
対象令和3年12月10日時点で市内に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯

　　※対象と思われる世帯には、案内と確認書を送付しました

申し込み 送付された確認書に記入して、記載されている発送日から3カ月以内に「住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付金担当窓口」宛てゆ〒273-0195

非課税世帯

対象「非課税世帯」に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月以降に収入

が減少し、世帯全員が令和3年度住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

申し込み市ホームページまたは社会福祉課窓口で配布する申請書に記入し必要書類を添付して、9月

30日(金)まで(必着)に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当窓口」宛てゆ〒273-0195、

または社会福祉課窓口へ持参

▶住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（家計急変世帯）

▶本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）

▶申請者の世帯状況を確認できる書類の写し（戸籍謄本、住民票など）

▶戸籍の附表の写し（令和3年1月1日以降、複数回転居した人のみ）

▶受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカードの写しなど）

▶収入（所得）見込額申立書

▶令和3年中の収入の見込み額または任意の1カ月の収入を確認できる書類の写し（源泉徴収票、

　給与明細など）

家計急変世帯

提出書類

給付額10万円(1世帯1回限り)

その他●給付金は世帯主名義の銀行口座に振り込み

　　　●住民税均等割が課されている人の扶養親族

　　　　などのみで構成される世帯は対象外

　　　●詳しくは市ホームページをご覧いただくか

　　　　お問い合わせください

共通事項

　家庭内暴力(DV)などにより、住民票を動かさず

鎌ケ谷市に避難中の人も受給できる可能性があり

ます。

　また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っ

ている場合でも、一定の要件（DV避難中であること

の証明と収入要件）を満たせば受給することができ

ます。

　手続きについて詳しくは、「住民税非課税世帯等

に対する臨時特別給付金担当窓口」にお問い合わせ

ください。

配偶者やその他親族からの暴力など
（DV）を理由に避難している人へ

問●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

　　担当窓口（社会福祉課内）☎404・8120

　●内閣府コールセンター☎0120・526・145

新型コロナ
ワクチン接種 接種券を2月25日に全対象者宛てに発送しました接種券 2月25日 全対象者宛て接種券を2月25日に全対象者宛てに発送しました接種券 2月25日 全対象者宛て

　5歳〜11歳用の新型コロナワクチンの接種が、令和4年3月5日から始まります。接種回

数は2回で、2回目の予約は1回目接種後原則3週間後から可能となります。

※5歳〜11歳用のワクチンは、12歳以上用のものと製剤・希釈方法・接種量が異なります

　（1回目に5歳〜11歳用を接種した場合は、2回目の接種日時点で12歳を超えていても、

　5歳〜11歳用のワクチンを接種することになります）

接種会場

●総合福祉保健センター

●かまがや診療所

●鎌ケ谷総合病院

まん延防止等重点措置の延長と早期のワクチン接種について

市への転入者が、転出者を上回り転入超過となりました

　千葉県では、まん延防止等重点措置の実施期間が3月6日まで延長されています。市民の皆様には大変なご不便をおかけしますが、

一日でも早く感染拡大に歯止めをかけるために、ともに感染防止に取り組んでまいりましょう。

　新型コロナワクチンの3回目接種につきましては、対象となる全ての方の接種を2回目から6カ月経過後に前倒して実施しています。

3回目接種では、1・2回目で接種したワクチンの種類に限らず、ファイザー社、武田/モデルナ社、いずれにおいても十分な効果と安全

性が確認されていますので、希望される方は、早期の接種をお願いします。

　総務省から「2021年住民基本台帳人口移動報告」が公表されました。転入者が転出者を上回る「転入超過」となった市町村は約30．8％で、

千葉県においては、県内54市町村の内、鎌ケ谷市を含む22市町村で「転入超過」となりました。なお、鎌ケ谷市の「転入超過」は399人で、年齢

区分では30歳から39歳が188人、0歳から9歳が59人と、子育て世代をはじめとした若い世代の転入が多くなっており、本市の利便性や子育

て環境などが評価されているものと感じています。今後とも多くの方に選ばれ、そして未来に希望が持てる街づくりに取り組んでまいります。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

