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問農業振興課
☎445・1233

※カード決 済／Ya h o oマネー／代 金 引 換

販 売価

格

3 ,6 0 0

インターネット予約販売

（税 込

み）

円

豊水

（5 k g ）

幸水
（3 k g ）

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月下旬より順次発送
（品種によりお中元には間に
合わない場合があります）
申し込み 7月1日
（金）午前9時から、市ホームページで（予
定数量になり次第終了）

新高

（5 k g ）

あきづき
市ホームページ

新 型コロナウイルス 感 染 症
新型コロナワクチン

マスクの着用について

集団接種7月スケジュール
7月からの 集 団 接 種は 、毎 週
（火）〜（日）に接種できます。
●モ デルナ社 製＝毎 週（火）
・
（金）
・
（土）
※（土）は午後のみ
●ファイザー社 製＝毎 週（水）
・
（木）
・
（土）
・
（日）
※（土）は午前のみ
注意 小児は毎週
（金）
・
（土）に予約可能
※（土）は午後のみ
予約方法
●ワクチン接種予約サイト
●スマートフォンアプリ「LINE」
●市新型コロナワクチンコールセンター☎0120・
271・383
（9時〜17時）

◀ワクチン接種
予約サイト

◀市公式LINE
アカウント

追加接種（3回目）
2回目接種が完了した日から5カ月経過した人か
ら接種できます。
追加接種（4回目）
60歳以上の人の4回目接種につ
いては、
接種券を順次発送します。

問ワクチン対策室
☎446・2601

マスクの着用は感染防止対策として重要です
が、
次の場合は着用しなくても問題ありません。
屋外
●人との距離
（目安は2m以上）
が確保できる場合
●距離が確保できなくても会話をほとんど行わな
い場合
屋内
●人との距離が確保でき、会話をほとんど行わ
ない場合
※高齢 者と会う時 や 病 院に行く時、通 勤ラッ
シュ時や人混みではマスクを着用しましょう
夏場
夏場は熱中症防止の観点
から、
マスクが必要ない場面
では外すことを推奨します。
子どものマスク着用
2歳未満
マスクの着用は推奨しません。
2歳以上で就学前の子ども
人との距離にかかわらず、
マスク着用を一律に
は求めていません。

かおり
（3 k g ）

（3 k g ）

市長メッセージ
住民税非課税世帯や低所得の
子育て世帯の支援に必要な補
正予算を6月会議に上程予定
総合緊急対策として、新たに令
和4年度住民税（均等割）が非課
税の世帯1世帯当たりに10万円
鎌ケ谷市長
を、また、低所得の子育て世帯の
芝田 裕美
子ども1人当たりに5万円を支給
するための国の補正予算が成立したことから、鎌ケ
谷市でも事業の実施に必要な補正予算を6月会議に
上程します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、様々な困難に直面している方々の生活・暮らしを
支えていくために、少しでも早く支援を届けられるよ
う対応してまいります。

犬・猫のマイクロチップの装着等が義務化
多くの市民の方が、犬や猫を飼われていると思い
ますが、令和4年6月1日から、ブリーダーやペット
ショップ等で販売される犬や猫について、販売前に
マイクロチップを装着することが義務付けられまし
た。このため、ペットショップなどで犬・猫を購入し、
飼い主になる際には、飼い主自身の情報を登録する
ことが必要になります。現在、犬・猫を飼っている方
にはマイクロチップの装着は義務付けはされていま
せんが、犬や猫が迷子になったり、災害時などに備
え、装着に努めるようお願いします。
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投 票で 自分のいいね 伝えよう
問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

参議院議員通常選挙

投票できる人
鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録されている人。
この選挙人名簿に登録されるためには、鎌ケ谷市に住所を有する満年齢18
歳以上の日本国民で、公示日の前日を基準日として、鎌ケ谷市で住民票が作成
されてから3カ月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。

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。

期日前投票
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。
市役所1階 市民ホール
投票期間 公示日の翌日から投票日前日まで 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
投票期間 投票日の8日前から投票日前日まで 投票時間 9時〜19時
※東部学習センターは工事中のため、出入口は正面玄関のみとなり駐車場
は使用できません。徒歩または自転車でお越しください
注意 ●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。
可能な範囲で投票所の混雑回避にご協力ください

投票時間

7時

20時

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。
市内の不在者投票指定施設
●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

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。
●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
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、投票日前の（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。

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

選挙公報

投票は選挙区、比例区の順で
投票は、次の①、②の順で行います。
①千葉県選出議員選挙
投票用紙（薄い黄色）に
は候補者名を記載します。
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②比例代表選出議員選挙
投票用紙（白色）には、政党などが届け出た
名簿に記載された候補者の氏名または政党な
どの名称・略称のいずれかを記載します。

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。

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。

候補者の政見などを掲載した選挙公報は、投票日8日前の日刊新聞（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

選挙による施設の臨時休館と南部公民館自動交付機の休止
次の施設は投票所となるため、投票日の前日と当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
▶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（投票日前日は利用申
し込みのみ受け付け）

不在者投票

投票所への移動に関する支援

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。
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・

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、早めに次の問い合わせ先
にご連絡ください。
対象 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の人= 障がい福祉課☎445・1305
②の人= 高齢者支援課☎445・1380

