター1階）で配布している申出書に記

入して、健康増進課ゆ〒273-0195／窓口へ持参

ワクチン対策室

☎446・2601

申
し
出
方
法

１．申し出フォーム ２．申出書の郵送 ３．電話

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　各医療機関での個別接種の拡充や、集団接種の「毎日実

施」への拡充により、65歳以上の希望者へのワクチン接種は

令和3年7月末までに終了する見込みです。

令和3年

6月27日時点

※市内の65歳以上の人口31,400人のうち、18,216人が1回目接種済み

　65歳以上の接種希望者へのワクチン接種が進んでいることに伴い、60歳〜64歳の接種希望者の受け付けを開

始するため、接種券（クーポン券）を6月末に該当者へ発送しました。7月6日（火）から予約を受け付けます。

　50歳〜59歳の皆さんへの接種券（クーポン券）の発送は、7月12日（月）ごろに予定しています。

60歳～64歳の皆さんへ

申し出フォーム

●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　●慢性の肝臓病

（肝硬変など）　●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

●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）　●免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍

を含む）　●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　●免疫の異常に伴う

神経疾患や神経筋疾患　●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害

など）　●染色体異常　●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）

●睡眠時無呼吸症候群　●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している）

次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人次の病気や状態の人で、通院・入院している人 次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人次の手帳などを持っている人

基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人基準（BMI30以上）を満たす肥満の人
算出方法：BMI＝体重(キログラム)÷身長（メートル）÷身長（メートル）

例（身長170センチメートル、体重87キログラムの場合）：87÷1.7÷1.7＝30.1

■申し出により接種券の早期発送が可能な人■申し出により接種券の早期発送が可能な人 ■申し出せず接種券が送付される人■申し出せず接種券が送付される人

60歳未満で基礎疾患がある人への早期発送受け付け

65歳以上の市民における
1回目接種率 58.0％

接種券（クーポン券）を発送しました

鎌ケ谷市長選挙181877 日日 7時　20時
投票時間投票時間 詳しくは

2ページへ

65歳以上の
接種希望者向け

▶総合福祉保健センター2階　各カウンター
　日時（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時

▶まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）
　※中央公民館を除く

　日時9時〜17時

　各サポート窓口で配布する申込書

または広報かまがや令和3年6月25

日発行号外に掲載した申込書に必要

事項を記入して、市から送付した接

種券（クーポン券）と併せて、次のサ

ポート窓口へ持参してください。

●接種日時・接種会場の指定はできません

●予約完了後に、接種日時・接種会場を通知す

　る「予約確認書」を郵送します

●「予約確認書」を確認し、接種日時などの都合

　が悪い場合は、市ワクチン対策

　室へご連絡ください。改めて

　予約をお取りします

▶くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセンター
　※鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュニティ

　　センターでは受け付けていません

　日時9時〜17時

サ
ポ
ー
ト
窓
口

注
意
事
項

をご活用ください！高齢者優先予約サポート
予約サポートの
申し込み方法

LINE予約は
難しい

インターネットでの予約が
分かりにくくてできない を解決

●「呼吸器」「心臓」「腎臓」「肝臓」「免疫」の身体障害

　者手帳を持っている人

●療育手帳を持っている人

●精神障害者保健福祉手帳を持っている人

●自立支援医療（精神通院医療）受給者証を持って

　いる「重度かつ継続」に該当する人

問各手帳などについて詳しくは、障がい福祉課☎445・

　1307

問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .13 0 6
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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市内のスポーツ施設
を管理・運営する 指定管理者　募集

問文化・スポーツ課☎445・1531

　市長の退職に伴い、鎌ケ谷市長選挙が7月11日（日）に告示

され、7月18日（日）に投票が行われます。

　投票日当日投票に行けない人のために、期日前投票を市内

2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

鎌ケ谷市長選挙
問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

181877 日日

7時　20時
投票時間投票時間

新型コロナウイルス感染症対策
　投票の際には、次のことへご協力をお願いします。

▶必ずマスクなどを着用してください

▶投票所では、周りの人との距離を保ってください

▶投票所出入口での手指消毒、投票後の手洗い・うがいをしてください

▶可能な範囲で、投票所の混雑を避けて投票してください

▶鉛筆またはボールペンなどの筆記用具を持参し、投票用紙に記入するこ

　ともできます

　※投票用紙は特殊な紙を使用していますので、鉛筆の使用を推奨します

（参考）
千葉県知事選挙時（令和3年3月21日投票）の期日前投票所混雑状況

　仕事や旅行などの予定があり、投票日当日に投票へ行けない人は期日前投

票ができます。次の2カ所の施設で投票できます。

※投票所にお越しの際は、マスクなどを必ず着用してください

※入場整理券が届いている人は持参してください。なお、あらかじめ入場整理

　券裏面の｢宣誓書｣に記入しておくと、スムーズに投票を行うことができます

期日前投票
投票期間　7月12日(月)〜7月17日(土)