問ワクチン対策室☎446・2601

※接種会場などの最新の情報については、 

　市ホームページなどをご確認ください

▶接種券一体型予診票（封筒に同封）

▶新型コロナワクチン予防接種済証（封筒に同封）

▶本人確認書類（健康保険証など）

▶母子健康手帳

※必ず、4点を接種時にお持ちください

接種日当日の持ち物 接種に当たっての注意

　予約方法について詳

しくは、送付される接

種券に同封のチラシを

ご覧ください。

●5歳〜11歳用新型コロナワクチン接種を受ける場合、接種日当日を含む前

　後2週間は、原則、他のワクチン接種を受けることはできません

●接種の際は、必ず保護者が同伴してください

　※やむを得ず代理者が同伴する場合は、子どもの体調やアレルギーなどの

　　既往歴がわかる人の同伴をお願いします。また、委任状が必要となります

●予診票の記載およびサインは、保護者本人が記入をするようお願いします

　※代理人は不可

5歳～11歳への接種開始について

忘れずに申請を！忘れずに申請を！

予約方法

家計急変世帯の受給には申請が必要です家計急変世帯の受給には申請が必要です
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

主な内容
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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、イベントなどが変更・中止

　となる場合があります

　生け花の基礎などを学びます。

対市民

時4月7日〜5年3月16日（8月を除

く）の第1・3（木）10時〜12時

所まなびぃプラザ

定10人（申込先着順）

月1,000円

費花代1,500円

師古流かたばみ会の松盛斎小石理喜

久さん

申はがきに住所・氏名・年齢・電話番号

と「市民いけ花教室参加希望」を記入

して、3月31日（木）まで（消印有効）に

市華道協会 大場ゆ〒273-0115東道

野辺3-12-39

問同協会 大場☎446・1619

市民いけ花教室

お知らせ・相談

試合対オリックス・バファローズ

対市内在住・在勤・在学の人

時●4月8日（金）18時から

　●4月9日（土）14時から

　●4月10日（日）14時から

所ZOZOマリンスタジアム（千葉市）

定各試合100組200人（多数抽選）

申3月1日（火）10時〜14日（月）22時

に千葉ロッテマリーンズの申し込み

フォームで（1人1試合）

※抽選結果は3月下旬に同球団から

通知

注応募者に事前通知なしで変更・中止

する場合あり

問千葉ロッテマリーンズ インフォメー

ションセンター☎03・5682・6341

千葉ロッテマリーンズ　公式戦開幕
記念特別観戦に市民を招待します

　システムメンテナンスのため、戸籍

証明書（戸籍謄（抄）本、戸籍の附票の

写し）のコンビニ交付サービスを停止

します。

時3月9日（水）17時〜11日（金）9時

※終了時間は前後する場合あり

問市民課☎445・1187

戸籍証明書のコンビニ交付サービス
一時停止のお知らせ

申し込みフォーム

　再就職を希望する人を対象に、専門

的知識や技能を学ぶための職業訓練

を実施しています。

内建築CAD・サービス科

対公共職業安定所（ハローワーク）に

求職の申し込みをしている人

定32人

費テキスト代、作業服代など

他説明会は3月15日（火）13時から3

時間程度（要予約）

申3月18日（金）までにハローワーク

船橋窓口／☎047・420・8609

問ポリテクセンター千葉☎043・

422・4810

公共職業訓練受講生（5月生）
技能・技術を身に付け、再就職を！

講座・講演

業務内容子育てアドバイザーとして、乳

幼児への遊びの提供や、保護者への子

育て相談、窓口対応など
任用期間 4月1日〜5年3月31日
勤務時間主に（土）・（日）、祝日の8時45

分〜17時15分（うち休憩1時間）
報酬等時給1,190円
勤務場所粟野児童センター

対幼稚園教諭または保育士の資格を

有する人

申写真を貼付した履歴書を3月10日

（木）までに、こども支援課（総合福祉

保健センター2階）または粟野児童セ

ンターへ持参

他採用時に胸部レントゲン検査の診

断結果の提出が必要です

問●こども支援課☎445・1320

　●粟野児童センター☎445・7066

児童センター会計年度任用職員

業務内容社会福祉協議会に関する業務

全般（事務職）
採用日4年6月1日（試用期間6カ月）
勤務日時毎週（月）〜（金）の8時30分〜

17時15分（休憩60分）
勤務条件社会保険加入
報酬等本会職員給与規程に基づき支

給（休暇等付与あり）
採用人数1人
対象次の全ての条件を満たす人

　　●昭和62年4月2日以降に生ま

れた

　　●高等学校以上を卒業した（見込

みを含む）

　　●普通自動車免許を所持している

　　●パソコンなどの操作ができる
試験日●1次試験（筆記・面接）＝3月27

日（日）9時から

　　　●2次試験（面接）＝4月17日

（日）10時から
申込締切3月18日（金）まで

他●試験申込用紙などは同協議会窓

口（総合福祉保健センター5階）お

よび同協議会ホームページで配布

　●詳しくは、受験案内をご覧ください

問同協議会☎444・2231／ｆ446・

4545

市社会福祉協議会 正規職員（事務職）

募集

　　　　　  　 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

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

▶無料太極拳教室
時3月7日・14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（申込先着順）申ふれあい

