
問健康増進課☎445・1390

市ホームページ▶

予防のために、咳エチケット・手洗いを徹底しましょう！
新型コロナウイルスの対応については、変更する場合がありますので、最新情報は市ホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症にご注意を

２つの新サービス
　鎌ケ谷市では、高齢者・障がい者

などの皆さんにとって、さらに暮ら

しやすい街を目指して、令和2年度

から次の新しい事業を開始します。

自宅の前まで、ごみ収集にうかがいます

　自分でごみを出すことが困難で、他の人からの支援を受けることができない高齢

者や障がい者などに対して、戸別にごみ収集を行い、負担や不安などを軽減するとと

もに、安否確認も併せて行う「鎌ケ谷市ふれあい収集事業」を実施します。

事業内容
　利用者は、指定された日に、分別して袋詰めしたごみ袋を、ふれあい収集専用袋に

入れて玄関前などに出します。その後、市の委託業者が戸別に収集を行います。

※利用者の費用負担なし

※ふれあい収集専用袋は、市から利用者に配布

▶ 対象者
　市内在住のひとり暮らしで、ごみ出しをすることが困難な、次のいずれかの条件に

該当する人、または同居者全員が次のいずれかの条件に該当する人

●65歳以上で要介護1〜5に認定されている

●身体障害者手帳1・2級を持っている

●身体障害者手帳3級を持っていて視覚障害または肢体不自由である

●精神障害者保健福祉手帳1級を持っている

●療育手帳を持っていて、重度以上の判定を受けている

▶ 収集するごみ

※粗大ごみは対象外

※収集日は、地域やごみの種類ごとに指定します

※祝日・年末年始は、原則収集を行いません

申し込み
　本人または代理者（親族、本人が認めた者）が、クリーン推進課窓口（市役所１階）に

次の書類を提出してください。後日、市の担当職員が本人と面談し、利用を決定します。

▶ 提出書類
◆利用申込書　◆申し込みに係る同意書

◆介護保険被保険者証・障害者手帳などの写し、または原本の提示

図書館をもっと身近に

　誰もが利用できる図書館を目指して、障がい

などを理由に図書館に行くことが困難な人の

利便性向上を図るため、「図書等郵送・宅配サー

ビス」を4月1日（水）から開始します。

郵送サービス
　デイジー図書、朗読CD、朗読カセットなどを

視覚障がいのある人に郵送で届けるサービスです。

※利用者の費用負担なし

▶ 対象者
　市内在住で、身体障害者手帳（視覚障害1級〜

3級）を持っている人

宅配サービス
　図書館職員が利用者の自宅などに、図書など

の資料を無料で直接届けるサービスです。

▶ 対象者
　市内在住で、次のいずれかの条件に該当する人

●要介護1〜5に認定されている

●身体障害者手帳1・2級を持っている

●身体障害者手帳3級を持っていて視覚障害ま

　たは肢体不自由である

●精神障害者保健福祉手帳1級を持っている

●療育手帳を持っていて、重度以上の判定を受

　けている

▶ 宅配日
　毎週（水）の午後

※休館日、(祝)を除く

　　　　　　申し込み
　サービスを利用するには、障がい者サービス

の登録が必要です。登録について詳しくは、図

書館にお問い合わせください。

ごみ収集車

にとって より暮らしやすい へ

問クリーン推進課☎445・1223
問図書館本館☎443・4946

●燃やすごみ 週2回 回収

 
月2回 回収

●プラスチック製容器包装類

●燃やさないごみ

●資源になるもの

●ペットボトル

4月1日から受け付け、10月1日から収集スタート 4月1日からスタート

その2 図書等郵送・宅配サービスその１ ふれあい収集事業

感染予防に関すること、症状出現時の対応など
　千葉県の電話相談☎0570・200・613（24時間）
※電話番号が新しくなりました。古いものは使用できません
国の取り組みや状況、関連法律、感染予防など
　厚生労働省の電話相談☎0120・565653（9時〜21時）