投票できる人

　平成15年7月19日までに生まれた人

で、令和3年4月10日までに鎌ケ谷市に

転入の届け出をして、引き続き3カ月以

上住民基本台帳に登録されている、日本

国籍を有する人

※鎌ケ谷市から転出した人は投票する

　ことができません

入場整理券

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録されてい

る人へ世帯ごとに郵送します。届いたら開

封し、記載内容を確認の上、本人の分を切

り離して投票所に持参してください。

選挙公報

　候補者の政見などを掲載した選挙公

報は、7月14日（水）の日刊新聞（朝日・産

経・千葉日報・東京・日経・毎日・読売）の

朝刊に折り込む予定です。

※市役所・各コミュニティセンター・学習

　センター（各公民館）・図書館などの公

　共施設でも配布します

代理投票

　病気やけがなどで字を書くことができ

ない人は、投票所の受け付けに代理投票

したい旨を申し出てください。係員が立

ち会いの上、代理記載します。

点字投票

　視覚に障がいがあり、点字による投票

を希望する人は、投票所の受け付けに申

し出てください。

不在者投票

　手続きに時間がかかるため、希望する人は早めに申請してください。

他の市区町村での投票
　出産や長期出張などのため鎌ケ谷市を離れている人は、滞在先の選挙

管理委員会で投票できる不在者投票をご利用ください。なお、投票用紙な

どの請求が必要です。

病院や施設での投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入

院・入所している人は、その施設で不在者投票ができる制度がありますの

で、入院・入所先にお問い合わせください。

市内の不在者投票指定施設

市役所1階 市民ホール

投票時間8時30分〜20時

東部学習センター1階 レインボーホール横

投票時間9時〜19時

投票所への移動に関する支援

　次の対象者は、自宅などから投票所（期

日前投票所を含む）への移動について、障

がい福祉、高齢福祉の支援制度が利用で

きる場合があります。詳しくはお問い合

わせください。

①身体障がい・知的障がい・精神障がいの

　ある人、難病認定を受けている人

　➡移動支援事業など

②介護保険の「要支援」または「要介護」の

　認定を受けている人

　➡介助移送サービスなど

問①=障がい福祉課☎445・1305

　②=高齢者支援課☎445・1380

開票

　投票日当日の21時から、福太郎アリー

ナで開票します。

※参観人の受け付けは20時30分から

●秋元病院　●東邦鎌谷病院　●初富保健病院　●初富保健病院介護医

療院　●第二北総病院　●鎌ケ谷総合病院　●シルバーケア鎌ケ谷　●慈

祐苑　●鎌ケ谷翔裕園　●幸豊苑　●ハッピーライフ菜の花館　●初富の

里　●さつまの里　●あかり　●アビタシオン鎌ケ谷　●アウル鎌ケ谷

郵便による投票

　身体に重度の障がいがあり、次に該当する人は、郵便による不在者投票

ができます。なお、「郵便による投票」を希望する場合は、「郵便等投票証明

書」が必要です。お持ちの場合は有効期限を確認して、7月14日（水）までに

市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。お持ちでない場合はご

連絡ください。

●次の身体障害者手帳をお持ちの人

　▶両下肢・体幹・移動機能の障がいが1・2級の人

　▶心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1・3級の人

　▶免疫・肝臓の障がいが1〜3級の人

●次の戦傷病者手帳をお持ちの人

　▶両下肢・体幹の障がいが特別項症〜第2項症の人

　▶心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症〜第

　　3項症の人

●介護保険被保険者証をお持ちで要介護5の人

選挙による施設の臨時休館と南部公民
館自動交付機の休止
休館日
　7月17日（土）・18日（日）

臨時休館施設
▷北部・南部公民館（いずれも図書館分

　館を含む。南部公民館では自動交付

　機も休止となるため、市役所の自動

　交付機をご利用ください）

▷南初富・北中沢・道野辺中央・粟野コ

　ミュニティセンター（7月17日（土）

　は利用申し込みのみ受け付け）

　公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」を、障が

い者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な人が利用しやす

くするため、7月から県や市町村が利用証を交付します。

利用証の掲示について
　障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証

を掛けるなど、外から見えるように掲示してください。

　交付希望者は、申請書と障害者手帳などの確認書類を、県（郵送）または市障

がい福祉課窓口へ持参してください。

※窓口混雑を避けるため、県での郵送交付へご協力をお願いします

問●県健康福祉指導課☎043・223・3924

　●市障がい福祉課☎445・1305

利用証の交付について

応募者説明会

ちば障害者等用駐車区画
利用証制度がスタートします
ちば障害者等用駐車区画
利用証制度がスタートします

　市内にある、福太郎アリーナをはじめとするスポーツ施設（10施設）を管

理・運営する指定管理者を募集します。

業務内容●施設・設備の提供と維持管理　●利用の許可　

　　　　●利用料の収受　●スポーツ教室の実施

対象体育施設またはこれに類する施設における管理業務の実績を有する、法

人またはその他の団体

※詳しくは要項をご覧ください

期間4年4月1日〜9年3月31日

要項配布7月15日（木）〜22日（木）に文化・スポーツ課窓口（市役所5階）およ

び市ホームページで配布

申し込み要項を参照して、必要書類を8月19日（木）までに同課窓口へ持参

日時7月30日（金）14時から　場所市役所地下 団体研修室

2500
(人)
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6日前（月） 5日前（火） 4日前（水） 3日前（木） 2日前（金） 1日前（土）
0

