
「一票で 日本の未来に 意思表示」
　衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙が10月19日（火）に公示され、10月31日（日）に投票が行われます。

　当日投票に行けない人のために、期日前投票も市内2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

市役所1階 市民ホール

東部学習センター1階レインボーホール横

衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

●秋元病院　●東邦鎌谷病院　●初富保健病院

●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　●ここあんすの家ひまり館

　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、10月27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

問市選挙管理委員会事務局

　☎445･1539

　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。

　出産や長期出張などにより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。

他の市区町村での投票

　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ますので、入院・入所先に

お問い合わせください。

病院や施設での投票

市内の不在者投票指定施設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

日日31311010

▶北部・南部公民館（いずれも図書館分館を含む）

▶南初富・北中沢・道野辺中央・粟野コミュニティセ

　ンター（10月30日（土）は利用申し込みのみ受け

　付け）

　次の施設は投票所となるため、10月30日（土）・

31日（日）は臨時休館になります。

　また、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。

臨時休館施設

　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。お近くの期日前投票所にお越しください。

※入場整理券が届いている人は持参してください。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

※投票日（10月31日）に近づくにつれて投票所が混雑してくることが予測されます。可能な

　範囲での混雑回避にご協力ください

期日前投票
10月20日（水）　30日（土）投票期間投票期間

8時30分　20時投票時間投票時間

10月23日（土）　30日（土）投票期間投票期間

9時　19時投票時間投票時間

7時　20時投票時間投票時間

　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。

点字投票

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

代理投票
　病気やけがなどで字が書けない

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。

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。

投票は衆議院、国民審査の順で
　投票は、次の①〜③の順で行います。

①衆議院小選挙区選出議員選挙

　投票用紙（あさぎ色）には候補者名を記載します。

（鎌ケ谷市は千葉県第13区に属します。）

②衆議院比例代表選出議員選挙

　投票用紙（ピンク色）には、政党などの名称を

記載します。（鎌ケ谷市は南関東ブロックに属し

ます。）

③最高裁判所裁判官国民審査

　投票用紙（うぐいす色）には、審査を受ける裁判官

の氏名が書いてあり、辞めさせたい裁判官の氏名の

上の欄に×印を記入して投票します。

　候補者の政見などを掲載した選挙公報は、10月

27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

選挙公報

不在者投票

郵便による投票

投票できる人

　平成15年11月1日までに生まれた人で、令和3年

7月18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。

※令和3年7月19日以降に鎌ケ谷

市に転入した人で、前住所地の

選挙人名簿に登録がある人は、

前住所地での投票となります

　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、福祉制度が利用でき

る場合があります。詳しくは、お早めに次の問い合

わせ先にご連絡ください。

　　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

　　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

問①=障がい福祉課☎445・

　　　1305

　②=高齢者支援課☎445・

　　　1380

投票所への移動に関する支援

対象

主な内容
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　市では、ヘルパーの資格がなくても、介護を必要としている人の

家で調理・洗濯などの家事支援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ためには、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。

