
押印の廃止・子育て世帯への臨時特別給付金の支給

　鎌ケ谷市議会12月会議（11月25日開議・12月10日散会）では、上程し

た議案の全てを議決いただきました。現在、市では行政手続きにおける市

民の皆様の負担軽減と、行政のデジタル化に向けた取り組みの一環とし

て、押印の見直しを進めているところです。今回議決いただいた条例改正

をはじめ規則等の改正も行い、令和4年4月1日から約880件の手続きについて押印を廃止

する予定です。また、新型コロナワクチンの追加接種や子育て世帯を対象とした18歳以下の

お子さんに対する給付など、新型コロナウイルス感染症対策に必要な補正予算も成立しまし

た。実施にあたっては、スピード感をもって対応してまいります。

新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種） ～モデルナ社製ワクチンの活用へ～

　追加接種（3回目接種）につきましては、12月から医療従事者等の方を対象に開始しています。

ワクチン接種は、2回目の接種から原則8カ月以上の期間を空けて3回目の接種を行うこととし

ていますが、国においては前倒しの検討もなされています。国の動向を注視しながら対応してま

いります。

　なお、ワクチンについて、現在、国からは、ファイザー社とモデルナ社が市に配分される予定で

すが、全体としてファイザー社が約6割、モデルナ社が約4割となっています。令和４年３月まで

に追加接種の対象となる市民の皆さんの約9割が、ファイザー社で接種していますが、国は交互

接種を可能としていますので、接種を希望される市民の皆様には混乱を招くことのないよう、細

心の注意を払って最善の方策を取ってまいります。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

　年末年始はごみの持ち込みが多くなり、受け付けまで

に3時間程度かかることがあります。また、交通渋滞が発

生し、周辺住民や通行者にも迷惑が掛かってしまいます。

　粗大ごみ以外のごみは、ごみステーションに出すなど、

計画的なごみ処理へのご協力をお願いします。

問●クリーン推進課☎445・1223

　●クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

※ごみの収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

※クリーンセンター自己搬入の受付時間は、(月)〜(金)は8時

　30分〜16時（12時〜13時を除く）、(土)は8時30分〜12時
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お 知 ら せ

その他公共施設の休みに
ついては2ページへ

接種券一体型予診票

　新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）のための接種券は、3回目接種が

該当となる時期までに個別に郵送する予定です。

　接種券が届いた人から予約をすることができます。詳しくは、同封する案内を

ご確認ください。

　令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済

対策」において、18歳以下の子ども1人当たり10万円相当の給付を行うこととな

りました。市では、本給付のうち、子ども1人当たり5万円の臨時特別給付金（一時

金）を先行して支給します。

　なお、残りの5万円分につきましては、国の制度が決まり次第、お知らせします。

　次の条件を全て満たす人。

●0歳から高校生等までの児童

　の保護者である

●生計中心者（保護者のうち所

　得の高い人）の所得が、児童手

　当の所得制限限度額内である

　対象児童1人につき5万円。

　申請は不要です。対象者には、12月中旬に案内を送付して、12月24日

（金）に児童手当の口座に振り込む予定です。

※給付金を希望しない場合は、案内に記載の期日までにこども支援課

　（☎445・1325）にご連絡ください

※支給対象児童①に加えて、支給対象児童③「高校生等の児童」を養育し

　ている場合は、支給対象児童①の分と同時の支給を予定しています

　申請が必要です。12月下旬に案内と申請書を送付します。受け付け後、

審査の上、順次支給を行う予定です。

※申請が不要となる場合がありますので、案内を確認してください

※詳しくは、市ホームページまたは12月下旬に送付する案内をご確認くだ

　さい

　予診票には接種券がついており、住所や氏名、

1・2回目の接種日などが記載されています。

　接種会場にはこの予診票を必ず持参してくださ

い。予診票がない場合は接種することができません。

新型コロナウイルスワクチン
予防接種済証（臨時接種）

　接種済証は3回目の接種を受ける際に、接種会場

に持参してください。書面に記載された接種記録が

証明書として利用できます。

送付物

新型コロナワクチン追加接種（3回目）の
接種券の送付について

新型コロナワクチン追加接種（3回目）の
接種券の送付について

●接種券（接種券一体型予診票）

●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）

●新型コロナワクチン(追加接種)のお知らせ

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

問こども支援課☎445・1325

1人当たり10万円相当の給付のうち　　　 を先行給付10 5万円18歳以下の子ども

■ 対象者

①令和3年9月分の児童手当（本則給付）

　支給対象児童（令和3年9月30日まで

　に生まれた児童手当（本則給付）支給

　対象児童を含む）

②令和3年10月1日から令和4年3月31

　日までに生まれた児童

③令和3年9月30日時点で高校生等の児

　童（平成15年4月2日から平成18年4

　月1日生まれの児童）

■支給対象児童

支給額

手続き

方法
支給対象児童①を養育し、児童手当を

鎌ケ谷市で受給している人

支給対象児童②または③を養育している人、
または公務員の保護者

子育て世帯への臨時特別給付金

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
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年末年始の閉庁日・休館日公共施設・行政サービスなど
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自転車等保管場所