帰国者・接触者相談センター
　習志野健康福祉センター
　☎475・5154／ｆ475・5122

市の取り組みや状況、感染予防など
　市健康増進課☎445・1390
　※（土）・（日）・(祝)を除く8時30分〜17時

新型コロナウイルス感染症が疑われる人へ その他の相談窓口

令和2年度から始まる

市内公共施設の休館期間を延長します。詳しくは、7ページ「市内公共施設の休館について」をご覧ください。

1
児童センターで子育て仲間をつくりましょう！…3　　高齢者肺炎球菌予防接種…6　　さかなクンのギョギョっとびっくりお魚教室…8　　元気っ子ゼミナール参加者 募集…8主な内容
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公募型プロポーザルを実施します
次期「（仮称）鎌ケ谷市協働推進計画」

ライトブルー賞を受賞！
子ども会活動の活性化に尽力

　平成27年9月に策定した「鎌ケ谷市 市民との協働戦略プラン（改訂版）」の

計画期間が令和２年度に終了するため、次期計画の策定を目的として、公募

型プロポーザル方式により同計画策定委託業者を選定します。

募集要項などの配布

　4月1日（水）から15日（水）12時までに市民活動推進課窓口（市役所１階）

および市ホームページで配布します。

※4月15日までに、市民活動推進課窓口またはEメールでの申請様式一式の

　請求が必要です
その他詳しくはお問い合わせください

問市民活動推進課☎445・1274

4月から市の組織が一部変わりました

鎌ケ谷市スローガン

　千葉県は、昨年1年間の交通事故での死者数が172人となり、前年から14人

減少しましたが、全国ワースト1位でした。

　交通事故は、夕暮れ時や夜間・明け方の道路横断中に多く発生します。対策と

して、歩行者の皆さんは、明るい服装や反射材を身に着けると効果的です。ドラ

イバーの皆さんは、横断歩道のある場所では歩行者が優先であることを再認識

し、思いやりのある運転をお願いします。

　また、入学シーズンを迎え、子どもの交通事故が

増えることが懸念されます。道路に飛び出さない、

信号を守る、横断歩道を正しく渡るなど、交通ルー

ルやマナーについて家庭で子どもと一緒に話し合い

ましょう。

　近年、自転車運転中の交通事故が増加傾向にあり、中でも交通ルールやマ

ナーを無視した事故が目立ちます。車道の左側通行など、自転車通行ルールを

守るとともに、携帯電話・スマートフォンやヘッドホン、傘を使用しながらの危

険な運転はしないようにしましょう。

　また、認知機能の低下などにより、高齢者が加害

者となる自動車事故が問題となっています。運転に

不安がある場合は、運転免許証の自主返納を考え

ましょう。

街の美化活動に尽力

　ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体に登録し、年間4回以上の

清掃活動を3年以上行った2団体と、長年にわたり地域の環境美化活動を

行った個人に感謝状が贈られました。

問クリーン推進課☎445・1223

　善意や親切心に基づく善行を広く顕彰

し、その活動を称える「ライトブルー賞」の

表彰式が2月8日に行われ、市子ども会