対象市内在住の18歳以上で全4回参加できる人（高校生およびヘ

ルパーの資格がある人は不可）

日程●12月4日・11日・18日の各（土）9時30分〜17時30分＝

　　　ニチイケアセンター鎌ケ谷

　　●12月24日（金）14時45分〜15時45分＝市役所地下 団体

　　　研修室

定員8人（申込先着順）

申し込み11月19日（金）までに高齢者支援課

☎445・1384

問高齢者支援課☎445・1384

市認定ヘルパー養成講座
問収税課☎445・1164

休日合同納付相談会を実施します休日合同納付相談会を実施します

　市では、税金や国民健康保険料などの納め忘れのある人を対象に、合同納付相談

会を実施します。

日時10月24日（日）9時〜12時　場所市役所1階 保険年金課

対象●固定資産税・都市計画税 ●軽自動車税 ●市・県民税

　　●法人市民税 ●国民健康保険料 ●保育料 ●介護保険料

　　●下水道受益者負担金 ●下水道使用料

納め忘れは
ありませんか？一歩踏み出してみませんか？

誰かのためにできること

市ホームページ

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

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

※接種券を紛失した場合は、市新型コロナワクチンコールセンターにお

問い合わせください

※10代のワクチン接種については、医療機関によって受け入れできる対

象年齢が違います。詳しくは、市ホームページをご覧ください ワクチン接種の現状
　本市における新型コロナワクチン接種の状況で

すが、10月10日現在、12歳以上の全対象者への接

種率は１回目78.9％、２回目で67.2％となっています。予約済みの方を含

めますと、10月末時点では1回目の接種率は82％程度となり、予定通り、

11月の早い時期に、希望する方への接種は概ね終了する見込みです。

追加接種（3回目）について
　国からは、３回目接種の方針が示されており、接種の対象者や接種時

期など詳細を現在具体的に検討しています。医療従事者などへの接種は

12月から、高齢者の方などへの接種は、2回目接種後8カ月過ぎてからと

されていますが、決定次第、速やかにお知らせしてまいります。希望され

る市民の皆様が速やかに接種できるよう万全を期してまいります。

　今後ともワクチン接種をはじめとした感染症対策に全力で取り組んで

いくとともに、市民生活や地域経済の活性化にあたってまいります。

　9月30日をもって緊急事態宣言が解除されまし

たが、市民の皆様には、引き続き感染防止対策に

ご協力いただきありがとうございます。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美令和3年10月15日

▲LINE友だち登録▲予約サイト

　予約フォームやスマートフォンアプリ「LINE」で

予約を受け付けています。

　10月10日現在、新型コロナワクチン

の接種率は次のとおりとなっています。

市内でのワクチンの接種状況

☎0120・271・383
（フリーダイヤル）

インターネット

78,965人

67,211人

第1回目接種

第2回目接種

78.9%

67.2%

接種人数 接種率

市全体の接種状況（対象者は100,026人）

　電話で予約を受け付けています。

コールセンター

新型コロナワクチン接種状況新型コロナワクチン接種状況
　現在、予約の受付状況に余裕があります。そのため、11月以降は集

団接種会場を段階的に縮小します。ワクチン接種希望者で、まだ予約

が済んでいない人は、早めの予約をお願いします。予約は、予約サイト

や市新型コロナワクチンコールセンターで可能です。

問企画政策室☎445・1073

応募方法次のいずれかの方法で応募

●特別住民票の写真を添付し、11月15日（月）までに応募専用フォームから応募

●応募用紙（様式自由）に住所・氏名・電話番号を記入し、特別住民票のコピーを同

　封して11月15日（月）まで（必着）に企画政策室ゆ〒273-0195

●11月15日（月）までに企画政策室（市役所3階）に特別住民票を持参

注意●特別住民票1枚につき1回までの応募となります

　　●当選者の発表は賞品の発送をもってお知らせします
応募専用
フォーム 見本

40周年記念事業で配布した「カビーの特別住民票」
探して

います
！

市制施行50周年記念事業

　市は、9月1日に市制施行50周年を迎えま

した。これを記念して、10年前に市制施行

40周年記念事業としてイベントや市役所な

どで配布した「カビーの特別住民票」を現在

保存している人を募集します。応募者には抽

選で約10人にふるさと産品（2千円相当）を

プレゼントします。

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

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

▶太極拳体験会
時10月20日（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5人

（申込先着順）費300円申太極拳水曜会 吉田☎090・8174・0783

催し

情報ひろば・お知らせ 令和3年（ 2021年）10月15日号広報広報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！