太極拳 中村☎090・6520・7768

▶第31回秘境と瀧不動尊
　滝不動駅までウォーキング。対市民時3月26日（土）

9時馬込沢駅集合〜15時定20人（申込先着順）費保険

料など100円持弁当、飲み物、レジャーシート服装 歩

きやすいもの申ぶらり鎌ケ谷 上開地☎445・7868

催し

▶鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」
　広報かまがやなどを録音し、視覚障がい者に発送

する音声訳ボランティア。時●定例会=第1・3（火）10

時〜13時　●録音など=随時所総合福祉保健セン

ター他●説明会・入会手続きは3月15日（火）13時

30分から同センター5階で　●講習会は4月5日・19

日の各（火）14時から、4月12日・26日の各（火）10時

から（会場は説明会時にお知らせ）問河永☎047・

385・8581

▶童謡・唱歌を楽しむ会
　コーラス。時第1・3（木）10時〜12時所中央公民館

定10人入1,000円月1,500円申梶☎445・9731

会員募集

市独自事業として所得制限撤廃・離婚などの事由により
未受給の世帯へ給付金を支給

問こども支援課☎445・1325

　現在、市では国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の事務を迅速に進めているところです

が、市内の子育て世帯の生活を支援し、全ての子どもに対して給付金を支給するため、国の

「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象とならない子育て世帯に対して、市独自の事業とし

て給付金を支給します。

支給額 対象児童1人につき10万円

その他●高校生の保護者や、保護者が公務員の場合などは申請が必要です

　　　●子育て世帯への臨時特別給付金の制度について詳しくは、市ホームページおよび送付   

　　　 する案内をご覧ください

◆令和3年9月分の児童手当（特例給付）支給対象児童（9月30日までに生まれた児童手

当（特例給付）支給対象児童を含む）の保護者

◆令和3年10月1日から令和4年1月31日までに生まれた児童のうち、児童手当（特例給

付）支給対象児童の保護者

　申請不要です。対象者に2月下旬に案内を送付しました。3月10日（木）に振り込む予

定です。

◆令和4年2月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童のうち、児童手当（特例給

付）支給対象児童の保護者

◆令和3年9月30日時点において、高校生等で保護者が児童手当（本則給付）の所得制限

超過をしている児童（平成15年4月2日〜平成18年4月1日に生まれた児童）の保護者

◆令和3年9月1日以降に、離婚をしていたり、離婚を前提とした別居をしていたりするな

どの状況で、国の給付金を受け取れない保護者

　申請が必要です。対象者に2月下旬に案内と申請書を送付しました。申請後に審査の

上、順次支給を行う予定です。

市独自支給の対象者・手続きについて

子育て世帯への臨時特別給付金子育て世帯への臨時特別給付金

　市では、今まで押印を必要としていた約880件の申請書などを見直し、

4月1日（金）から押印を廃止します。

　なお、必要に応じて、引き続き押印や本人確認書類が必要となる手続き

もあります。詳しくは、各申請に係る担当課へお問い合わせください。

市へ提出する申請書などの押印を廃止

令和4年（2022年）3月1日号広報広報市政情報・情報ひろば・伝言板2

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



主な施設の
休み

●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週（火）、21日（月）　●まなびいプラザ・学習セン

ター（各公民館）・きらり鎌ケ谷市民会館＝31日（木）　●東部学習センター＝1日（火）〜31日（木）　●図

書館＝毎週（月）（21日を除く）、22日（火）・31日（木）（東部は1日（火）〜31日（木））　●郷土資料館＝毎

週（月）、22日（火）　●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）＝31日（木）

!3月のお知らせ

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まなびいプラザ　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）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）
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

行政相談 注 9日（水）10時〜11時

登記・不動産相談 注 14日（月）13時〜16時

住宅増改築修繕相談注 14日（月）13時〜16時

行政書士相談注 24日（木）13時〜16時

10日（木）13時〜15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

人権擁護相談　 予

毎週（水）●9時30分〜12時20分

●13時30分〜14時20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
4日（金）・8日（火）・15日（火）・22

日（火）の13時〜17時

　：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

　 　　　　　　　　●中央・南＝毎週（日）、7日（月）・21日（月）　●くぬぎ山・北中沢＝毎週（日）、21日（月）　●粟野＝1日（火）〜25日（金）・27日（日）　

福 習注 予

各児童センターの休み

交通事故相談　 ※1予 18日（金）10時〜15時

●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＝22日(火)　　●西部小＝24日(木)　　●東部小＝28日(月)

3月の有価物回収

問クリーン推進課☎445・1223

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

　離乳食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●3月4日（金）・14日（月）の各13時30分〜16時30分