パブリックコメント 皆さんの意見を募集

問文化・スポーツ課☎445・1528

鎌ケ谷市文化財保 存活用地域計画（案）

「鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画
（案）
」
への意見を募集します。
閲覧場所 市ホームページ、
文化・スポーツ課
（市役所５階）
、
情報公開コーナー
（市役所3階）
、
各コ
ミュニティーセンター、
まなびぃプラザ、
各公民館、
図書館本館、
郷土資料館
提出期限 7月14日
（木）
まで
（必着）
提出方法 意見用紙
（様式自由）に住所・氏名と意見を記入して、文化・スポーツ課窓口へ持参／
ゆ〒273-0195／ｆ445・1100／ｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp
注意 ●電話などの口頭による意見や匿名の意見は、
パブリックコメントの扱いとなりません
●意見に対する市の考え方については、個人情報を除いて市ホームページで公表します
（個別回答は行いません）

第48回 鎌ケ谷市民まつり
開催中止
10月8日（土）に予定していた「第48回鎌ケ谷
市民まつり」は、開催を中止します。
来年以降の市民まつりにご支援・
ご協力をよろしくお願いします。
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 ）☎ 4 4 5・
1252

市民まつり
ホームページ

広報
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令和4年度の住民税が非課税の人も対象に

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている人の生活を支援するため、住民
税非課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型」で支給し
ていますが、このたび支給対象が拡充・変更されました。

住民税非課税世帯
令和3年度分だけでなく、令和4年度分の住民税非課税世帯も受給できるよう
になりました。
※すでに本給付金の支給を受けた世帯および当該世帯の世帯主であった者を含
む世帯は受給できません

家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯
と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）が支給対象となります。
家計急変の時期は、令和3年1月以降から令和4年1月以降に変更されました。

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☎404・8120

申し込み（家計急変世帯）
同窓口で配布する申請書に記入し、次の必要書類を添付して、11月30日
（水）まで（消印有効）に同窓口ゆ〒273-0195

必要書類（家計急変世帯）
●本人確認書類の写し
●申請者の世帯状況を確認できる書類の写し
●受取口座を確認できる書類の写し
●収入（所得）見込額申立書
●令和4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
※詳しくは、同窓口で配布している案内をご覧ください

申請方法
住民税（均等割）非課税相当水準以下の判定方法

住民税非課税世帯
市から、7月中旬ごろに対象者に確認書を送付します。書類の返送確認後、指定
銀行口座へ振り込みます。
※対象と思われる人で確認書が届かない場合は、
お問い合わせください
家計急変世帯
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）で申し
込みを行ってください。

特別養護老人ホームの
整備・運営事業者を募集します

扶養している親族の状況

市ホームページ

965,000円

415,000円

1,469,000円

919,000円

配偶者や扶養親族2人を扶養している

1,879,999円

1,234,000円

配偶者や扶養親族3人を扶養している

2,327,999円

1,549,000円

配偶者や扶養親族4人を扶養している

2,777,999円

1,864,000円

障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親

2,043,000円

1,350,000円

東葛飾支部消防操法大会に
第5分団が出場！
問消防本部警防課☎444・3235
第41回東葛飾支部消防操法大会に、鎌ケ谷市代表として第5分団（北初
富地区）が出場します。
なお、今回の大会は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、大会
関係者のみでの開催となります。
優勝を目指して、第5分団は仕事を終えた夜間に第三中学校校庭で厳し
い訓練に励んでいます。
日時 6月26日
（日）
（雨天時は7月3日（日））
場所 大堀川防災レクリエーション公園
（柏市）

代表出場操作員（敬称略）

介護保険料 も

スマートフォン決済アプリで
納付ができます

所得限度額

配偶者や扶養親族1人を扶養している

単身または扶養親族がいない

問高齢者支援課☎445・1375
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）を令和5年度に整備し、6年度から運営する事業者
を募集します。
詳しくは、市ホームページの募集要領をご覧ください。
募集内容 定員100人の介護老人福祉施設
（1施設）
の整備・
運営
募集期間 6月15日
（水）〜7月29日（金）

収入限度額

●指揮者 山田恭輔
●1番員 濵田優
●2番員
●3番員 齊藤勇真
●4番員 古和谷順一
●吸管補助員 髙原俊朗

髙橋大地

問高齢者支援課☎445・1380

介護保険料はスマートフォン決済アプリでの支払いが利用可能になりま
した。
「モバイルレジ」、
「LINE Pay」、
「Pay Pay」、
「au Pay」、
「d払い」、
「J-Coin Pay」で納付できます。
納付書に印字されているバーコードをスマートフォン専用アプリのカメ
ラで読み取り納付することができます。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
注意 ●利用にはアプリのダウンロードが必要です
●納付書1枚当たりの支払いは30万円まで
●領収書は発行されません
市ホームページ

生垣・庭木の適正管理を
これからの季節は、生け垣や庭木が大きく成長します。枝などが
道路にはみ出していると、通行を妨げたり見通しを悪くしたり、思
わぬ事故を誘発する恐れがあり、危険です。土地の管理者は、枝な
どが道路にはみ出さないよう剪定（せんてい）などを行い、適正に管
理しましょう。
問 道路河川管理課 ☎ 445・
1453