内成年後見などに関する相談会

時11月9日、12月7日の各（火）13

時〜15時30分

所喫茶「とまと・はうす」（総合福祉保

健センター2階）

定2人程度　費飲食代

問認定NPO法人東葛市民後見人の

会鎌ケ谷支部 鈴木☎446・3317

鎌ケ谷後見相談サロン

　市町村振興宝くじの収益金は、県内

の販売実績などに応じた額が、（公財）

千葉県市町村振興協会を通じて各市

町村に交付されます。市では、2年度の

交付金を図書などの購入や、学校図書

館司書の配置のために活用しました。

問財政室☎445・1079

市町村振興宝くじの収益金で図書
などを購入しました

　県では、自動車税（種別割）の未納額

の縮減のため、10月から翌年1月まで

を滞納整理強化期間とし、給与・預金・自

動車などの差押えを強化します。未納の

場合は、至急納付してください。

　なお、新型コロナウイルス感染症や

災害などにより一時的に納付できな

い人は、納付の猶予が認められる場合

があります。詳しくはお問い合わせく

ださい。

問●県松戸県税事務所☎047・361・

　　2193

　●県総務部税務課☎043・223・

　　2127

自動車税（種別割）の納付はお済み
ですか？

時11月1日（月）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

申都市政策室☎445・1422

第62回都市計画審議会の傍聴

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

　鎌ケ谷市には、柏市域とまたがって海上自衛隊下総航空基地があり、

基地があることで生じる影響の軽減などを図るために防衛省北関東防

衛局から交付金が交付されています。

　市では、この交付金の一部を麻しん風しん混合（MR）・四種混合・日

本脳炎・BCGを対象とした予防接種事業に活用しています。子どもの

感染症を予防し健康に過ごせるように、適切な時期に予防接種を受け

ましょう。

問☎445・1390

各種予防接種の財源に特定防衛施設周辺整備調整交付金が使われて
います

個別育児相談（完全予約制）

妊娠中にも歯科健診を受けましょう 〜無料健診のご案内〜

内身体計測、助産師・保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談

時10月25日（月）9時30分〜12時　※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター

持母子健康手帳、バスタオル（身体計測時に使用するので、必ずお持ちく

ださい）

他●電話でも育児相談を受け付けています

　●成人の相談については健康増進課（☎445・1405）までお問い合わ

　　せください

申☎445・1393

内歯科健診・結果説明

時11月18日（木）13時から　※時間は申し込み時に指定

所総合福祉保健センター3階　持母子健康手帳

申☎445・1394

リサイクル情報

※品物の交渉は当事者間で行って

　ください

茶箱（内側がアルミ）

　無料で。取りに行きます。

問菅☎444・6536

希望します

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●遅塚尚弘さんから新型コロナウイル

　ス感染症対策のために150,000円を

（財政室）

●匿名の人から社会福祉のために

　1,000,000円を

（社会福祉課）

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

内書・絵画・写真・手工芸品の展示

時11月1日（月）〜4日（木）（初日は13

時から、最終日は14時まで）

所きらり鎌ケ谷市民会館ロビー

問市老人クラブ連合会事務局☎445・

1375

市老人クラブ作品展

対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターでの就業意欲がある人

時11月15日（月）・16日（火）の各9時

30分〜16時

所社会福祉センター

定15人（申込先着順）

申10月18日（月）9時以降にシルバー

人材センター事務局窓口

問同センター☎443・4145

「除草・刈り払い機」技能講習会

納期限は11月1日（月）納期限は11月1日（月）
▶市・県民税　　　　　　　 （第3期）

▶国民健康保険料　　　    （第5期）

▶介護保険料　　　　　 　 （第5期）

▶後期高齢者医療保険料　 （第4期）

※納付・納税は口座振替が便利です

※納期限を過ぎると延滞金がかかります

　市役所からの還付は、絶対にＡＴＭは使
いません。不審に思ったら、必ず市役所に確認
しましょう。

ＡＴＭ
振り込め詐欺

ストップ!