市役所期日前投票所 東部学習センター期日前投票所
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◆7月5日（月）〜7月9日（金）

第4分団（東初富一丁目5番）、社会福祉センター（初富802番地

の116）

◆7月12日（月）〜7月16日（金）

福太郎アリーナ（初富860番地の3）、五本松小学校（南初富一丁

目16番1号）、馬込沢（馬込沢12番）

◆7月19日（月）〜7月21日（水）

馬の下（東道野辺七丁目20番）、藤台第二公園（西道野辺13番）

◆7月26日（月）〜7月30日（金）

下新山（東道野辺六丁目1番）、第三新田公園（東初富六丁目8

番）、北下公園（道野辺中央四丁目11番）、粟野交番（粟野614番

地の3）

※防災行政無線の更新に伴い、必要に応じてテスト放送を行います

※悪天候により変更する場合があります

防災行政無線設備

「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。

　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）の更新工事のため、屋外スピーカーを1カ所

ずつ更新しています。作業中は各所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。

更新工事のお知らせ
問安全対策課☎445・1285

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！

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

問社会福祉課☎445・1286

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯に

対して、就労による自立や、それが困難な場合に円滑に生活保護の受給へつなげる

ため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

対象都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合

支援資金の再貸付を受けた世帯の中で、再貸付が終了した世帯または、再貸付が不

承認とされた世帯

※生活保護受給世帯を除く

収入要件申請月の世帯収入額が、①と②を合算した額以下であること

①市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1　＋　②生活保護の住宅扶

助基準額

資産要件 申請日の世帯の預貯金額が収入要件①の6カ月分以下であり、なおかつ

100万円以下であること

　　　　　　●公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動

　　　　　　　を行うこと

            ●就労による自立が困難であり、本支援金終了後の生活の維持が困 

　　　　　　難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額●単身世帯＝月額6万円

　　  ●2人世帯＝月額8万円

      ●3人世帯以上＝月額10万円

      ※住居確保給付金・ひとり親世帯臨時特別給付金・低所得子育て世帯生活支     

　　　　援特別給付金との併給は可能

支給方法申請者の本人名義の銀行口座への振り込み

支給期間7月以降の申請月から3カ月

　　　　市から送付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、7月

上旬〜8月31日に社会福祉課へゆ〒273-0195

※紛失などの理由により申請書の発行を希望する場合は、同課までお問い合わせく

ださい

7月中の工事の予定

申し込み

求職活動等要件

かまがや
安心eメール
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市職員採用試験第2回令和3年度
問人事室☎445・1057

一般行政職（初級）

土木職（初級）

社会福祉士

保育士

一般行政職（初級）

（障がい者）

一般行政職（上級）

（障がい者）

就職氷河期世代対象

土木職（上級）

消防職

（救急救命士）

平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で、学歴不問。

昭和56年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人または令和4年春季までに資格取得見込みの人。

昭和６１年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた人で、保育士の資格を有する人または令和４年春季までに資格取得見込みの人。

保健師 昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、保健師の資格を有する人または令和4年春季までに資格取得見込みの人。