スポーツ施設の予約

パスポートの申請・交付

自動交付機

コミュニティバス ききょう号 

道路河川管理課☎445・1457

福太郎アリーナ☎444・8585

市民課☎445・1195

市民課☎445・1195

都市政策室☎445・1422

各スポーツ施設

（福太郎テニスコートを除く）

青少年センター 

図書館

まなびぃプラザ・学習センター

（各公民館）

社会福祉センター 

各児童センター

市民活動推進センター・

男女共同参画推進センター

各コミュニティセンター

さわやかプラザ軽井沢

きらりホール

右京塚連絡所

かまがやワールドプラザ

郷土資料館

市役所・総合福祉保健センター

福太郎アリーナ☎444・8585

青少年センター☎445・4393

図書館☎443・4946

生涯学習推進課☎446・1111

高齢者支援課☎445・1375 

こども支援課☎445・1320

市民活動推進課☎445・1274

市民活動推進課☎445・1252

さわやかプラザ軽井沢☎442・6150

きらりホール☎441・3377

市民課☎445・1195

かまがやワールドプラザ☎442・1850

郷土資料館☎445・1030

契約管財課☎445・1092

施設・サービス名 問い合わせ

毎週（火）・（木）・（日）に受け付けていますが、年末は28日（火）まで、年始

は4日（火）から受け付けます。

※1：1月4日（火）のインターネット施設予約システムは8時30分〜

　　10時の間使用できません

※2：1月4日（火）の開館時間

　　●図書館本館＝13時〜17時（学習室は9時〜17時開館）

　　●東部を除くその他の分館＝13時〜16時45分

※3：南部公民館にある自動交付機は12月28日（火）も休止

※4：12月28日（火）〜1月4日（火）が予約・抽選受付日となる場合

　　の受付日は、右表のとおり変更します（なお、スポーツ施設利用

　　日が1月11日（火）〜19日（水）の料金納入および予約キャンセ

　　ル・変更の期限は、1月5日（水）まで）
※公共施設予約システム（WEB予約）は、12/28（火）〜1/6（木）8：30（福太郎テニスコート・

　東初富テニスコートは12/28（火）〜1/5（水）8：30）の間、利用できません

受付日利用日施設名

その他スポーツ施設

福太郎テニスコート

東初富テニスコート

軽井沢・四本椚多目的グラウンド

3月1日（火）〜5日（土）

2月28日（月）まで

2月1日（火）〜28日（月）

2月1日（火）〜5日（土）

1月27日（木）〜31日（月）

1月5日（水）から

12月27日（月）

一般予約1月5日（水）から

1月5日（水）から

12月27日（月）

福太郎アリーナ窓口での予約・抽選受付日が変更となるもの

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、生活に困窮する人へ適切な支援を届ける

ため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されました。

　これを受けて、市では次のとおり支援します。

住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金（仮称）

　住民税非課税世帯に対して、1世

帯当たり10万円の給付を行います。詳しくは、国

からの通知を受け次第お知らせします。

住居確保給付金の拡充

　住居確保給付金の支給が終了した人に対し

て、次の特例の対象となる申請の受付期間を令

和3年11月末から令和4年3月末へ延長します。

●解雇以外の離職や休業に伴う収入減少などの

　場合でも3カ月間の再支給を可能とする特例

●住居確保給付金と職業訓練受講給付金との

　併給を可能とする特例

生活困窮者自立支援金の拡充

　初回の支給（最大3カ月）に加え、再支給（最大

3カ月）も可能となった他、申請の受付期間を令

和3年11月末から令和4年3月末へ延長します。

　再貸付の申請受付期間終了後の令和4年1月以

降は、総合支援資金（再貸付）に代えて、緊急小口

資金および総合支援資金（初回）を借り終わった

一定の困窮世帯を対象※とします。

　また、住居確保給付金および生活困窮者自立

支援金の求職活動要件について、ハローワーク

に加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業

紹介の窓口での求職活動も可能となりました。

※：対象者には、正式に決定し次第順次お知らせ

　 します

問社会福祉課☎445・1286

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

生活困窮者支援について

　緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸

付について、令和3年11月までとしていた申請の受付

期間を令和4年3月まで延長することになりました。

※本貸付に当たって、県社会福祉協議会の審査があ

　ります

緊急小口資金（令和4年3月末まで延長）

対象休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時

　　的な生計維持のために貸付を必要とする世帯

貸付額20万円以内

総合支援資金（初回貸付は、令和4年3月末まで延長）

対象休業などにより収入の減少があり、生計維持のた

　　めに貸付を必要とする世帯

貸付額●単身世帯＝月15万円以内

　　　●2人以上の世帯＝月20万円以内

申し込み市社会福祉協議会☎444・2231

休業・失業した個人、世帯向けの生活費貸付制度

コロナ特例貸付の受付期間を

令和4年3月まで延長します

令和3年（2021年）12月15日号広報広報市政情報・お知らせ2



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

問こども支援課☎445・1325

　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、子育て世帯の生

活の支援を行うため、子ども医療費助成の対象とならない高校生などを対象

として、医療費の一部を助成します。

　なお、助成を受けるためには申請が必要となります。

　次の全てに該当する人。

●平成15年4月2日〜平成18年4月1日に生まれた

●鎌ケ谷市の住民基本台帳に登録されている

●健康保険に加入している

　市では、マイナポイントの予約・申し込みの支援を行っています。パソコン

の操作などに不慣れな場合でも、支援員がお手伝いします。

　マイナポイントの事業期間の終了に伴い、市役所での支援も終了しますの

で、忘れずにお手続きください。

場所市役所1階 エレベーター前

期間12月28日（火）17時まで

持ち物●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サービスのIDとセキュリティコード