育成会連絡協議会の細井和美さんが受

賞しました。

　細井さんは、平成元年から子ども会活

動の活性化に尽力してきました。

問生涯学習推進課☎498・6101
受賞した細井和美さん

華の路
代表 鹿又 安夫さん

北初富第一自治会
会長 尾　　さん 並木 　さん

持ち物
連絡先

返還場所

　「ちょっとの時間だから」「１台だけなら」「スペースがあるから」と駅

周辺に放置された自転車などは、人や緊急車両の通行を妨げ、迷惑と

なります。

　市では、市内6駅周辺に自転車等放置禁止区域を定め、条例に基づき

放置自転車などを撤去・移送します。

自転車等放置禁止区域

●新鎌ケ谷駅＝新鎌ケ谷１〜４丁目および北口付近を中心に半径300ｍ以内

●鎌ケ谷駅＝駅を中心に半径300ｍ以内

●くぬぎ山・北初富・初富・鎌ケ谷大仏駅＝駅を中心に半径200m以内

撤去された自転車の返還

　　　　市自転車等保管場所（市制記念公園入口脇）

　　　　●（火）・（木）＝10時〜19時　●（日）＝9時〜15時

　　　 ※（祝）、8月12日〜16日を除く

　　　☎090・1463・6656（返還日時のみ）

　　　●住所・氏名が確認できるもの（免許証・保険証・学生証など）

　　　●自転車または原動機付自転車の鍵

　　　●移送・保管手数料（自転車2,000円、原動機付自転車3,000円）

駅周辺の放置自転車などは
撤去・移送します
問道路河川管理課☎445・1457

返還日時

団体・個人へ感謝状を贈呈

思いやり ゾーン30 守ってね

春の全国交通安全運動
4月6日
〜
15日

月

水

問道路河川管理課☎445・1457

交通安全は一人一人の心掛けから

「高齢ドライバーによる自動車事故」が問題になっています

カイヅカイブキ スカイロケット

名産の梨を赤星病から
守りましょう

市内ではビャクシン類の植栽は禁止されています

　鎌ケ谷市は県内屈指の梨の産地として知られ、品質も栽培農家の努力

により全国的に高い評価を得ています。しかし、梨は病害虫に弱く、特に

赤星病が発生すると壊滅的な被害を受けてしまいます。

市内全域でのビャクシン類の植栽・保有を禁止しています

　ビャクシン類が梨園の半径約2km以内にあると、必ずといってよいほ

ど赤星病にかかります。赤星病にかかると、梨の葉が次第に枯れていき、

実の成育に影響を及ぼしてしまいます。

主なビャクシン類

ハイネズ・カイヅカイブキ・タマイ

ブキ・シンパク・スカイロケット・

一部のコニファーなど

問農業振興課☎445・1233

問人事室☎445・1057

ビャクシン類

梨

3・4月の雨風で感染

増殖

6・7月に胞子で感染

越冬・増殖

「自転車のながら運転」や

　市では、4月1日から行政組織の一部を次のとおり改正しました。

市民生活部　保険年金課
▷国保給付係の名称を国民健康保険係に変更

▷保険料係の名称を保険料収納係に変更

生涯学習部　文化・スポーツ課　市民会館
▷市民会館を文化・スポーツ課に統合

ちから
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　同世代の子どもがいるお父さん・お母さん同士で、友達になりませんか？