枝や葉がカーブミラーにかかると危険

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

4 情報ひろば・図書館ボード・伝言板

情報ひろば

鎌ケ谷後見相談サロン
ふれあいサービス協力会員

※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

お知らせ・相談
鎌ケ谷都市計画変更
生産緑地地区の変更（案）の縦覧
この変更は、生産緑地における行為
の制限の解除や追加の申し出などの
理由により、生産緑地地区の変更（一
部廃止・追加）を行うものです。
縦覧期間 7月1日
（金）〜14日（木）
所都市政策室（市役所4階）
問同室☎445・1422

時 7月5日、8月2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
マイナポイントのシステムメンテナ
ンスのお知らせ
マイナポイントのシステムメンテナ
ンスのため、下記の日程でマイナポイ
ントの申し込みや申込状況の照会な
ど全てのメニューが利用できなくなり
ます。
市役所に設置している専用ブースで
もマイナポイントの設 定はできませ
ん。
マイナポイント第2弾に関する情報
は、広報かまがや7月1日号でお知らせ
します。
期間 6月25日
（土）〜6月30日（木）12
時まで
問 ●国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

初めての
スマートフォン体験教室(全2回）
第1回 超入門編

第2回 便利編

問中央公民館
☎445・2012

「興味はあるけど使えるか心配」
「持っているけど使い方がよく分からない」
と思っている人、実際にスマートフォンに触って操作してみませんか？スマー
トフォンアドバイザーが分かりやすく教えます。スマートフォンを使っていな
い人もお気軽に参加ください。
日程 ●超入門編＝7月16日
（土）14時〜16時
●便利編＝7月24日（日）14時〜16時
場所 中央公民館 学習室1
対象 市内在住・在勤で、
全て参加できる人
定員 20人
（申込先着順）
講師 スマートフォンアドバイザー
その他 操作用スマートフォンを貸し出します
申し込み 6月16日
（木）10時以降に中央公民館
中央公民館
窓口／☎445・2012（受け付けは10時〜17時）
ホームページ

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

広報

市町村振興宝くじの収益金で図書
などを購入しました
市町村振興くじの収益金は、県内の
販売実績などに応じた額を、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、令和3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

交付金を活用して司書を配置しています

弁護士・司法書士・税理士
合同無料相談会
時7月16日
（土）
13時30分〜16時30分
所松戸商工会議所 4階
定24人
（申込先着順）
申県税理士会松戸支部☎047・366・
2174

小学生向けおはなし会
「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9日（土）15時〜15時30分
定10人（申込先着順）
申6月15日（水）10時以降に図書館本館へ電話

建築士の日・県内一斉住宅相談会
ふれあいサービス協力会員
住宅の使い勝手を良くしたいなど、
住宅に関する悩み事を相談できます。
時6月26日（日）10時〜16時
所アクロスモール新鎌ケ谷 2階
問 県建築士会鎌ケ谷支部（（株）竹江
設計事務所）☎445・4064
（公財）土屋文化振興財団助成金
対県内在住の人、または県内において
基礎医学、伝統芸能、伝統技芸、音楽、
演劇、絵画、工芸、彫刻、スポーツで活
動している個人および団体
※過去に助成金を受給した場合を除く
助成金額 1件当たり100万円以内
申 申込書に記 入して、8月1日（ 月）
まで（消印有効）に同財団事務局へ
ゆ〒271-0092松戸市松戸1281 ユ
ニティビル3階
注関係者以外の代理申請は不可
問同財団☎047・364・3689

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
掲載のきまり

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

催し
▶無料太極拳教室
時6月20日（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
▶傘地を利用したマイバック作り
対 市民時6月25日（土）13時〜16時所まなびぃプラザ定8人（申込先
着順）費200円申エコネットかまがや 小山☎443・4915
▶THE歌声喫茶（合唱）
対 市民時 6月19日（日）14時〜16時所 中央公民館定20人（当日先着
順）費500円問THE歌声喫茶 上領☎090・2679・6449
▶七夕の短冊をつくる
対市民時6月26日（日）14時〜16時所中央公民館定10人（多数抽選）
申464ドングリ広場 薮内☎080・3618・0404
▶第8回「人新世資本論」第8章
内 気候危機と環境破壊の原因と対策対 市民時 6月26日（日）14時〜
16時30分所 中央公民館定60人（当日先着順）問 九条の会鎌ケ谷―こ
の指とまれ― 菊池☎443・3597
▶小学生向けソフトテニスの体験会
対市内在住の小学生時6月18日（土）
・19日（日）の各10時〜11時、26
日（日）12時〜13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

会員募集

絵本の読み聞かせ
さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時7月13日・27日の各（水）10時45分〜11時・11時15分〜11時30分
定各5組（申込先着順）
申6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7月3日（日）11時〜11時30分
定10人（申込先着順）
申6月15日（水）10時以降に図書館本館へ電話