昭和56年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた

人で、学歴不問。

【要件】

（1）活字印刷文による出題に対応できる

（2）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

①身体障害者手帳

②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

③知的障害者更正相談所、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

④精神障害者保健福祉手帳

平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人

で、学歴不問。

昭和51年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人で、学歴不問。

就職氷河期世代対象

建築職（上級）

昭和51年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人で、次のいずれかに該当する人。

（1）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

（2）1級建築士または２級建築士の資格を有する人

平成7年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人

で、救急救命士の資格を有する人または令和4年3月まで

に救急救命士国家試験の受験資格取得見込みの人。

消防職

（初級）

平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人

で、学歴不問。

【身体的要件】

視力：矯正視力を含み、両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること

色覚：赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること（自動車運転免許取得

に支障がない程度）

聴覚：左右とも正常であること

その他：消防活動において職務遂行上必要な体力を有すること

若干名

若干名

２人程度

1人程度

若干名

若干名

若干名

1人程度

若干名

若干名

試験区分 受験資格 予定人数

試験区分など下表参照

その他受験案内・申込書は市ホームページで配布します

申し込み申込書に記入して、7月26日（月）〜8月10日（火）（消印有効）に人事室ゆ〒273-0195

試験日

●第一次試験＝9月19日（日）

●第二次試験＝10月下旬

●第三次試験＝11月中旬 市ホームページ



　収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。ぜひ県内の

宝くじ売場で購入してください。

　　　　7月13日（火）〜8月13日（金）

　　　　8月25日（水）

費 1枚300円

　　　　●1等＝5億円

　　　　●前後賞＝1億円

他サマージャンボミニ（1等3,000万

円）も同時発売

サマージャンボ宝くじ

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

　日本赤十字社は災害時や感染症流

行下における医療救護活動をはじめ

としたさまざまな人道的活動を行っ

ています。これらの活動は、赤十字活

動に賛同する個人・団体からの活動資

金の協力によって支えられています。

現在、各自治会や市赤十字奉仕団が活

動資金への協力についてお願いをして

います。

　活動資金の一部は交付金となり、市

における赤十字活動（災害時の支援、

青少年赤十字、講習会の開催など）に

活用されます。

　なお、活動資金の受け付けは社会福

祉課（総合福祉保健センター４階）で

も行っています。

問社会福祉課☎445・1286

赤十字活動資金へのご協力を
お願いします

　8月8日（日）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感染症の感染防

止のため中止します。

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　開催中止

時 7月9日（金）14時から

所市役所6階 第1・2委員会室

定 5人（申込先着順）

注傍聴前に、日時の変更などがないか

お問い合わせください

問公園緑地課☎445・1487

第1回鎌ケ谷市緑の基本計画検討
委員会の傍聴について

　沖縄・奄美・トカラ列島および小笠

原諸島では、さつまいもなどの農作物

に大きな被害を与える病害虫が発生し

ています。農林水産省植物防疫所で

は、病害虫そのものや病害虫が付着す

る恐れのある植物などが病害虫未発

生地域に持ち込まれることのないよう

に、空港や港の植物検疫カウンターに

おいて取り締まりを行なっています。

ご協力をお願いします。

問横浜植物防疫所千葉出張所☎043・

242・8401

植物などの移動規制を行っています
〜病害虫のまん延防止にご協力を〜

お知らせ・相談

イベント

　ミニ手賀沼にいる生き物を調べて、

水草を植えよう！参加した人には、プ

レゼントもあります。

対手賀沼流域の市に住んでいる人（小

学校3年生以下は保護者同伴）

時7月17日（土）10時手賀沼親水公園

水の館前集合〜12時（雨天中止）

所手賀沼親水公園（我孫子市）

定50人（申込先着順）

持マスク、タオル、飲み物、帽子、着替

え、泥地でも動きやすい靴、履替え用

の靴

他生き物は観察した後、放します

申手賀沼水環境保全協議会（県水質保

全課内）ｆ043・222・5991／ｍsuiho5

@mz.pref.chiba.lg.jp

問同協議会☎043・223・3821

（当日の連絡先＝同委員会☎070・

2804・9178）

ミニ手賀沼を生き物たちでいっぱいに!
ミニ手賀沼の水生動物調べと
沈水植物植栽

東京2020オリンピック・パラリンピック東京2020オリンピック・パラリンピック

聖火リレートーチの展示聖火リレートーチの展示

鎌ケ谷市在住のランナーが選定されました鎌ケ谷市在住のランナーが選定されました

1964の思い出・プレイバック1964の思い出・プレイバック

問郷土資料館☎445・1030／ｆ443・4502

当せん金

抽せん日

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

▶水彩画展
時7月11日（日）〜20日（火）（最終日は16時まで）所アクロスモール2階 セ

ンター広場問ちょっとスケッチの会　遠藤☎442・0416

▶無料太極拳教室
対初心者時7月6日（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

問企画政策室☎445・1073

　東京2020大会を身近に感じて

もらうため、東京2020オリンピッ

ク聖火リレートーチ、同パラリン