イベント

対おおむね40歳〜65歳の人
日程11月11日（木）

　  ①セミナー＝10時〜12時

　  ②個別相談＝13時30分〜16時

　　　（1人30分程度）

所印西市立中央駅前地域交流館

定①＝20人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

他●雇用保険受給者の活動実績にな  

　　ります

　●②のみの参加不可

申印西市商工観光課☎0476・33・

4483

中高年向け再就職支援セミナー&
個別相談

講座・講演

　総務大臣から委嘱された行政相談

委員が、行政への苦情・要望・意見や

困っていること、どこに相談すればよ

いのか分からないことなどについて相

談に応じます。相談は無料で、秘密は

厳守します。

時毎月第2（水）10時〜12時

所市民活動推進課窓口（市役所1階）

問●行政相談全般＝千葉行政監視行政

相談センター☎0570・090・110

　●市役所での行政相談＝市民活動推

進課☎445・1274

10月18日（月）〜24日（日）は行政
相談週間

お知らせ・相談

　　11月15日（月）

　  ①セミナー＝10時〜12時

　  ②個別相談＝13時30分〜16時

　　　（1人30分程度）

所浦安市役所

定①＝20人（申込先着順）

　②＝4人（申込先着順）

　　未就学児、先着10人（11月5日

（金）までに要予約）

他●雇用保険受給者の活動実績にな

　　ります

　●②のみの参加不可

申浦安市商工観光課☎047・712・

6295

女性向け再就職支援セミナー&個
別相談
日程

保育

　「認知症サポーター」とは、認知症や認知症の人への対応について正しく

理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。

※認知症に対する理解を深める講座であり、ボランティア活動を強制する

　ものではありません

対象市内在住・在勤の人

日時11月5日（金）14時〜15時30分

場所市役所地下 団体研修室

定員25人（申込先着順）

その他まなびぃ100対象

申し込み高齢者支援課☎445・1384

認知症を理解し、認知症の人やその
家族を見守り、支援してみませんか？

認知症サポーター養成講座

オレンジリングは、

認知症サポーターの証

オレンジリングは、

認知症サポーターの証

オレンジリングは、

認知症サポーターの証

オレンジリングは、

認知症サポーターの証

差押え自動車の引揚げ例
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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