12月末で事業期間が終了します

市役所での支援

申請は令和4年3月18日まで

高校生等医療費助成

　健康保険適用分の医療費から自己負担金（通院1回300円、

入院1日300円、調剤0円）を差し引いた額（償還払い方式）。

　市ホームページおよびこども支援課窓口（総合福祉保健セン

ター2階）で配布する申請書に記入して、医療機関などで発行

する領収書、対象者の健康保険証の写し、保護者の振込口座

を確認できるものの写しを添付し、同課窓口へ持参。

　3月18日（金）まで。

　令和3年10月1日〜令和4年2月28日に受診した健康保険

適用分の医療費、入院中の食事療養費（標準負担金）。
対象となる
医療費

対象者

助成額

申請方法

申請期間

市ホームページ

第4回 市職員採用試験市職員採用試験

　①=昭和51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。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）。

　②=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。

試験区分 受験資格 予定人員

言語聴覚士

若干名

　昭和51年4月2日から平成13年4月1日

までに生まれた人で、言語聴覚士の資格

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。

1人

保育士

　昭和51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年春までに資格取得

見込みの人。

若干名

　①=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。

　②=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。

【①②共通要件】

●活字印刷文による出題に対応できる

●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

る知的障がいがあることの判定書

　◆精神障害者保健福祉手帳

一般行政職（障がい）

①上級

②初級

若干名

土木職

①上級

②初級

試験日●第一次試験＝1月23日（日）

　　　●第二次試験＝2月中旬

　　　　　　 市ホームページで配布

申し込み 1月6日（木）まで（消印有効）に、申込書・必要書類を人事室

ゆ〒273-0195

受験案内・申込書

マ イ ナ ポ イ ン ト

　マイナポイント事業（第１弾）が、12月末に終了します。

　マイナポイントは、申し込んだだけではポイントが付与されません。令和

3年12月末までに申し込んだキャッシュレス決済サービスを用いて、

チャージ・決済することが必要です。詳しくは、マイナンバー総合フリーダ

イヤル（☎0120・95・0178）へお問い合わせください。

※国の方針によって、内容が変更となる場合があります

　国が検討しているマイナポイント（第2弾）については、

開始時期や申し込み方法が決まり次第ご案内します。

問松戸税務署☎047・363・1171

　マイナンバーカードまたは「ID・パスワード」を取得すれば、スマートフォンで

確定申告ができます。新型コロナウイルス感染症の感染防止のためにも、ス

マートフォンを使った申告をご利用ください。

　「ID・パスワード」があれば、マイナンバーカードを持っていない人でも自宅

のパソコンやスマートフォンを利用して確定申告ができます。

取得方法

　確定申告をする本人が、本人確認書類（顔写真付きのもの）

を持参して、お近くの税務署へ

※事前に希望する税務署へ電話で予約をお願いします

※確定申告期間の関係上、12月末までに取得してください

「ID・パスワード」とは？

スマートフォンを使った確定申告手続方法

国税庁

ホームページ

確定申告が

必要な皆さんへ

税務署で並ばない

スマホ申告をしてみませんか？

税務署で並ばない

スマホ申告をしてみませんか？

①国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアク

セス

②申告書を作成（画面の案内に従って金額などを入力する

だけで申告書を作成できます）

③マイナンバーカードまたは「ID・パスワード」を利用して申

告書を送信

※マイナンバーカード読み取り対応機種のスマートフォンが必要です

第1弾

問人事室☎445・1057
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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
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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

内成年後見などに関する相談会

時1月11日、2月1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

　専門スタッフが無料で対応し、秘密

は厳守します。

対東葛飾地域に住んでいる人

時12月23日（木）10時〜14時

所松戸駅西口デッキ

他電話相談は、12月21日（火）・22日

（水）の各10時〜19時に実施

問ちば派遣村in東葛実行委員会☎047・

362・3738

第15回労働・生活・健康なんでも相

談会

　相談は無料、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

相談先関東財務局千葉県財務事務所

☎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

お知らせ・相談

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

折りたたみ式ベビーカー

　取りに来られる人に無料で。

問玉垣☎090・6952・9261

ゆずります

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

▶オレンジサークルカフェ

歓談など。対小学校5年生〜中学生時12月25日（土）・26日（日）・29日

（水）の各11時〜19時30分所コミュニティハウスここからいっぽ定6〜

8人（多数抽選）費利用料100円、食事代200円申フロンティア未

来2025 高田☎080・9396・0518

▶紫芳会かな書道展

時12月15日（水）〜19日（日）の各10時〜16時（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 ロビー問紫芳会 室伏☎