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）6 月 1 5 日 号

▶リズム＆ジャズダンス
対 女性時 毎週（土）の各10時〜11時30分所 くぬぎ山コミュニティセ
ンター定2人入1,000円月3,500円申古川☎047・387・0745
▶PC友好会
対 大人時 第1・第3（火）の各13時〜16時所 まなびぃプラザ定若干名
入1,000円月1,000円申山本☎444・7516
▶NPO法人かまがや地域情報の窓
ロボット工作講座など。対ロボット工作を教えることに興味がある
市民時（土）または（日）の2時間所 中央公民館定 若干名入 1,000円
年2,000円他後日面談あり申川俣☎412・2580／ｍkais_office@
kamagaya-info.com
▶視覚障害者の会 サンハート
視覚障がい者を主体とした情報収集と学習。対 市内在住の人時 第3
（日）13時〜16時所 中央公民館定5人年 1,000円申 18時〜20時に
鈴木☎090・4410・6829

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報
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イベント

募集
児童センター
会計年度任用職員（夏季保育員）

双子サロン
双子の親子、大集合！
双子の子どもがゆったり遊べ、
保護者
もほっとできるサロンを開催します。
双子
ならではの悩みを話したり情報交換した
りしながら楽しい時間を過ごしましょう。
内触れ合い遊び、自由遊び
対未就学の双子と保護者
時7月7日
（木）
10時30分〜11時30分
所北中沢児童センター
定5組（申込先着順）
申 6月30日（木）9時以降に北中沢児
童センター窓口／☎442・2011、また
は電子メールで件名に「双子サロン申
し込み」、本文に子どもと保護者の住
所・氏名・電話番号、子どもの生年月日
を記入して同センターｍkitanakacom
@city.kamagaya.chiba.jp
問同センター☎442・2011
鎌ケ谷カメラクラブ写真展
時 6月28日（火）〜7月5日（火）の各9
時〜17時（初日は13時から、最終日は
15時まで）
所きらり鎌ケ谷市民会館 ロビー
問 鎌ケ谷カメラクラブ 柄越☎090・
8340・3438

土壌改良剤として
いかがでしょうか？

スポーツ

鎌ケ谷保育園
フルタイム会計年度任用職員募集

内窓口業務や子どもの遊びの指導
勤務日 7月1日〜9月9日の
（月）〜（土）
で20日間程度
勤務時間 8時45分〜17時15分
（休憩1
時間）
勤務場所 中央・南・くぬぎ山・北中沢・粟
野の各児童センター
賃金 時給1,030円
（別途通勤費規定
内支給）
定若干名
申 6月24日
（金）
までに勤務を希望する
センターに事前連絡の上、
写真を貼った
履歴書を本人が持参
（当日面接を実施）
他 採用時に胸部レントゲン検査の診
断書結果の提出が必要です
問●中央児童センター☎444・0144
●南児童センター☎438・5040
●くぬぎ山児童センター☎047・
389・1401
●北中沢児童センター☎442・2011
●粟野児童センター☎441・7066

募集職種 保育士
（フルタイム会計年度
任用職員）
任用期間 7月1日
（金）
〜5年3月31日
（金）
勤務日時 毎週
（月）〜（金）の各8時30
分〜17時（うち休憩45分）
※（土）は5〜7週に1回程度
※早番・中番・遅番など変則勤務あり
勤務場所 鎌ケ谷保育園
資格 保育士資格
報酬等 月額206，
615円（地域手当含
む。通勤手当、期末手当規定内支給）
申し込み 写真を貼付した履歴書と資格証
の写しを幼児保育課窓口(総合福祉保健
センター2階 )または ゆ〒273-0195
※後日面接あり
問 ●仕事の詳細および園の見学につ
い て ＝ 鎌 ケ 谷 保 育 園 ☎ 4 4 2・
0525
● そ の 他 ＝ 幼 児 保 育 課 ☎ 4 4 5・
1363

おわびと訂正

軽スポーツ
バドミントン、スポンジテニスなど
を楽しもう
対市内在住・在勤・在学の人
時 7月3日（日）9時〜12時（8時30分
から受け付け）
所中部小学校 体育館
持飲み物、室内履き
服装 動きやすいもの
注車での来場はご遠慮ください
問文化・スポーツ課☎445・1531

広報かまがや令和4年6月1日号5ページ「伝言板」にお
いて、
「ヨガサークル ペパーミント」の申し込み先の電話
番 号に誤りが ありました 。正しくは 、
「 0 8 0・6597・
3160」です。おわびして訂正します。

納期限は 6月30日
（木）

せんてい

梨剪定枝で作った堆肥を販売

〇市・県民税
（第1期）
〇国民健康保険料
（第1期）
〇介護保険料
（第1期）
〇下水道受益者負担金
（第1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

問農業振興課☎445・1233
梨の剪定（せんてい）枝で作った堆肥を販売しま
す。梨剪定枝の堆肥は肥料分が弱いため、土壌改良
剤としてお使いください。家庭菜園での利用には、
鶏ふん・牛ふんや化成肥料などで栄養分を補うこ
とをお勧めします。
販売日時 7月16日
（土）
販売場所 中沢周辺
※市役所での販売は行いません
費用 100円
（10分間詰め放題）
※スコップは市から貸し出します
（1人一つまで）
※入れる袋などは各自で用意してください
申し込み は がきに住 所・氏名・電話 番 号（日中連
絡が取れるもの）、受け取りを希望する時間帯を

記入して、6月27日（月）まで（必着）に農業振興課
ゆ〒273-0195／窓口、または6月15日（水）9時以降
に申し込みフォームで
※電話、ファクス、メールでの申し込みは受け付けま
せん
注意 ●申し込み後、
日時・場所などを通知します。7

!