POINT03

【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      109,986人（前月比+35）

男　54,254人　女　55,732人

世帯数　 51,003世帯（前月比+20）

〔R3.9.1現在〕

　学校選択制による入学を希望する申し出を受け付けています。

　小学校の新1年生には就学時健康診断の通知と併せて9月下旬までに案内を送付しました。また、

中学校の新1年生には在籍している市内の小学校を通して、10月上旬までに保護者にお知らせして

います。

対象令和4年度に小・中学校に入学する新1年生（10月31日時点で鎌ケ谷市に住民登録があること）

受付期間10月15日（金）〜29日（金）

定員 各小・中学校1クラス相当分（児童生徒数の増加により鎌ケ谷小学校、五本松小学校、鎌ケ

谷中学校は選択できません）

注意 ●学校選択制により入学した兄・姉が令和4年4月時点で在籍する学校へ入学を希望する

　　　場合は、別の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください

　　●学校選択制は、入学時にのみ認められている制度です

　　●受付期間を過ぎた場合は、受け付けできませんので、申し込み忘れのないようご注意く

　　　ださい

　地元産の新鮮野菜が多数出品される「野菜共進会」を開催し

ます。出品された野菜については、審査・展示後に販売します。

※今年は事前申し込み制で、「やさいセット」のみの販売

日時11月12日（金）10時30分〜15時

　　※販売は14時30分から（要申込）

場所市役所1階 市民ホール

　“オレオレ詐欺”をはじめとする「電話de詐欺」の

被害が増加しており、特に還付金詐欺の被害が増え

ています。還付金詐欺の手口は、市役所職員などを

装った犯人が「医療費の過払い金の還付のために

ATM（現金自動預払機）での手続きが必要」などと

言ってATMに誘導し、被害者自身にATMを操作さ

せ、犯人の口座にお金を振り込ませるものです。

　次のことを心掛けて、「電話de詐欺」の被害に遭

わないように注意しましょう。

※「電話de詐欺」は、特殊詐欺の実態を周知するた

　め使用している千葉県独自の広報用名称です

　「電話de詐欺」の犯人は留守番電話を特に嫌がる

傾向があります。在宅時でも留守番電話設定にし

て、直接犯人からの電話に出ないようにしましょう。

問学務保健室☎445・1501
問農業まつり実行委員会事務局

　（農業振興課内）☎445・1233

学校選択制

来年度入学する新1年生の児童・生徒は
入学を希望する学校が選べます
来年度入学する新1年生の児童・生徒は
入学を希望する学校が選べます

鎌ケ谷の冬野菜が勢ぞろい！

農業まつり 「野菜共進会」農業まつり 「野菜共進会」

地域全体で被害を防止しよう！地域全体で被害を防止しよう！
10月は「電話de詐欺被害防止強化月間」10月は「電話de詐欺被害防止強化月間」

10/29（金）まで10/29（金）まで

さくらんぼぐみ　

対0歳〜2歳程度　

時11月17日（水）10時45分〜11時・11時

15分〜11時30分

定各3組（申込先着順）

申10月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話

いちごぐみ　

対小学校低学年以下

時11月13日（土）15時〜15時30分

所東部学習センター

定3組（申込先着順）

申10月15日（金）10時以降に図書館本館へ

電話

絵本の読み聞かせ（事前予約制）
　人形劇団「汽車ポッポ」の公演とひま

わりおはなし会の読み聞かせ。

対小学校低学年以下

時10月23日（土）11時〜11時45分

定20人(申込先着順)

申10月15日(金)10時以降に図書館本

館へ電話

子ども劇場

　子・孫世代側からも親に小まめに連絡し、家族の絆

で、「電話de詐欺」被害から大切な財産を守りましょう。

子・孫世代側からも連絡を！

　「電話de詐欺」の被害者の多くは高齢者で

す。犯人が、被害者の子どもや孫をかたって「携

帯電話の番号を変えた」などと言ってくるケース

もあります。元々知っている携帯電話番号に電

話を掛け直して確認することが大切です。また、

日頃から家族など身近な人とのコミュニケー

ションを取ることも被害防止に繋がります。

家族・親子間など身近な人との
コミュニケーションを！

　ロシアについての本や、ロシアの民話

を基にした絵本、ロシア出身の作家によ

る絵本・読み物などを展示します。
期間10月16日（土）〜11月7日（日）

所図書館本館2階

読書週間特別展示
「世界一広い国ロシア」

記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946図書館ボード図書館ボード

内容やさいセット（中身は選べません）

定員50人（1人1セットまで。多数抽選）　費用300円

申し込み郵便はがきに住所・氏名・電話番号を記入して、10月

29日（金）まで（必着）に農業振興課「共進会やさい購入」係

ゆ〒273-0195（抽選結果は11月5日（金）までに発送）

出品された野菜の販売

在宅時でも留守番電話の設定を！
POINT01

POINT02

問●安全対策課☎445・1285

　●鎌ケ谷警察署生活安全課

　　☎444・0110

　11月13日（土）9時〜13時ごろまで、市制施行50周

年記念式典がきらり鎌ケ谷市民会館で開催されます。

　これに伴い、市役所駐車場を招待者駐車場および送

迎バス発着所として使用します。市役所利用者以外は

駐車場を利用できませんのでご注意ください。

問秘書広報課☎445・1080

11月13日　 9時～13時ごろ
市役所の利用者以外は
駐車場が利用できません

土

市制施行50周年記念式典
に伴う

市役所駐車場について
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