　下表のサロン・つどいの広場では、親子で遊びながら子育てのこつやちょっとし

た悩みを保護者同士で情報交換できます。また、各センターには保育士や子育て

アドバイザーがいるので、子育てや子どもの成長に関する相談もできます。

　いずれも、開催時間内の入退場は自由です。気軽に遊びに来てください。

※新型コロナウイルス感染症に関連して、各児童センターでの4月中のサロン・つ

　どいの広場は実施しません。今後の実施状況について詳しくは、市ホームページ

　または、子育て子育ち応援サイト「かまっこ応援団」で確認するか、各児童セン

　ターへお問い合わせください

※駐車場については、各センターにお問い合わせください

　市内の地域で抱える課題解決のために、公益活動団体が実

施する活動に対し、補助金を交付します。

　　団体構成員が5人以上で、市内に活動場所または事務所

などを有する団体

※市民活動推進センターへの団体登録が必要です

　　　　書類審査・ヒアリング

　　　　市民活動推進課へ相談の上、6月1日（月）までに同課

窓口（市役所１階）へ必要書類を持参

　　　詳しくは、市民活動推進課窓口および市ホームページで

配布する募集要項を参照

問市民活動推進課☎445・1274 　産後の「育児不安」「体調不良」「支援者がいない」などで育児に不安がある人

を対象に「宿泊型産後ケア事業」を行っています。

　指定医療機関で宿泊をしながら、お母さんの身体のケアや赤ちゃんの育児

指導が受けられます。

※粟野児童センターは６月３０（火）まで休館となるため、他の施設で実施します。詳しくは、子育て

　子育ち応援サイト「かまっこ応援団」や、児童センターだよりをご覧ください

毎週（火）・（水）・（木）9：30〜15：00

年11回９：30〜14：30

年6回10：00〜11：20

南児童センター

南部公民館

南児童センター
もこもこ

サロン

つどいの

広場

平成31年4月2日

以降生まれ

乳幼児

対 象 日 時 場 所

南児童センター  ☎438・5040

毎週（火）・（水）・（木）9：30〜15：00

毎月第3（金）10：00〜11:30
平成31年4月2日

以降生まれ

中央児童センター
ぶどう

サロン

つどいの

広場
乳幼児

対 象 日 時 場 所

中央児童センター  ☎444・0144

毎月第1〜4（金）9：30〜11：30

毎月第4（水）9：30〜11：30

年4回10：00〜11：30

第二中学校

コミュニティルーム

道野辺中央

コミュニティセンター

鎌ケ谷

コミュニティセンター

鎌コミ

サロン

道コミ

サロン

二中

サロン

未就園児

乳幼児

乳幼児

対 象 日 時 場 所

くぬぎ山児童センター  ☎047・389・1401

毎週（火）・（水）・（木）9:30〜15:00

毎月第3（木）10：00〜11：30

年4回第2（木）10:00〜11:30

くぬぎ山

児童センター

とことこ

サロン

ベビー

サロン

つどいの

広場

平成30年4月2日〜

31年4月1日生まれ

平成31年4月2日

以降生まれ

乳幼児

対 象 日 時 場 所

毎週（火）・（水）・（金）9:30〜15:00

年10回（木）10:00〜11:30

年6回（木）10:00〜11:30

北中沢

児童センターとことこ

サロン

赤ちゃん

サロン

つどいの

広場

平成30年4月2日〜

31年4月1日生まれ

年5回（木）10:00〜11:30
双子

サロン
双子の乳幼児

平成31年4月2日

以降生まれ

乳幼児

対 象 日 時 場 所

北中沢児童センター  ☎442・2011

毎週（月）・（水）・（金）9:30〜15:00

月1回（木）10：00〜11：30

毎月第2（土）10:00〜11:30

粟野

児童センター

パパ

サロン

すくすく

サロン

つどいの

広場

乳幼児と父親

平成31年4月2日

以降生まれ

乳幼児

対 象 日 時 場 所

粟野児童センター  ☎441・7066

頑張る市民公益活動団体に
補助します！ 問健康増進課☎445・1393

宿泊をしながら

子育て支援を受けられます

対象

対象

場所
費用

申し込み
審査方法

その他

補助額
補助額

出産後の不安を

安心に

受けられるサービス

●産婦へのケア（母体の休息、健康状態のチェック、心身のケア）

●乳児へのケア（健康状態・体重・栄養のチェック）

●育児相談・授乳指導・沐浴指導など

2年度　市民活動応援補助事業を募集

単独事業型

　団体単独で実施する事

業へ支援します。

　　　対象経費の80%

以内（上限30万円）

協働事業型

　他の団体・自治会・市な

どと協働して実施する事

業へ支援します。

　　　対象経費の80%

以内（上限50万円）

宿泊型産後ケア事業

　　次の全ての条件に該当する産婦と乳児

●鎌ケ谷市民で、産後4カ月未満である

●家族から産後の援助を受けられない

●育児に対する不安が強く、支援が必要である

※感染症にかかっている場合や、医療的ケアが必要な場合は利用できません

　　市内・近隣市の指定医療機関（詳しくはお問い合わせください）

　　１泊2日で6,000円（1日追加につき3,000円加算。多胎児の場合、1人

追加につき1日400円加算）

※非課税世帯は半額、生活保護世帯は無料

子育て支援センター  ☎441・8905
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夏休みの
思い出に

図書館ボード図書館ボード

　市役所での各種手続き・サービスなどの行政
情報や、施設案内などの情報をまとめた冊子「か
まがや暮らしのガイド2020」を3月中に市内全
世帯にポスティングでお届けしました。
　届いていない場合は、ご連絡ください。