　●3月22日（火）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

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3月8日（火）10時〜11時45分・13時〜16時

所総合福祉保健センター前 仮設待合所

持本人確認書類、献血カード（お持ちの場合）

他事前予約をすると待ち時間を短縮できます。予約は実施日前日の17時ま

でに、献血Web会員サービス「ラブラット」または県赤十字血液センター

（（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時）☎0120・892・760

問☎445・1390

献血にご協力を

　専門家による体力測定と脳トレーニングを行います。自分の体力を正しく

知るとともに脳を活性化する方法を楽しく学びます。

対市内在住・在勤の人（介護をしていなくても参加可）

時3月23日（水）14時〜15時30分　所南初富コミュニティセンター

定10人（申込先着順）　師介護老人保健施設しんかまリハビリスタッフ

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

介護者教室 〜体力測定と脳トレーニング～

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

※情報提供者の連絡先はクリーン

推進課に電話または市ホームペー

ジからお問い合わせください

問クリーン推進課☎445・1223

五月節句のかぶと

　取りに来られる人に無料で。

ゆずります

鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業
未就学児を3人以上

育てている家庭を応援します
　小学校就学前の子ども（乳幼児）を3人以上養育する世帯を対象に、

子育て支援サービスの利用費用の一部を助成します。

対象スマートフォンやパソコンでオンライン会議

サービス「Zoom」に接続可能な人

日時3月26日（土）10時〜11時30分

定員30人（申込先着順）

申し込み市ホームページの申し込

みフォームから

問市民活動推進課☎445・1274
　市内に居住し、住民基本台帳に記録されている

多子世帯の乳幼児の保護者。

※対象に該当するか、事前にお問い合わせください

対象者

　次のサービスについて、保護者が負担した費用の半額（10円未満切

り捨て。上限月額20,000円）を助成します。

●市内の保育園で実施する一時預かり事業

●市ファミリー・サポート・センター事業による相互援助活動

●（公社）全国保育サービス協会に加盟している事業所が実施するベ

ビーシッターサービス

●市社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業（ふれあいサー

ビス）

●市内事業所が実施するホームヘルプサービス（対象事業所に限る）

問こども総合相談室☎445・1328

助成の対象となる費用

「誰でも簡単！チラシや動画を作って
　　　自分たちの活動を紹介しよう！」

　チラシのデザインやスライ

ドなどの資料作成、簡易動画

の作成が誰でも簡単にでき

るツール「CANVA」の使い

方などを紹介します。今後に

活かせる新しいスキルを身に

付けましょう！

市民公益活動支援講座

市ホームページ

祝日などのごみの収集・自己搬入
●収集しません・自己搬入できません＝3月21日（月）

令和4年（2022年）3月1日号広報広報 健康・福祉・3 月のお知らせ 3

電話de詐欺に注意！常に留守番電話に設定して詐欺被害を防ぎましょう
　詐欺かな？と思ったら電話ｄｅ詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を