プ
ストッ

月6日（水）を過ぎても通知が来ない場合は、
お問い合わせください
●指定した時間以外の販売はできません

ＡＴＭ
振り込め詐欺
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。

申し込みフォーム

楽しく学び

新たな一歩を

千葉経済大学短期大学部開放講座

オープンカレッジかまがや

今年もオープンカレッジかまがやを8月6日（土）〜10月1日（土）に開催します。
オープンカレッジは、千葉経済大学短期大学部の開放講座として実施するもので
す。経済や国際情勢、歴史、教育など、市民の皆さんによる企画委員会が作り上げた多
彩なプログラムを受講できます。

日程 右表参照
対象 市内在住・在勤で、
全プログラム参加できる人
会場 中央公民館 集会室
定員 60人
（多数抽選）
申し込み 往復はがきに郵便番号・住所・氏名
（ふりが

な）
・年齢・性別・電話番号と返信宛て先を記入して、
6月
30日（木）まで（消印有効）に中央公民館「オープンカ
レッジ担当」
ゆ〒273-0103鎌ケ谷市富岡1-1-3、
また
は中央公民館ホームページの申し込みフォームから
※申し込みフォームから送信後、3日以内に返信メー
ルが届かない場合は、お問い合わせください
※抽選結果は7月中旬に通知します
問中央公民館☎445・2012

中央公民館
ホームページ

内容

日時

講師

▶開講式
▶千葉の教育 〜知る人ぞ知る歴史教育のメッカ・千葉〜

8月6日
（土）
9時45分〜12時10分

大学専任講師の馬場大樹さん

▶地域活性化をサポートする公共施設の役割
〜公共図書館の取り組みを中心に〜

8月13日
（土）
10時〜12時

短大教授の齊藤誠一さん

▶誰かに話したくなる？！オリンピック・パラリンピック豆知識
〜東京2020のレガシーを巡る〜

8月20日
（土）
10時〜12時

短大准教授の清水洋生さん

▶アメリカの金融政策と日本経済
〜世界は金利で繋がっている〜

8月27日
（土）
10時〜12時

大学准教授の増田公一さん

9月3日
（土）
▶「ゼノフォビア（外国人排斥）」という社会問題
〜外国人とはだれのことかをめぐる南アフリカの歴史と現在〜 10時〜12時

大学専任講師の宗村敦子さん

▶情報セキュリティ入門
〜用心してもさけられないことはある〜

9月17日
（土）
10時〜12時

短大教授の江上邦博さん

▶房総庶民生活史の一側面
〜遊行上人応接にみる「接待」の論理〜

9月24日
（土）
10時〜12時

大学教授の菅根幸裕さん

▶「源氏物語『桐壺』」〜下敷きを織り交ぜながら読む〜
▶閉講式

10月1日
（土）
10時〜12時30分

短大教授の髙野浩さん

6 お知らせ
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主催6講座と講師派遣事業を紹介

かまがやまなびぃ大学
学部主催講座

「かまがやまなびぃ大学」
は、市役所の部局を大学の
学部に位置付けた生涯学習
システムです。

問まなびぃプラザ☎446・1111

市の各部局が六つの学部に分かれ、各種講座を開催します。
講座名

主な内容

実施時期

会場

担当課

ふれあい学部

知っておきたい相続税・贈与税

身近で気になる国税について、税務署職員が分かりやすく丁寧に説明し
ます。

4年7月〜11月

未定

課税課

くらし学部

（仮）わたしたちにできる地球温
暖化対策講座

地球温暖化の仕組みや現状、私たちができる温暖化対策について、ガイ
ダンスやクイズ等を交えながら楽しく理解し、実技や工作などの体験を
通して身近な環境について関心を深めます。

5年3月

未定

環境課

しあわせ学部

みんなで助かるまち鎌ケ谷をめ
ざして
鎌 ケ谷市避 難 行動要支援者避
難支援プランの概要

災害時に備え、地域が主体となった、避難行動要支援者に対する避難支
援の考え方について説明し、災害弱者への対応を広める。防災・減災につ
いても触れ、支援する側もされる側も少しでも被災程度を低く抑えられ
るようにします。

4年7月〜5年3月

総合福祉保健セン
ター

社会福祉課

高齢者のための交通安全教室

高齢者を対象に、交通安全についての会議を映像・講話及び実技により
行い、
交通安全に対しての理解を深めます。

4年8月〜5年3月

未定

道路河川管理課

はじめてのプログラミング

小学校で行われている実際のプログラミング教育を体験します。

未定

市内小学校

学校教育課

一般家庭における火災対策と併せ、地震や台風など自然災害への対策を
学び、防火・防災意識の向上を図ります。

4年11月26日(土)