ピック聖火リレートーチの展示を

行います。

　それぞれ「桜ゴールド」「桜ピン

ク」と呼ばれる、異なる輝きを放つ

2本の聖火リレートーチの美しさを、間近で見比べられる貴重な

チャンスです。

日時7月13日（火）8時30分〜17時

日時市役所1階 市民ホール

　　聖火リレートーチに触れることはできません

（展示物の撮影は可）

第24回
ミニ展示 オリンピック・パラリンピックと鎌ケ谷オリンピック・パラリンピックと鎌ケ谷

　郷土資料館では、昭和39年に開催された東京オリンピック・パラリンピック

大会の資料の展示を行います。

　展示では、市民の皆さんが集めた切手やメダルなどの資料をはじめ、聖火リ

レーのユニフォーム、大会競技役員のジャケットなど、寄贈や借用により提供さ

れた資料を中心に、関連資料や写真パネルなどを展示しているため、前回の大会

の思い出をふり返り懐かしむことができます。前回の大会を知らない人は、この

機会に当時の様子を学んでみませんか？

展示期間7月1日（木）〜9月5日（日）

※7月22日（木）・23日（金）、8月8日（日）

は、オリンピック関連の祝日であるため、

開館します

　　郷土資料館2階 展示室 他

　　　ギャラリートークは実施しません

展示期間

場所
場所
日時

注意

発売期間

　県内各地で採火した火を一つに集めた「千葉県の火」を掲げ、

競技会場のある千葉市内（5区間）で聖火リレーを行います。

日時 8月18日（水）

その他 ルート情報など詳しくは、県ホームページをご確認くだ

さい

その他

講座・講演

時7月31日（土）10時〜12時15分

所中央公民館 集会室

定35人（申込先着順）

他オンライン会議サービス「Zoom」

での参加可

申氏名・電話番号・参加方法・メールア

ドレスを記入して、ｆ050・6868・

9558／ｍ info@yukobito.life／

NPO法人ゆこびとホームページの申

し込みフォームから

問NPO法人ゆこびと☎050・5318・

7996

こども食堂フォーラム
「こども食堂と時代〜困窮の社会に
必要なもの〜」

申し込みフォーム

東京2020パラリンピック聖火ランナー

県ホームページ

聖火リレーの

ユニフォーム

大会競技役員の

ジャケット

選定されたランナー 荻野 晃一さん

●性別：男性　●年齢：55歳

●2004アテネ、2008北京、2012ロンドンパラリンピック出場

●2016リオパラリンピック日本代表監督として銅メダル獲得（車いすラグビー）

●2016鎌ケ谷市初の市民栄誉賞を授賞

主な経歴

その他

問県開催準備課☎043・223・3488
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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



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

対小学校4年生〜6年生

時7月31日（土）10時〜12時

定12人（申込先着順）

師（一社）サイエンスエデュケーションラボ

持筆記用具　他まなびぃ100対象

申7月1日（木）10時以降に図書館へ電話

子ども科学遊び講座
「はるかかなたの銀河を探せ」

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時7月3日（土）15時〜15時30分（15分前か

ら受け付け）

所東部学習センター

定3組（当日先着順）

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時7月4日（日）11時〜11時30分(15分前

から受け付け）

定5人（当日先着順）

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時7月14日・28日の各（水）10時45分〜

11時・11時15分〜11時30分（いずれも

15分前から受け付け）

定各3組（当日先着順）

絵本の読み聞かせ
　図書館では、課題図書などの展示を行っています。

　　①課題図書（全国・県）＝8月29日（日）まで

②平和図書＝7月31日（土）〜8月29日（日）

③おすすめの本＝7月10日（土）〜9月29日（水）

④1年生のみんなへ＝7月11日（日）〜8月29日（日）

⑤オリンピック・パラリンピック＝9月29日（水）まで

所図書館本館および各分館（③④⑤は図書館本館

でのみ実施）

夏休みは図書館へ行こう！
対1人で作業ができる小学生（保護者入室不可）

時7月17日（土）13時30分〜14時30分

定12人（申込先着順）

師図書館職員

申7月1日（木）10時以降に図書館本館へ電話

創作教室 ザ・チャレンジ「ふうりんをつくろう！」

　「おはなしのつばさ」による世界の民話

や日本のむかし話の素語り。

時7月1０日（土）15時〜15時30分（15分

前から受け付け）

定5人（当日先着順）

小学生のためのおはなし会

　白人のガールフレンドの実家を訪れたアフリカ系ア

メリカ人の青年が体験する恐怖を描いたホラー作品。

時7月24日（土）15時〜17時

所東部学習センター

定15人（申込先着順）

申7月1日（木）11時以降に図書館本館へ電話

映画「ゲット・アウト（字幕）」
上映会

　ボランティア活動で社会参加してみませんか？

　　下表のとおり　　　高校生以上の人

　　　　各体験日の3日前までに、ボランティアセンター☎442・2940

日程

対象日程
申し込み

木造住宅の無料耐震相談会

市民ボランティア体験学習（前期）

花壇の手入れをします

高齢者施設の草刈りをします

点字の読み方と点字器を使った書き方を学びます

古くなったシーツや浴衣などをハンカチ程度の大き
さに切ります（施設で使用するウエスになります)

内容

5人

5人

定員日時

南部公民館

特別養護老人ホーム 初富の里

総合福祉保健センタ－5階 作業訓練室

総合福祉保健センタ－5階 団体活動室

場所団体名

7月7日・21日の各(水)9時〜12時

7月10日(土)9時30分〜11時30分
（雨天時7月17日（土）に延期）

7月16日(金)10時〜12時

7月15日(木)・16日(金)各13時〜15時

　県建築士会鎌ケ谷支部の建築士が相談員と

なり、耐震相談を実施します。耐震診断に併

せ、無料で耐震に関するアドバイスも受けられ

ます。

　　　　　市内で昭和56年5月31日以前に

木造在来工法・枠組み壁工法により建築され

た専用住宅（2階建て以下）または併用住宅（居

住部分が2分の1以上）

※建築年や工法などがわからない場合はご連

絡ください

　　7月17日（土）10時〜15時

※1件当たり40分程度

　　東初富公民館　　　10人

　　　住宅の図面など（手書きでも可）

※作成が難しい場合は、職員が自宅を訪問し必要

な図面を作成します

　　7月7月7日（水）までに、建築住宅課窓口（市

役所4階）／☎445・1466／ｍsidou@city.