広報

【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

令和4年（2022年）3月1日号

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▶

4

住民基本台帳人口      109,789人（前月比-82）
男　54,140人　女　55,649人

世帯数　 51,072世帯（前月比+8）
〔R4.2.1現在〕

問消防本部予防課☎444・3273

問市民活動推進課☎445・1274

　春先は空気が乾燥し、風の強い日が多いため、火災が発生すると拡

大しやすい時季です。火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

　「SDGsとはどんなことか？」の基礎講

演から、「『いつの間にか』SDGsにも繋

がっていた」という事例紹介など、いろい

ろな視点でSDGsを掘り下げます。サス

ティナブル（持続可能な）社会をつくる手

がかりとして、参加してみませんか？

　オンライン会議サービス「Zoom」を利用

し、四つのテーマに分けて開催します。パソ

コン、スマートフォンなどのインターネット

機器や、オンライン会議に参加

できる通信環境が必要です。

申し込み市の申し込みフォーム

から3月9日（水）までに申し込み

　簡単な読み書きや計算の教材、数字盤を使って、コミュニ

ケーションを取りながら脳のトレーニングを行います。認知症

予防に効果があります。

対象おおむね65歳以上の人

日程月4回で、4月〜9月の6カ月間（下表参照）

費用月額2,000円

申し込みはがきに希望するサロン名、住所・氏名・年齢・電話番号

を記入して、3月10日（木）までに高齢者支援課ゆ〒273-0195

または、鎌ケ谷学習療法普及会 小林☎・ｆ443・2517

問鎌ケ谷学習療法普及会 小林☎443・2517

　令和3年の火災は13件で、前年より6

件減少しましたが、火災による死者は3

人となり、前年より2人増加しています。

　火災の主な原因は、料理中のガスこん

ろの取り扱いやたばこの不始末など、人

の不注意によるものです。

　火災が発生すると大切な命や財産を

失う事態になります。日頃から、火災を

発生させないよう心掛けましょう。

3月1日（火）～7日（月）は春季全国火災予防運動

おうち時間 家族で点検 火の始末おうち時間 家族で点検 火の始末

テーマは「いつの間にかサスティナブル」テーマは「いつの間にかサスティナブル」

かまがや市民活動・男女きらりフェスタ　オンライン講演会かまがや市民活動・男女きらりフェスタ　オンライン講演会

脳にいいことはじめましょう脳にいいことはじめましょう

令和3年の火災発生状況

　平成20年6月以降、全ての住宅に住宅

用火災警報器の設置が義務付けられまし

た。交換をしないまま使用し続けている

と、電子部品の寿命や電池切れなどで、

火災を感知しなくなることがあります。

　いざというとき確実に

作動するように、定期的に

動作確認を行いましょう。

住宅用火災警報器
10年を目安に交換が必要です！

受講方法

　大人と子どもが一緒になって外遊びを追求する

「手賀沼まんだら」の活動紹介や、家にあるものを

使った簡単な工作などをします。

日時3月12日（土）14時〜16時

講師手賀沼まんだら代表の澤田直子さん

親子でまなぶ「環境」／クラフトワークショップ

　近い未来、高い確率で起きるといわれている大規

模地震などの災害に向けて、何を準備していくべきな