消防本部 研修室

消防本部予防課

みらい学部
まなびぃ学部

あんしん学部

（仮）消防セミナー

講師派遣事業

市民の皆さんが主催者となり実施する学習会や研修会へ、市の職員を無料（教材費などは自己負担の場合あり）で派遣します。

対象 おおむね10人以上の市民団体、
市内の学校、

メニュー名

№

メニュー名

鎌ケ谷市避難行動要支援者
避難支援プランの概要

53

かまがやの生涯学習

市税のはなし

27

障がい者の支援制度

54

教育委員会の仕事

鎌ケ谷市総合基本計画の概要

28

３食３色バランスご飯

55

行財政改革の概要

29

糖尿病予防のはなし

56

6

鎌ケ谷市の財政状況

30

介護予防のはなし

57

7

新年度予算の概要

8

選挙のあらまし

31

歯と口の健康づくり
〜子どものむし歯予防〜

59

9

戸籍アラカルト（戸籍法解説等）

32

歯と口の健康づくり
〜歯周病予防と口臭予防〜

60

やってみよう軽スポーツ

61

見てみよう市立図書館

歯と口の健康づくり
〜いつまでもおいしく食べる〜

62

補導活動とその実態

63

見てみよう学習センター

2
3
4
5

広聴のあらまし

住民アラカルト
(住民基本台帳解説等)

10

33

まなびぃ学部

26

52

市役所の仕事

見てみよう

まなびぃプラザ

学校の理科教育

「特別の教科」道徳
かまがやの歴史と文化財

見てみよう国史跡
「下総小金中野牧跡」

国民健康保険制度の概要

12

国民健康保険保健事業の概要

34

13

国民年金の概要

35

生活習慣病予防のための食生活

14

後期高齢者医療制度の概要

36

高齢期からの食生活

15

家庭でできる地球温暖化防止対策

37

鎌ケ谷市の高齢者福祉

66

リサイクルできますよ

38

介護保険のはなし

68

火災予防の豆知識

これは何ごみ？ごみ分別ガイド

39

介護のしかた

69

見てみよう消防署

18

見てみよう
クリーンセンターしらさぎ

40

認知症について

41

いきいき子育て支援

19

見てみようリサイクルセンター

42

楽しい子育て
（健康編）

20

見てみよう アクアセンター
あじさい
（し尿処理場）

43

楽しい子育て
（あそび編）

44

なんだろう？発達障がい

16
17

「きらり鎌ケ谷体操」
講習

消費生活セミナー

45

社会福祉協議会の活動について

NPOについて

46

福祉体験

23

男女共同参画について
考えてみよう

47

24

防災対策１−２−３

49

25

鎌ケ谷市の防犯対策

50

48

みらい学部

21
22

64
65

あんしん学部

11

くらし学部

●№18・19＝クリーンセンターしらさぎ
☎443・5300
●№20＝アクアセンターあじさい☎443・
7497
●№61＝図書館☎443・4946
●№64・66〜69＝予防課☎444・3273ま
たは各消防署
（中央消防署☎444・3222／
くぬぎ山消防署☎442・1119／鎌ケ谷消
防署☎442・6119）
●№65＝警防課☎440・8125または各消
防署

№

メニュー名

1

しあわせ学部

次の番号の事業は、
各施設などに直接申し込みが必要です

№
ふれあい学部

幼稚園および企業などが行う学習会や研修会
※営利・政治・宗教活動を目的とした事業や、講師
派遣事業の目的に反する場合は派遣できません
派遣時間 9時〜21時のうち原則2時間以内
会場 市内の公共施設または、
これに準ずる施設
（自治会館など）
申し込み 講師派遣申請書に記入して、
派遣希望日
の30日前までにまなびぃプラザ窓口
※日程を調整し、後日申請者へ連絡します

応急手当講習

応急手当救命講習
（毎月第３土曜日実施）
消火器取り扱い講習（屋外）

下水道アラカルト
高齢者のための交通安全
鎌ケ谷市の都市計画
知っておきたい住まいの知識

地域の仲間と活動してみませんか？

栄養大学 食生活改善推進員養成講座

問健康増進課☎445・1546

令和5年度から食生活改善推進員（ヘルスメイト）として活動する人への「食・歯・運動・こころ」など、健康に関す
ることがわかる全8回の講座です。

ヘルスメイトとは？
内容 講義
「健康づくりに関すること、栄養の基礎知識」
対象 市内在住で、
6回以上出席できる人
日時 ●7月26日
（火） ●8月25日（木） ●9月28日（水） ●10月

26日（水） ●12月1日（木） ●5年1月13日（金） ●2月15日
（水） ●3月3日（金）の各10時〜11時45分（12月・2月は10時〜
14時15分のうち、2回に分けて実施）
場所 総合福祉保健センター 定員 24人
（申込先着順）
費用 テキスト代1,210円
（送料別）
申し込み 7月12日
（火）までに健康増進課☎445・1546

市民の健康づくりを支援するボ
ランティアで、栄養大学修了後に市
食生活改善協議会に入会し、市長
から委嘱を受けて活動します。
「私達の健康は私達の手で」を合
言葉に、料理教室や地域の祭りな
どで食を通じた健康づくりの啓発、
各年代に合わせた食育の推進、市
事業への協力をしています。

寄せられた善意
〜ありがとうございました〜
●合同会社HIYOTO芳和歯研か
ら感染症予防のために次亜塩素
酸水生成パウダー4,000袋を
（財政室）
●匿 名 の人 か ら 福 祉 のた め に
7,375円を
（市社会福祉協議会）
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らくしょう

楽笑トレーニングに取り組もう!