kamagaya.chiba.jp

　耐震改修などに係る費用について、最大60万円の

補助を行っています。詳しくは、同課へお問い合わせ

ください。

※対象となる住宅には条件があります

日時

対象建築物

場所 定員

申し込み

問建築住宅課☎445・1466

持ち物

問ボランティアセンター☎442・2940

各日5人

各日5人

木造住宅
耐震改修等
補助制度

　7月20日（火）から、借りた本の

内容を記録できる「夏休みどく

しょてちょう」を1冊プレゼントし

ます。

※なくなり次第終了

夏休みどくしょてちょう

　10月9日（土）に開催を予定していた「第47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、当日の開催は中止し、市民

まつりの歴史をまとめた動画や過去の市民まつ

りの写真などを市民まつり実行委員会ホーム

ページなどに展示する予定です。

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

鎌ケ谷市民まつり
当日開催中止

きんぎょ草の会

ゆうゆう四季の会

個人ボランティア

鎌ケ谷点訳友の会

相談してみませんか？相談してみませんか？相談してみませんか？相談してみませんか？第47回

市民まつり実行委

員会ホームページ
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新型コロナワクチン接種のため、市役所駐車場の利用を制限しています。
市役所ご利用の際は誘導員の案内へのご協力をお願いします。



特定健康診査・
後期高齢者健康診査が
7月1日から始まりました

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
対象となる人間ドック等

　市の特定健診・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。

　　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、すでに特定健診・後期高齢者健診を受診した人、農家健診・消防団

　健診など市から助成がある健診を受診した人は対象外

　　　自己負担額の2分の1（上限15，000円）

　　　　●40歳〜74歳までの人＝保険年金課☎445・1418

　　　　●75歳以上の人＝保険年金課☎445・1207 40歳〜74歳の対象

者はこちらから

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

問保険年金課☎445・1418

対象

助成額

　令和3年度国民健康保険特定健康診査（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、円滑な医療体制を守るため、開