445・6770

▶小学生向けソフトテニスの体験会

対市内在住の小学校3年生・4年生時12月18日・25日の各（土）10時〜

11時所福太郎テニスコート定4人（申込先着順）申鎌ケ谷ジュニアソ

フトテニスクラブ 柳沢☎090・7404・7234

催し

▶みなみフォークダンス

対経験者時第1・3・5（金）13時〜15時所南部公民館定10人

入500円月2カ月1,000円申16時〜20時に秋元☎444・3632

会員募集

令和2年国勢調査
鎌ケ谷市などの結果をお知らせ

問行政室☎445・1056

　国勢調査にご協力いただき、ありがとうございました。総務省統計局から、令

和2年国勢調査の結果が公表されましたので、次のとおりお知らせします。

人口・世帯数

●15歳未満＝12,558人（11.4％）

●15歳〜64歳＝63,683人（57.9％）

●65歳以上＝31,488人（28.6％）

年齢別人口構成

●核家族世帯＝28,662世帯

●単独世帯＝15,371世帯

結果など詳しくは、政府統計の総合窓口（e-Stat）

ホームページをご覧ください

世帯の家族類型

政府統計の
総合窓口ホームページ

鎌ケ谷市の世帯数

東葛飾地域6市の人口

世帯増減数

（世帯）

世帯増減率

（％）平成27年 令和2年

44,101 47,146 3,045 6.9

人　口　（人） 人口増減数

（人）

人口増減率

（％）平成27年

174,373

483,480

413,954

108,917

153,583

131,606

流山市

松戸市

柏市

鎌ケ谷市

野田市

我孫子市

令和2年

199,849

498,232

426,468

109,932

152,638

130,510

25,476

14,752

12,514

1,015

-945

-1,096

14.61

3.05

3.02

0.93

-0.62

-0.83

　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!

〇固定資産税・都市計画税　　（第3期）

〇国民健康保険料　　　　　 （第7期）

〇介護保険料　 　　　　　　（第7期）

〇後期高齢者医療保険料　　（第6期）

〇下水道受益者負担金　　　（第2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

納期限は12月27日（月）納期限は12月27日（月）

問市民活動推進課☎445・1252

自治会等地縁による団体功労者

総務大臣表彰を受賞

菅野勝利さん

　馬込沢自治会の会長である菅野勝利さんが、11月30日に総務大臣表

彰を受賞しました。この表彰は、地縁による団体などの代表者として長年

在職し、地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持

および形成に顕著な功績があった人に贈られるものです。

　菅野さんは馬込沢自治会の会長の他、市内自治会の相互

連携と親睦を図っている市自治会連合協議会の会長も務め

ており、自治会活動に貢献しています。

世帯数（世帯）

認知症高齢者をかかえる家族交流会

　さまざまな悩みや疑問、経験を語り

合う交流会です。専門職の人も参加しま

す。介護者同士で語り合いませんか？

対認知症の人を介護している人(認知

症の人本人も可)