健 康・福 祉ボード

認知症早期発見・早期予防プロジェクト
問高齢者支援課☎445・1384

妊娠中にも歯科健診をうけましょう
〜無料健診のご案内〜

認知症予防に、
「頭と体のトレーニング」に参加してみませんか？
内容 作業療法士などが講師となり、
頭と体のトレーニングを行います
対象 市内在住で介護保険の認定を受けていない、
全日程参加できる65
歳〜74歳の人（年齢は、教室開催期間中が基準）
日時 7月9日〜9月24日の各
（土）14時〜16時（全12回）
場所 初富保健病院
定員 15人
（先着順）
服装 運動ができるもの
持ち物 飲み物、
タオル
注意 初回と最終日は頭と体の健康チェックを行います
申し込み 高齢者支援課☎445・1384

内妊婦歯科健診・結果説明
時7月14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
申健康増進課☎445・1394

全国大会で
優秀な成績を収めました
問文化・スポーツ課☎445・1531
2022 新体操 日本代表選考会
令和4年4月16日・17日に群馬県高崎アリーナで行われた大会で、優秀
な成績を収め、第18回アジアジュニア新体操選手権大会への出場が決定
しましたので、紹介します（敬称略）。
種目および結果
新体操 団体 第1位

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

中村心結（第五中3年）

問保険年金課☎445・1418

第31回全日本テコンドー選手権大会
令和4年3月21日に町田市総合体育館で行われた大会で、優秀な成績を
収めましたので、紹介します（敬称略）。
種目および結果
●組手の部 小学生女子 45kg級 優勝 重田柊香（第五中1年）
●組手の部 中学生男子 55kg級 優勝
型の部 中学〜一般 赤帯の部 優勝
特別賞 敢闘賞 ジュニア 坂本悠翔（第五中2年）
●組手の部 中学生男子 50kg級 優勝
型の部 中学生男子 黒帯の部 優勝
特別賞 最優秀選手賞 ジュニア 沖崎眞大（県立鎌ケ谷高等学校1年）
●組手の部 一般女子 60kg級 優勝
型の部 一般女子 二段〜四段の部 優勝
特別賞 技能賞 一般 坂本緩音（N高等学校3年）
●組手の部 一般女子 60kg級 準優勝
型の部 中学〜一般女子 一段の部 優勝 大蔵凜（県立船橋東高等学校
3年生）
●組手の部 一般男子 58kg級 優勝
型の部 一般男子 二段〜三段の部 優勝
特別賞 最優秀選手賞 一般 山ノ内蓮（大東文化大学1年）
●組手の部 一般男子 70kg級 優勝
型の部 一般男子 四段〜七段の部 優勝
特別賞 敢闘賞 一般 髙木浩二（T・K・KINGテコンドー道場代表）

元気な人も年に1回ヘルスチェック！

特定健診を受けましょう

特定健診
とは

問保険年金課☎445・1418

二つのお得
自己負担はなんと1,000円！
通常なら9,000円程度する検査項目を、
約1割の負担で受けることができます。
さらにお得！ワンコイン受診
前年度に市の特定健診を受けた人や今年度40歳になり初めて特定健診
の対象となる人は、
「 ワンコイン受診」の対象となり、自己負担額が500円
になります。
体の変化に気付ける！
生活習慣病は、症状を自覚した時にはすでに動脈硬化が進行しています。特
定健診は、自覚症状がない生活習慣病へのリスクが数値でわかります。

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。対象者は、令和3
年度特定健康診査において、一定の基準に該当する人です。
6月中旬に市からお知らせが届いた人は、治療のサポートとしてぜひ
ご活用ください。

【プログラム参加者の声】
●体重をここまで減らせたのは初めてのこと。担当者からの励ま
しやアドバイスがあったからです
●このプログラムに参加させていただき本当に良かったと思い
ます。この取り組みをもっと早く知りたかったです

糖尿病治療は進歩しており、
血糖コントロールを良
好に維持できれば、糖尿病ではない人と変わらない
生活を送ることが可能になってきました。
定期的に検
査を受け、適切な治療を継続することで、合併症（網
膜症、
神経障害、
腎症）
を予防していきましょう。
また、
より治療効果を高めるためには、適切な食事や運動
がとても重要です。
このプログラムに参加して、
自身に
あった取り組み方法を見つけていきましょう。

特定健診は40歳〜74歳の国民健康保険加入者（通院中の人を含む）を
対象に、年1回（受診期間は6月〜12月）医療機関で受けられる健診です。
対象者には受診券を送付しています。
国民健康保険加入者以外の人は、加入している健康保険組合などにご確
認ください。

通院している人もかかりつけ医に相談を
通院中で健診を受けていない人は、健診を受けている人よりも医療費
が約7倍高い傾向にあります。健診で新たな病気が見つかる場合もあるた
め、健診利用についてかかりつけ医に相談してみましょう。

職場健診を受けている人
市に結果を提出することで、健診後に行っている市の保健サービスが利
用できます。

案内が来た人は特定保健指導も受けましょう
特定健診の結果が一定の基準に該当し生活習慣病のリスクが疑われる
人を対象に、生活習慣の改善をサポートする特定保健指導の案内を送付し
ます。指導を受けた人には健康グッズをプレゼントします。