始時期を遅らせ、7月1日から開始しました。

　　　　7月1日（木）〜12月31日（金）（実施医療機関の休診日を除く）

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

　国民健康保険被保険者の糖尿病治療中の人を対象に、かか

りつけ医と連携した6カ月間の支援プログラムを実施します。

　令和2年度特定健康診査において一定の基準に該当する人

には、7月上旬に市からお知らせが届きますので、治療のサ

ポートとして活用してください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

令和3年度の保険証を送付します
　8月から有効の保険証（セピア色）を、7月中に簡易書留郵便で世帯単位へ送付します。

70歳〜74歳の人の保険証は、高齢受給者証を兼ねています
　所得などに応じた自己負担割合が記載されています。医療を受けるときは、保険証1枚で受診

できます。

申請により自己負担割合を変更できます
　自己負担割合が3割の判定を受けた人（住民税課税所得が145万円以上の70歳〜74歳の国

保被保険者および同一世帯に属する70〜74歳の国保被保険者）で、収入額が次のいずれかの条

件に該当する場合は、基準収入額適用申請により負担割合を2割に変更することができます。

●同一世帯の70歳〜74歳の国保被保険者が1人で、収入額が383万円未満

●同一世帯の70歳〜74歳の国保被保険者が2人以上で、収入額の合計が520万円未満

●同一世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移行した人と70歳〜74歳の国保被保険者がい

　て、収入額の合計が520万円未満

※該当すると思われる人には6月中旬に通知しました

令和3年度の保険証を送付します
　8月から有効の被保険者証（緑色）を、7月中に簡易書留

郵便で送付します。

申請により自己負担割合を変更できます
　自己負担割合が3割の判定を受けた人（住民税課税所得

が145万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保

険者）で収入額が次のいずれかに該当する場合は、申請に

より負担割合を1割に変更することができます。

●同一世帯の被保険者が1人で収入額が383万円未満

●同一世帯の被保険者が2人以上で収入の合計額が520

　万円未満

●同一世帯内の70歳〜74歳の人を含めた収入の合計額が

　520万円未満

※該当すると思われる人には6月中旬に通知しました

国民健康保険 後期高齢者医療制度

糖尿病等重症化予防プログラム
対象者にはお知らせが届きます

　「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関

で提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

高額な医療費が見込まれるときは

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品の特許消滅後に製

造・販売されたもので、先発医薬品と主成分が同じで同等の効果がある

安価な薬です。

　ジェネリック医薬品の処方を希望する場合は、カードを医師や薬剤師

に提示し、ご相談ください。

問保険年金課☎445・1204

ジェネリック医薬品希望カードを送付

問●県後期高齢者医療広域連合☎043・308・6768　

　●保険年金課☎445・1207

国民健康保険加入者
　申請が必要です。次のいずれかの方法で申請してください。

●保険証とマイナンバーカード（無い場合は、マイナンバー通知カードと官公庁発

　行の顔写真付き身分証明書など）を持参して、保険年金課窓口（市役所1階）へ

●市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して保険年金課

　へゆ〒273-0195

問保険年金課☎445・1204

後期高齢者医療制度加入者
　すでに認定証をお持ちの人で8月以降も引き続き対象となる人は、申請不要で

す。新しい被保険者証と一緒に郵送します。

　令和2年度分の認定証をお持ちでない人で対象となる人は、申請が必要です。

問保険年金課☎445・1207

認定証の交付申請

　令和3年10月から医療機関・薬局でオンライン資格確認が開始する予

定です。専用のカードリーダーが設置されている医療機関などでは、マイ

ナンバーカードまたは保険証を提示することで、限度額適用認定証がなく

ても自己負担限度額までの支払いとすることができます。

※医療機関におけるカードリーダーの設置は順次拡大していますが、未

　設置の医療機関では引き続き限度額適用認定証の提示が必要です

問保険年金課☎445・1204

令和3年10月からオンライン資格確認が開始予定

問保険年金課☎445・1204

●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)　●東部小＝26日(月)　●西部小＝27日(火)

問クリーン推進課☎445・1223

7月の有価物回収

祝日などの ごみの収集・自己搬入
　7月22日(木)・23日(金)は収集のみ行い、クリーンセンターしら

さぎへの持ち込み受け付けは行いません。

受診方法
受診期間

申し込み

　糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める他、腎症

などの合併症にかかると日常生活に大きな影響を及ぼし

ます。糖尿病になっても通常と同じような生活を送るため

には、糖尿病合併症の早期発見と継続的な治療、食事や

運動面の改善が必要です。

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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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

　：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：予約は開催日の2日前まで　※2：場所は予約時にお知らせ

　　　　　　　　　　　　　　●粟野＝18日（日）（17日（土）は申請受け付け業務のみ）　●北中沢＝18日（日）（17日（土）は申請受け付け業務のみ）　　　　　　　　　　　●粟野＝毎週（日）、

6日（火）・17日（土）・22日（木）・23日（金）　●くぬぎ山＝毎週（日）、9日（金）・22日（木）・23日（金）　●北中沢＝毎週（日）、5日（月）13時〜17時・17日（土）・22日（木）・23日（金）　●中央・南

＝毎週（日）、2日（金）・22日（木）・23日（金）

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）18時〜20時30分

②18日（日）13時〜15時30分

③27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
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

29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※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 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 29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 20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）、22日（木）・23日（金）　●図書館＝毎週（月）、30日（金）　●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＝26日（月）　●スポーツ施設（弓道場・

アーチェリー場・中沢多目的グラウンド・中沢みんなのスポーツ広場を除く）＝2日（金）　

!7月のお知らせ

人権擁護相談　予 8日（木）13時〜15時

交通事故相談　 ※1予 16日（金）10時〜15時

　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●7月2日（金）・15日（木）の各13時30分〜16時30分