のか、男女共同参画などの視点も交えて話します。

日時3月13日（日）10時〜12時

講師立教大学大学院教授の萩原なつ子さん

ジェンダーの視点で考える防災
　地域の住民と学生が協働でまちづくりを実施し、

多数の賞を受賞している「まち×学生プロジェクト」

についての事例紹介や、多世代で盛り上げる地域づく

りなどについて話します。

日時3月13日（日）14時〜16時

講師 まち×学生プロジェクト（横浜市六角橋自治連

合会・神奈川大学学生・横浜市六角橋地域ケアプラザ）

持続可能な地域コミュニティ

　この欄では以前、鎌ケ谷市が様々な企業や団体など

と300近い協定・覚書を結んでいることを紹介しまし

た。少子高齢化の進展や市民ニーズの多様化により、行

政サービスは財政、マンパワー両面で厳しさが増してい

ます。そこで、市は外部の組織と協力して「協働」を推進

しています。それぞれが持つ人・モノ・資金・情報を有効

活用しようというものです。

　協定・覚書の中身は、防災、福祉、教育、まちづくりな

ど市民生活に関係するほぼすべての分野に及びます。

提携相手も企業、業界団体、NPO、自治会、行政組織な

ど多岐にわたります。市が結ぶ協定・覚書は年々増えて

おり、その内容と相手先もこれまで以上に広がりを見

せています。

　例えば、直近では1月にケーブルテレビ会社のジェイ

コム千葉東関東局、鎌ケ谷市商工会と情報発信連携協

力に関する協定を締結しました。具体的には、ジェイコ

ムのテレビ放送の新しい情報番組「LIVEニュース」で

毎週水曜日に観光、商業、イベント、行政サービスなど

「鎌ケ谷の魅力」を発信してもらいます。ジェイコムと

は以前、災害協定を結んでいますが、今回は情報発信

という新たな分野での協定締結となりました。

　また、昨年12月には千葉商科大学（市川市）と包括協

定を結びました。千葉商科大学にはこれまで、情報誌

「とことこ鎌ケ谷」の発行や市総合福祉保健センター壁

面を使ったプロジェクションマッピング、地域探求型

ゲームイベントなど個々の事業で協力してもらってきま

した。今回の包括協定締結により、地域活性化ととも

に人材育成や政策提言、教育支援なども含めた幅広い

分野で継続的に「協働事業」を実施していくことになり

ました。

　スポーツの分野の協定もあります。昨年11月、ジャ

パンラグビーリーグワンに加盟し千葉県東葛エリアを

ホームタウンとするラグビーチーム「NECグリーンロ

ケッツ東葛」と地域振興・地域貢献の相互連携に関す

る協定を締結しました。両者は今後、ラグビー教室開催

などを通じて市民の健康増進やスポーツ振興を図って

いきます。

　このように市が結ぶ協定・覚書は多様化しています。

今後も間口を広げ、様々な人たちのアイデアやノウハウ

を行政サービスに反映させていきます。

（市魅力発信アドバイザー）

南初富コミュニ
ティセンター

第二中学校

中央公民館

場 所サロン名

毎週（火）10時〜12時の
うちの40分間

毎週（木）13時〜16時の
うちの40分間

毎週（金）10時〜12時の
うちの40分間

金曜サロン

木曜サロン

火曜サロン

時 間

　「SDGsとはどんなものなのか」をはじめ、これか

らの社会の可能性やどんなことをしていくとよいの

かを考えます。

日時3月12日（土）10時〜12時

講師ボノ株式会社取締役の谷津孝啓さん

いまさら聞けない、でも知りたい！
SDGsってどんなこと？

市ホーム

ページ
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