時1月21日（金）13時30分〜14時

30分

所市役所地下 団体研修室

定15人程度

申南部地域包括支援センター☎441・

7370

イベント

　毎週（土）に開催している「鎌ケ谷朝

市」の年内開催は、12月25日（土）ま

でです。正月向けの野菜を取り揃えて

お待ちしています。初売りは1月8日

（土）です。

時8時から（売り切れ次第終了）

所市役所駐車場（イオン側）

問市朝市組合事務局（JAとうかつ中

央鎌ケ谷支店内）☎443・4010

鎌ケ谷朝市 〜年末年始の予定〜

　市民の健康と福祉の増進を図るた

め、保健・医療・福祉に関する諸問題に

ついて意見交換を行う本協議会の委

員を募集します。

対市内在住で20歳以上の人

任期4年1月6日〜6年1月5日

定2人（多数選考）

会議年1・2回　　報酬会議1回6,800円

申作文「『あなたの考える保健・医療・福

祉問題について』の意見や考え」（800字

以内）と、住所・氏名・生年月日・性別・電

話番号を記入して、12月28日（火）まで

（必着）に健康増進課ゆ〒273-0195／

窓口（総合福祉保健センター1階）へ

持参

問同課☎445・1390

保健・医療・福祉問題協議会委員

募集
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甲種防火管理新規講習会（後期）

　防火管理者として必要な資格を取得

するための講習です。

時2月15日（火）・16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3階

定34人

費8,000円

申12月16日（木）〜23日（木）16時ま

でに、（一財）日本防火・防災協会ホー

ムページから、または同協会ホーム

ページ、市消防本部・各消防署窓口で

配布する受講申込書に記入して、同協

会ｆ03・6274・6977

※定員に空きがある場合は、1月10日

（月）・11日（火）にインターネット受

け付けで2次募集を実施します。詳

しくは、同協会ホームページをご覧

ください

問●同協会☎03・6263・9903

　●市消防本部予防課☎444・3273

市民後見人養成講座（市主催）

　地域で判断能力が不自由な人を支

える「市民後見人」を養成するため、成

年後見制度などについて詳しく説明し

ます。

対市内在住・在勤の人（学生を除く）

時1月15日・29日、2月12日・26日の

各（土）9時〜16時20分（全4回）

所まなびぃプラザ2階　定20人

申高齢者支援課☎445・1384

市民後見人養成講座（NPO法人主催）

対東葛6市に在住・在勤で20歳以上

の人

時1月16日（日）・29日（土）、2月11日

（金）・19日（土）の各9時30分〜16時

30分（全4回）

所けやきプラザ7階（我孫子市）

定30人（申込先着順）

費7,000円

申認定NPO法人東葛市民後見人の会 

西沢☎090・3534・0223

手賀沼流域フォーラム（鎌ケ谷市企画）

〜間伐で生まれた自然素材を使っ

た、炭・つる籠・竹の器作り〜

　森を侵食する竹を間伐し、松ぼっく

りなどの木の実と一緒に蒸し焼きにし

て炭を作ります。作った炭は、クズの

つるで作った籠や、竹で作った器に

飾って持ち帰ることができます。

時1月15日（土）10時〜15時（雨天順延）

所粟野地区公園中央口付近

定20人（申込先着順）

師粟野の森の会の皆さん

持軍手2組、昼食・飲み物、レジャー

シート、タオル

服装 汚れてもよい軽作業ができるも

の、マスク、帽子

注小学生以下は保護者同伴

申同会 小出☎090・6309・4379

講座・講演

シニアのためのキャリアデザインセ

ミナー＆個別相談会

　多様な働き方や仕事の探し方、応募

書類の書き方などを学ぶことができ

るセミナーです。

対おおむね55歳以上の人

日程1月24日（月）

①セミナー＝10時〜12時

②個別相談＝13時30分〜16時

※②のみの参加不可

所市役所地下 団体研修室

定①＝18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

申商工振興課☎445・1240

中高年のための再就職支援セミ

ナー＆企業との交流会

　再就職で必要となるノウハウやスキ

ルなどを学ぶことができるセミナーで

す。セミナー終了後に近隣市の企業3

社程度との交流会を行います。 

対おおむね40〜65歳の人

日程1月20日（木）

●セミナー＝10時〜11時20分

●交流会＝11時30分〜13時

　月1〜2回開催している、認知症の人とその家族、地域住民など、誰でも参

加できる認知症カフェです。参加者同士での団らんや情報交換の他、専門職

に認知症で心配なことや介護に関する悩みの相談などができます。

　認知症カフェ「オレンジカフェ」は、新型コロナウイルス感染症の

感染防止のため休止していましたが、11月から一部再開しています。

※実施日は変更する場合があります。詳しくは、市

ホームページをご確認ください

問高齢者支援課☎445・1384

側溝へ
接続

浸み込む
※浸透施設の周辺

　には砕石を敷く

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

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

　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

う す い し ん と う ま す

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？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

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時1月12日・26日の各（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12月15日（水）10時以降に図書館本館へ電話

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下　

時1月9日（日）11時〜11時30分

定3組（申込先着順）

申12月15日（水）10時以降に図書館本館へ電話

絵本の読み聞かせ

　「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1月8日（土）15時〜15時30分

定3組（申込先着順）

申12月15日（水）10時以降に図書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

        各講座1週間前の17時までに、まなびぃプラザ

☎446・1111／窓口、またはｍsyogaisuisin

　　　　@city.kamagaya.chiba.jp

申し込み

場所 定員

講師

注意

持ち物

その他

　　下表参照

　　市内在住・在勤・在学で簡単な文字入力とマウス操作のできる人（申

込番号10は文字入力などできなくても可）

　　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、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

対象

日程

 Eメール

料金(返金不可)

1,000円

1,500円

1,000円

1,000円

日時

1月13日（木）・14日(金)の各13

時30分〜16時30分

1月25日（火）〜27日（木）の各

13時30分〜16時30分

2月8日（火）・9日（水）の各13時

30分〜16時30分

3月8日（火）・9日（水）の各13時

30分〜16時30分

9

10

11

思い出アルバム作り
(Word2019)

申込番号・講座名

パソコン入門・
タイピング

12
マウスでお絵描き
(Word2019)

Zoom準備講座※

認知症カフェ

「オレンジカフェ」の再開について

認知症カフェ

「オレンジカフェ」の再開について

オレンジカフェとは？

日時毎月第1・3（土）

場所初富保健病院

その他 毎月第3（水）に個別

相談を実施

オレンジカフェ はつとみ

日時毎月第2（月）（月により第4（月）も

開催）

場所リーベン鎌ケ谷

その他毎月最終（火）に個別相談を実施

オレンジカフェ リーベン鎌ケ谷

場所特別養護老人ホームさつまの里

その他●現在通常の活動は休止しています

　　　●個別相談のみ第４（水）に実施

オレンジカフェ さつまの里

実施場所

所市川市勤労福祉センター3階

定30人（申込先着順）

持筆記用具

他雇用保険受給者の活動実績になり

ます

申市川市商工業振興課☎047・704・

4131

雨水浸透桝

モニター 募集

※：　は電子メールでのみ受け付け11

 市ホーム
ページ
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市職員の人事や給与などを公表します分かりやすく市政情報を伝えます！分かりやすく市政情報を伝えます！ 市職員の人事や給与などを公表します行財政運営シリーズ 行財政運営シリーズ