　●7月28日（水）9時〜12時 　

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

　栄養士による離乳食に関する相談を行います。

時7月20日（火）9時15分〜12時45分

※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター3階

定15組（申込先着順）

申☎445・1546

離乳食相談（完全予約制）

　近年、熱中症は職場や学校、スポーツ現場だけでなく、夜

間や屋内でも発生しており、子どもから高齢者まで幅広い

年齢層で注意が必要です。熱中症の発症を防ぐために、でき

るだけ暑さを避け、小まめな水分摂取を心掛けましょう。

問☎445・1405

7月は熱中症予防月間〜暑い夏、熱中症に注意〜

各コミュニティセンターの休み

　介護を必要としている人の家で、ヘルパーの資格がなくても調理・洗濯などの家事援助ができる「市認

定ヘルパー」制度を制定しています。

　市認定ヘルパーになるには、次の講座に参加し､市内の訪問介護事業者に雇用される必要があります。

　新型コロナウイルスワクチンの集団接種のため、

総合福祉保健センター前のロータリーに待合所を

設置しました。ワクチン接種のほか、がん検診の待

合所としても使用します。

　なお、ワクチン接種の受付

は総合福祉保健センター1階

ロビーで行います。

問健康増進課☎445・1390

一歩踏み出してみませんか？誰かのためにできること

参加者募集市認定ヘルパー養成講座

講座講座
対象
日時
　　市内在住の18歳以上で、全4回の研修に参加できる人（高校生、ヘルパーの資格のある人は除く）

　　8月7日・21日・28日の各（土）9時30分〜17時30分、8月30日（月）14時45分〜15時45分

　　ニチイケアセンター鎌ケ谷

※8月30日（月）のみ市総合福祉保健センター5階 団体活動室

　　8人（申込先着順）　　　　　7月30日（金）までに高齢者支援課☎445・1384

場所

定員 申し込み

住宅用再生可能エネルギー・
省エネルギー設備の設置費用を一部補助

節電・蓄電・発電でかしこく地球温暖化対策節電・蓄電・発電でかしこく地球温暖化対策

問環境課☎445・1227

対象機器・補助金額

　次の機器・設備で未使用のもの。

●太陽光発電システム＝単価2万円／キロワット（上限9万円）

●家庭用燃料電池システム＝上限7万5千円

●リチウムイオン蓄電池システム＝上限12万円

●太陽熱利用システム＝上限7万5千円

●窓の断熱改修＝上限8万円

※補助金額は設置の着工・完了年度などで変動します

補助対象者

　今年度または前年度（令和2年4月1日以降）に設備の設置工事に着手し、設置

が完了した人。

申請期限

　4年1月31日（月）まで（必着）に環境課窓口へ持参／ゆ〒273-0195

　地球温暖化防止を推進するために、温室効果ガスの削減に役立つ再生可能エネ

ルギー・省エネルギー機器などの設置費用の一部を補助します。

　　　条件など詳しくは、市ホームページおよび環境課窓口（市役所1階）で配布

する申請の手引きをご覧ください

その他

総合福祉保健センター前ロータリー

待合所の設置
問高齢者支援課☎445・1384
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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      109,946人（前月比-104）

男　54,246人　女　55,700人

世帯数　 50,874世帯（前月比-14）

〔R3.6.1現在〕

◆送料は1,000円～1,200円（地域により変動）
◆購入可能箱数の制限なし
◆支払い方法は、カード決済／Yahooマネー／代金引換

問農業振興課☎445・1233

　「地産地消」や「市内でとれる食材」をテーマに、独創性、

ユーモア、啓発性がある川柳を募集します。

応募条件応募者自身が創作し、未発表であること

　鎌ケ谷市特産の梨を全国に広くPRするため、インターネットによる予約販売を実

施します。

　今年も昨年に引き続き、5品種（幸水、豊水、かおり、あきづき、新高）から選べます。

丹精込めて育てられた鎌ケ谷の梨を、自宅用や、遠方に住む人へ贈りませんか？

注意●8月中旬より順次発送（お中元には間に合わない場合があります）

　　●予定数量になり次第終了

申し込み7月1日（木）9時以降に申し込みフォームから

ｕhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/kamagayanashinokai/

　食べることの楽しみ、喜びを共有できる写真作品を募集します。

応募条件次の条件を全て満たす作品であること

●写真の大きさが「2Lサイズ」である

●応募者自身が撮影し、被写体本人の承諾および使用許可を得ている　

●加工などをしていない　●未発表である　●他の著作権を侵害しない　

●他人の著作物を模倣しない

※被写体の人数は問いません

対象市内在住・在勤・在学の人（親子共同での応募も可）

応募作品数いずれも1人1点

その他最優秀賞および優秀賞作品については、市ホームページなどで公表

する予定です

申し込み市ホームページで配布する用紙に記入して、9月10日（金）まで（必着）

に同課ゆ〒273-0195／窓口へ持参

問健康増進課☎445・1546

全国へ、鎌ケ谷の梨を送りませんか？

インターネット予約
販売が始まります！
インターネット予約
販売が始まります！

「鎌ケ谷の梨」「鎌ケ谷の梨」のの

豊水、新高
各5キログラム入り

価格3,500円（税込み）

幸水、かおり、あきづき
各3キログラム入り

価格3,500円（税込み）

食べる喜び写真コンクール

食川柳コンクール

食
コンクールコンクール

共通事項共通事項

の川柳の川柳 ・・写真写真
作品募集作品募集作品募集作品募集

　パーツを組み合わせて三輪車型のミニロボットを組み立て

た後、ロボットを動かす基本的なプログラムの作り方を学びま

す。その後、2種類のコースに沿って

ロボットを実際に動かすプログラ

ムを作ります。

　作成後のロボットは自宅に持ち

帰り、動かして楽しむことができ

ます。

対象 小学校4年生〜6年生

日時 8月8日（日）●9時30分〜12時30分

　　　　　　　  ●13時30分〜16時30分

場所 中央公民館 集会室　

定員 各回12人（多数抽選）

持ち物ノートパソコン（Windows10）

その他 プログラム作成ソフトを講座内でインストールします

申し込み 7月4日（日）までに中央公民館窓口／☎445・2012

※抽選結果は7月6日（火）に当選者にのみ連絡

みんな
の

食育ま
つり

ロボットを作ろう！ロボットを作ろう！
自分で  プログラミングして  プログラミングして

問中央公民館☎445・2012

青少年育成講座 
デジタルワークショップ

申し込みフォーム

　7月10日（土）〜19日（月）は、「夏の交通安全運動」期間で

す。梅雨が明け、晴天が続く時期は、子どもたちや若者の開放

感から起こる事故や、交通量の

増加などによる事故の発生が

懸念されます。

　一人一人が交通ルールの遵守

と交通マナーを実践して、交通

事故防止を心掛けましょう。

「交差点 青でも左右 確認を」

子どもがいる保護者へ

　外出する際は自動車などに十分注意するよ

う、家族で話をしましょう。また、夜間の外出時

には反射材を活用しましょう。

　通学路や住宅街などでは、特にスピードを

控えめにしましょう。また、高齢者や児童の

通行を妨げないよう、思いやりをもって運転

しましょう。

ドライバーの皆さんへ

7月10日（土）～19日（月）は

「夏の交通安全運動」

問道路河川管理課☎445・1457

市ホームページ
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