8
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きらり!ワンコイン＋(プラス) コンサート

山宮るり子 ハープ リサイタル
新進気鋭の若手ハーピストが奏でる美しい音色がきらりホールを優しく包みます。
内容 ニーノ・ロータ
「サラバンドとトッカータ」
ドビュッシー
「月の光」
スメタナ
「モルダゥ」 他
※楽曲は変更となる場合があります

き ら り！音 楽 の 宝 石 箱 6

第 10 回

上野耕平
サクソフォンリサイタル

テーマ「家族のこと」

「シルバー川柳」作品募集

鎌ケ谷市

応募句数 自作の未発表のもので1人1句まで
申し込み はがきに作品と、
住所・氏名・年齢・電話番号を記入し

て、
8月12日
（金）
まで
（必着）
に高齢者支援課ゆ〒273-0195／
ｆ443・2233、または市ホームページの高齢者支援課へ
のお問い合わせフォームから（作品は内容欄に入力）
市ホームページ

作品の展示など
応募作品は、敬老の日に合わせ市役所1階市民ホールと市ホームページ
で公表します。
また、
全応募作品をシルバー世代
（65歳以上）
の部と一般の部に分けて、
各部から最優秀作品を1点、
優秀作品を2点選出し、
表彰します。
※入賞作品については、
作者の氏名とともに市ホームページなどで公表します
※応募作品の一切の権利は市に帰属します

99 歳以上 の人へ

人生の節目を迎える皆さんの長寿を祝福して、
市から敬老祝金を贈呈しま
す。
対象者には6月中旬に案内通知を郵送します。
対象 88歳
（昭和8年9月2日〜9年9月1日生まれ）
の人、
および99歳以上
（大正
12年9月1日以前の生まれ）
の人
※令和4年9月1日
（木）
時点で住民基本台帳に3カ月以上記載されていること
問高齢者支援課☎445・1375

成人になると、一人で契約を結ぶことができ、父母の
親権に属さなくなります。
「新成人」は親の同意なく、携
帯電話やクレジットカード、ローンなどの契約ができる
ようになり、
住む場所や仕事なども自分の意思で決めら
れます。
10年有効のパスポート取得、
公認会計士や司法
書士の国家資格取得なども可能となりました。
飲酒、
喫煙、
公営ギャンブル
（競馬、
競輪など）
ができる
のはこれまでどおり20歳以上とされましたが、
「 新成
人」には多くの権利が付与されました。権利を得るとい
うことは責任や義務が伴い、未成年者に適用される保
護もなくなります。
成年年齢引き下げで懸念されるのは、
若者の消費者ト
ラブルの増加です。消費者トラブルの内容は様々です
が、市消費生活センターには時々、10代から副業サイ

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が
令和4年4月1日に施行され、全国で約230万人の18、
19歳が同日、
一斉に
「新成人」
となりました。
鎌ケ谷市で
も2014人の若者が大人の仲間入りをしました。
明治9年（1876年）に定められた「大人の定義」が約
140年ぶりに見直されたのは、社会の大きな変化に対
応するためです。少子高齢化が急激に進み、若い力に社
会を支えてもらう必要性が増しています。
世界的にみて
も18歳以上を大人とみる国が主流となっており、日本
も
「18歳成人」
に舵を切りました。

問高齢者支援課☎445・1375

対象 市内在住の人

贈呈します

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

申し込み きらりホール☎441・3377／窓口

テーマ「家族のこと」

長寿を祝福して 敬老祝金 を

二次元コードを読み取ることで接続できます

費用 800円

市では幅広い世代への 敬老意識の向上
を目指し、ユーモアとウイットに富んだシル
バー川柳を募集します。

「情熱大陸」
への出演で話題を集め、
世界が絶賛し魅了されたサク
ソフォン界の若き開拓者、
上野耕平がきらりホールに初登場！
内容 ●バッハ
「G線上のアリア」
●トマジ「バラード」
●ビゼー／山中惇史編曲「カルメン・ファンタジーforサクソフォン」
※楽曲は変更となる場合があります
日時 9月18日
（日）14時から（13時30分開場）
費用 ●一般＝3,000円
（友の会会員＝2,500円）
●中学生以下＝1,200円
（友の会会員＝1,000円）
その他 ●全席指定
●小学生以上入場可
●親子席に限り未就
学児入場可
（先着順）
申し込み きらりホール窓口／
☎441・3377

88歳

日時 7月10日
（日）
13時30分から
（13時開場）

ト、出会い系サイト、商品の定期購入などに関するトラ
ブルの苦情・相談が寄せられます。
民法では未成年者が親の同意なく結んだ契約を取り
消せる
「未成年者取消権」
を定めていますので、
これまで
はこの権利を使って無事解決できたケースもあります。
しかし、成人になれば権利がなくなります。
「新成人」を
ターゲットにした悪質商法の勧誘が懸念され、
「新成人」
となった人は特に注意が必要です。
もちろん、
消費者トラブルの被害にあうのは
「新成人」
に限りません。すべての年代が意識すべきです。令和3
年度の市消費生活センターへの苦情・相談は572件も
ありました。
「うまい話には気を付ける」
――。
「新成人」
とともに今
一度気を引き締めましょう。
（市魅力発信アドバイザー）

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 109,710人
（前月比+11）
男 54,073人 女 55,637人
世帯数
51,327世帯（前月比+108）
〔R4.5.1現在〕