　市職員の給与は県人事委員会の勧告や他市の給与を考慮しながら市議会で審議され、条例で定められています。

　県人事委員会は、県内民間企業の給与の調査結果と職員給与を比較し、さらに生計費や国家公務員給与の人事院

勧告などを考慮して、勧告を行っています。

問人事室☎445・1057

給与に関する状況

41.7歳 303,900円 355,390円 55.1歳 373,700円 402,324円

一般行政職 技能労務職

平均年齢
平均給料

（月額）

平均給与

（月額）
平均年齢

平均給料

（月額）

平均給与

（月額）

（令和3年4月1日現在）

※給与月額は、月々支給される給料と職員手当（期末・勤勉手当、退職手当、時間外手当、通勤手当、

特殊勤務手当を除く全ての手当）の合計です

職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額状況

人件費 （令和2年度普通会計決算）

※人件費は、給料・各種手当・共済費などの合計です。特別職など（市長・副市長・教育長・市議会議員・

委員会の委員など）に支払われる給料、報酬なども含みます

※実質収支は、歳入額から歳出額を差し引いた額です。ただし、繰越金など翌年度の収支が決まってい

るものがある場合は、その額も差し引きます

※人件費率は、県内37市中低い方から19番目です

472億2,238万円

歳出額（A）

16億9,836万円

実質収支

65億3,666万円

人件費（B）

13.8％

人件費率

（B）／（A）

16.2％

〈参考〉令和元年度

の人件費率

※職員手当は退職手当を含みません

職員給与費 （令和2年度普通会計決算）

694人

23億2,987万円

58.9%

6億762万円

15.4%

10億1,786万円

25.7%
39億5,535万円 570万円

職員数（A）
給与費 職員１人当たり

給与費（B）／（A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

職員に関する状況 職員の服務などに関する状況

 

 

  

  

 

 

 

 

内容および支給単価

管理職手当

支給実績

支給職員

１人当たり

平均支給額

（年額）

職務の級および職に応じて33,200円〜

84,600円を支給（６級〜８級の管理職）

扶養手当

●配偶者＝6,500円

●子＝10,000円

●父母など＝6,500円

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの子1人につき5,000円を加算

地域手当
地域における民間賃金水準を基礎として支

給される手当

住居手当
借家の場合、家賃が16,000円を超える場

合に限り28,000円を限度に支給

通勤手当

●電車・バスを利用する場合＝定期券代（6

カ月定期代）を全額支給

●乗用車などを使用する場合＝距離に応じ

て2,000円〜34,160円を支給

特殊勤務手当
特殊な勤務に従事する者に対し、その特殊

性に応じて支給

時間外勤務手当
正規の時間以外に勤務をした時間数に応じ

て支給

7,883万円

7,057万円

780,515円

229,107円

2億2,875万円

4,720万円

261,729円

291,340円

6,627万円

391万円

91,911円

26,795円

2億2,097万円 315,223円

各種手当 （令和２年度決算）

１人当たり平均支給額

152万円

期末手当

2.55月分

（1.45月分）

勤勉手当

1.9月分

（0.9月分）

加算措置（役職加算）

役職加算7％〜16％

期末手当・勤勉手当

※（　）内は、再任用職員に係る支給割合です

（令和2年度決算）

休憩開始時刻 終了時刻　　　　8:30　　　　　17:15　　　12:00〜13:00

勤務時間

　地方公務員法に基づき、人事評価制度を実施しています。能力評価と業績評価から

構成され、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力および挙げた実績を把握

した上で行われる、勤務成績の評価となります。

　同制度を人事管理の基礎とし、評価結果に基づき昇格などを行うとともに、勤勉手

当の成績率に反映させています。

（令和2年度）人事評価の状況

　市では、他の公共団体と共同で県市町村総合事務組合の中に公平委員会を設置し

ています。

　県市町村公平委員会委員長から、「勤務条件に関する措置の要求に係る事項および

不利益処分に関する不服申立てに係る事項について、該当する案件はなかった」との

報告がありました。

（令和2年度）公平委員会からの報告

平均取得日数 消化率　　　　　 14日と1時間　　　　39.5％

（令和2年度）年次休暇

（令和2年度）

育児休業 部分休業

取得者数 （うち両休業取得者数） 取得者数

男性職員 1人 0人 1人

女性職員 26人 3人 14人

計 27人 3人 15人

育児休業および部分休業

分限処分

懲戒処分

　　　　 ●降格＝０人 ●降任＝０人 ●休職＝12人 ●免職＝0人

　　　　 ●戒告＝０人 ●減給＝０人 ●停職＝1人 ●免職＝1人

（令和2年度）分限および懲戒処分

　職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、総括安全管理者、

総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者などの選任および衛生委員会

などの運営を行い、さらに、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障が

いや疾病の早期発見のため、定期健康診断などを実施するとともに、メンタルヘルス

不調の未然防止を目的とし、ストレスチェック制度を実施しています。

職員の福祉および利益の保護

採用者数 退職者数　　　　　28人　　　　　38人

（令和2年4月2日〜令和3年4月1日）採用および退職の状況

H28 H29 H30 H31 R2 R3 年度

745

人
（各年4月1日現在）

　職員数は国の定員管理調査に基づく常勤の職員数です。定員適正化計画に基づき、

将来の成長・発展のため、持続可能な行財政運営を推進しながら、職員数の適正化に

取り組み、より効率的・効果的に業務を行います。

職員数の推移

696
716 727

748

705

実務研修 自主研修派遣研修階層別研修　　　　　 216人　　　 　　742人　　　　　  5人    　　　　　0人　

（令和2年度）職員研修

（令和3年4月1日現在）

※1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です

自己都合

勧奨・定年

勤続20年支給率種別

19.6695月分 28.0395月分

勤続25年

47.709月分39.7575月分

勤続35年

24.586875月分 33.27075月分

最高限度額

47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前の早期退職措置2％〜20％加算

１人当たり平均支給額

自己都合 勧奨等 定年

315万円 2,002万円 2,258万円

退職手当

480

510

540

570

600

630

660

690

720

750

780

人事公表 令和3年（2021年）12月15日号広報広報6



問消防本部予防課☎444・3273

住宅防火 いのちを守る10のポイント

年末年始の火の取り扱いに注意しましょう

　冬は空気が乾燥し、火災が多くなる時期です。火気の使用には十分注意し、

火災のない年末年始を過ごしましょう。

4つの習慣

●寝たばこは絶対にしない

●ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

●ガスこんろから離れるときは必ず火を消す

●コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

●ストーブやこんろなどは、安全装置の付いた機器を使用する

●住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

●寝具・衣類・カーテンなどは防炎品を使用する

●消火器などを設置し使い方を確認しておく

●高齢者や身体の不自由な人は、避難経路と避難方法

を常に確保し備えておく

●防火防災訓練への参加や戸別訪問など、地域ぐるみ

の防火対策を行う

　新型コロナウイルスの流行により、歯科においては歯の切削片

（せっさくへん：歯を削った際に出るかけら）、唾液など感染のリスク

についてご不安を感じていらっしゃる方も多いと思います。

　受診控えという観点で、歯科医院を見てみましょう。患者さんがマ

スクをしない、飛沫が飛ぶ、というリスクだらけとも思われる歯科治

療は、実際にクラスターの発生場所になっているのでしょうか？予想

とは裏腹に歯科治療を介しての感染拡大事例は未だ確認されており

ません。

　歯科治療においては標準予防策（スタンダードプリコーション）を

基本に患者さんごとに使用した治療器具の滅菌やユニットの清拭消

毒が行われております。唾液に触れる器具を使い回すことも絶対に

ありません。ディスポーザブル（使い捨て）製品もかねてより多用され

てきました。新型コロナウイルスの流行以前から感染症対策には非

常にシビアに対応してきたと言えます。また口腔ケアが全身の健康

に重要であることも以前から知られており、口腔ケアが肺炎のリス

クなどを減らすことも報告されております。未知なる部分が山ほど

あるウイルスですが、今まで歯科治療において取り組んできたもの

の延長上に新型コロナウイルスにおける対応策が成り立っている可

能性が示唆されます。感染のリスクが減少し、なお且つ、口腔ケアの

向上があらゆる他の疾患を抑えることに繋がっていると言っても良

いのではないでしょうか。

　　　　　（公社）船橋歯科医師会

健康だより

歯科と新型コロナウイルス

母子健康手帳の交付

　病院で妊娠と診断されたら、早めに総合福祉保健センター2階で母子健康

手帳の交付を受けましょう。

　　　マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カードと身分証明書など

　　  ※妊婦本人以外が申請する場合は、委任状が必要です　　

妊婦・乳児一般健康診査を受診しましょう

　母子健康手帳交付時に渡す「健康診査受診票（別冊1）」を利用して、妊婦は

健康診査を14回まで、乳児は新生児聴覚検査を1回と、健康診査を2回まで

公費負担で受けられます（一部自己負担あり）。

  　市に住民登録をしている妊婦と乳児

 　　     　産婦人科、助産所（助成内容に制限あり）、小児科

　 　 ●転入したら＝鎌ケ谷市民用の受診票に窓口で交換

　　  ●転出したら＝転出先の自治体にお問い合わせください

　　里帰り出産などで県外の医療機関で受診する場合、そのままでは受診票

を使用できないため、ご連絡ください

対象

持ち物

その他

対象医療機関

注意

問健康増進課☎445・1393

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

妊娠中にも歯科健診を受けましょう　〜無料健診のご案内〜

内歯科健診・結果説明

対妊婦

時1月13日（木）13時から（完全予約制）

所総合福祉保健センター3階

持母子健康手帳

申☎445・1394

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●京葉ガス株式会社から環境保全のために環境問題に関する市民啓発

用の備品などを

●安藤茂さんから保育園児のために三輪車および遊具を

（財政室）

医療費通知の発送予定を
お知らせします

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の人へ国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の人へ

問●国民健康保険について＝保険年金課☎445・1204

　●後期高齢者医療制度について＝県後期高齢者医療広域連合

　　☎043・216・5013／保険年金課☎445・1207

国民健康保険 後期高齢者医療制度

第１回

第２回

第３回

診療月

1月〜10月診療分

11月・12月診療分

発送時期

4年２月上旬

4年４月上旬

診療月

1月〜5月診療分

6月〜10月診療分

11月・12月診療分

発送時期

10月1日発送済み

4年1月下旬

4年６月上旬

　医療費通知（はがき）は、確定申告における医療費控除手続きの際に使用

できます。

　なお、内容によっては領収書に基づいて医療費控除の明細書（内訳書）に

医療機関名や実際に負担した額などを補完記入する必要があります。また、

保険適用外診療・請求遅れなどにより医療費通知に記載されない診療分

や、確定申告時期に間に合わない11月〜12月診療分については領収書に

基づいて、医療費控除の明細書（内訳書）を作成してください。確定申告につ

いて詳しくは、松戸税務署（☎047・363・1171）にお問い合わせください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで便利に

　マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した人は、次のこ

とが可能となります。

●マイナポータルで、自身の医療費通知情報（令和3年9月診療分か

ら）を閲覧すること

●e-Taxを利用した確定申告における医療費控除手続きの際に、マイ

ナポータルを通じて医療費通知情報が自動で入力される予定です

●対応している医療機関での健康保険証としての利用

7令和3年（2021年）12月15日号広報広報 健康・福祉 7



【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▶

　ポップス、アニメソング、ミュージカルや映画音楽など、オールジャンルをクラシカルなアン

サンブルで表現するコンサート形式のコンクールです。

　受賞したアーティストは、6月の「受賞者記念コンサート」に出演する他、きらりホールから今

後の音楽活動について応援を受けることができます。

　一緒に素敵なアーティストを発掘しませんか？

日時2月13日（日）14時30分から（14時開場）

その他全席指定

申し込み12月25日（土）以降にきらりホール窓口／☎441・3377

　2021年もあと二週間余り。この1年、世界中で日本

中で様々な出来事が起こりました。鎌ケ谷市関連でも

いろいろなことがありました。1年を振り返ってみま

しょう。

　まず強く感じるのは、昨年に続き新型コロナウイル

スに翻弄されたということ。昨年末から首都圏を中心

に新型コロナ感染者が急増したため、新年早々の1月8

日から千葉県には緊急事態宣言が発出され、重苦しい

雰囲気の中での年明けとなりました。

　緊急事態は3月21日で終了しましたが、デルタ株の

出現で感染の勢いはまた強まります。6月下旬から始

まった感染の第5波では感染者数が爆発的に増加し、

千葉県では再び8月2日から9月30日まで緊急事態宣

言が出されました。全国では8月20日に過去最多の2

万5,975人の新規感染者を記録し、鎌ケ谷市でも8月

28日に過去最多の42人の新規感染者が出ました。

　緊急事態の中で東京オリンピック・パラリンピック

は開催されましたが、千葉県内のオリンピック聖火リ

レーの走行は中止となってしまいました。聖火リレーは

鎌ケ谷市内も7月3日に走行が予定されていたので、多

くの市民はがっかりしたと思います。

　感染はワクチン接種の進展などに伴い9月以降は下

火となります。鎌ケ谷市では5月中旬から市民への接

種が始まり、ほぼ順調に進んでこれまでに対象者の

85.6％（12月1日現在）が2回の接種を終えています。

オミクロン株の出現で不透明感が増していますが、来

年こそ感染が終息してほしいものです。

　さて、今年は選挙の年でもありました。3月には千葉

県知事選が、10月には衆議院選が行われました。そし

て7月には鎌ケ谷市長選が実施され、初の女性市長が

誕生しました。国、千葉県、鎌ケ谷市それぞれで新しい

リーダーが選出されました。

　そして、今年は鎌ケ谷市にとって市制施行50周年の

節目の年でした。新型コロナの影響で中止を余儀なく

された記念事業・イベントもありましたが、記念ロゴ

マークの募集・選定、50年前を偲ぶ写真や資料の企画

展などが行われました。また、11月13日にはきらり鎌

ケ谷市民会館で記念式典を開くことができ、関係者約

220人が出席して50周年を祝いました。

　大変で大きな変化もあった1年でした。来年は明るい

年になることを期待します。

（市魅力発信アドバイザー）

日時1月9日（日）9時30分から受け付け

場所福太郎アリーナ　その他手話通訳あり

注意●当日はマスクの着用および事前の検温をお願いします

　　●体温が37.5度以上または、体調の悪い人は入場できません

　　●観客席も新成人の座席として利用するため、介助者を除き新成人ではない人は

　　　入場できません。介助者が必要な新成人は、1月6日（木）までにご連絡ください

　　●当日、式典の様子をインターネット上でライブ配信する予定です。視聴方法につ

　　　いては、市ホームページをご確認ください

今後の成人式について
　令和4年4月の民法改正に伴い、成

人年齢が18歳に引き下げになります

が、鎌ケ谷市は今後も20歳になる年度

の人を対象に、成人式を実施します。

対象平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの市民

※対象者には案内状を発送済みです。届いていない人は

　12月22日（水）までにお問い合わせください

※11月1日以降に鎌ケ谷市に転入した人や、以前鎌ケ谷

　市に住んでいた人も出席できます

市ホームページ

第5回

テーマは「クラシカル アンサンブル」

住民基本台帳人口      109,899人（前月比-97）

男　54,210人　女　55,689人

世帯数　 51,045世帯（前月比+12）

〔R3.11.1現在〕

問生涯学習推進課☎498・6101
令和4年

感染症対策をして開催します鎌ケ谷市成人式
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