「かまがや暮らしのガイド」を
市内全世帯にお届けしました

問広報広聴室☎445・1088

　赤ちゃんの時から本への関心を呼び覚まし、その後の読書活動につなげ

ていくため、利用登録をする際に次の4点の登録セットをお渡ししています。

●利用者カード（ベビーぶっくまシール付き）

●としょかんパスポート（読書やおはなし会の記録など

　を記入できます）

●赤ちゃんがいる人向け利用案内

●赤ちゃん絵本リスト

対2歳以下の子ども（隣接5市を含む）

所図書館本館・分館

問図書館本館☎443・4946

赤ちゃんだって図書館の利用者カードを作れます！
〜赤ちゃん登録セットをプレゼント〜

　要介護状態の家族を自宅で介護している皆さん、悩みを相談できる人が身

近にいなくて困っていませんか？「介護者のつどい」では、リフレッシュや仲間

づくり、情報交換ができます。

　また、看護師による血圧測定や、健康相談も行っています。

　　　　市社会福祉協議会☎444・2231

問高齢者支援課☎445・1384

在宅介護のリフレッシュに参加してみませんか？
介護者のつどい

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●石神市太郎さんから福祉のために300,000円を

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉のために12,210円を

●全建総連千葉建設労働組合鎌ケ谷支部から福祉のために

　20,000円を

●ファイターズＯＢ会から福祉のために50,000円を

（市社会福祉協議会）

　十勝平野のど真ん中、北海道士幌町(しほろ

ちょう)でホームステイ、農業・酪農体験をしてみ

ませんか。ワクワクする楽しいプログラムで、夏休

みの思い出をつくりましょう！

　　右表参照

　　市内在住・在学の小学校5年生〜中学生で、

準備研修・反省会を含めた全ての日程に参加でき

る人

　　20人（多数抽選。参加経験のない人を優先）

　　●小学生＝40,000円　●中学生＝45,000円

※いずれも、交通費・宿泊費・食費を含む

外国語講座　開講のお知らせ

北海道でホームステイしよう北海道でホームステイしよう!!

子ども英会話講座「スマイリーキッズ」

　　小学生

　　5月23日〜3年3月13日の各（土）

（全30回）

●低学年クラス＝9時30分〜10時20分

●中学年クラス＝10時30分〜11時20分

●高学年クラス＝11時30分〜12時20分

　　まなびぃプラザ

　　各クラス15人程度（多数抽選）

　　年間24,000円（会員割引あり。テキ

スト代・保険代など別途）

　　　　　「スマイリーキッズ申し込み」

と住所・氏名（ふりがな）・学校名・電話番

号、保護者の電話番号・Eメールアドレス・

会員番号（会員の場合）

　　　　4月18日（土）まで（必着）

対象

場所
定員
費用

日時

申込記入事項

申込締切

申込記入事項

申込締切

申込記入事項

申込締切

申し込み

外国語研修講座

　　下表参照（いずれも全30回）

　　高校生以上　　　各20人（多数抽選）

　　各年間24,000円（会員割引あり。テキスト代別途）

　　　　 　希望する講座名と住所・氏名（ふりがな）・電話番号・

Eメールアドレス・会員番号（会員の場合）

　　　　4月18日（土）まで（必着）

　　　併願の場合は、第1・第2希望を記入

対象
日程

Progress English講座

　　働きながら学ぶ人や学生のための中

級講座

　　5月22日〜3年3月12日の原則月2

回（金）19時15分〜20時45分（全20回）

　　まなびぃプラザ

　　15人（多数抽選）

　　年間20,000円（会員割引あり。テキ

スト代など別途）

　　　　　「Progress English申し

込み」と住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話

番号・Eメールアドレス・会員番号（会員の

場合）

　　　　5月2日（土）まで（必着）

場所
定員
費用 その他

定員
費用日時

内容

※:詳しい日程表は受講決定者に通知します

講座名

英語初級

英語中級

韓国語入門

韓国語会話

中国語入門

中国語中級

日 時※

5月19日〜3年3月9日の各(火)13時〜14時30分

5月19日〜3年3月9日の各(火)14時40分〜16時10分

5月19日〜3年3月9日の各(火)9時〜10時30分

5月19日〜3年3月9日の各(火)10時30分〜12時

5月11日〜3年3月8日の各(月)9時〜10時30分

5月11日〜3年3月8日の各(月)10時30分〜12時

場 所

まなびぃ
プラザ

中央
公民館

内 容

軽体操・茶話会

バスハイク

パラリンピック競技「ボッチャ」体験

手工芸①・茶話会

調理実習

防災に備えての話

手工芸②

クリスマス会

ニューイヤーコンサート

手工芸③・茶話会

健康づくりの話

日 時

5月15日（金）10時〜12時

6月24日（水）10時〜15時ごろ（雨天決行）

7月13日（月）10時〜12時

8月20日（木）10時〜12時

9月11日（金）10時〜14時

10月26日（月）10時〜12時

11月26日（木）10時〜12時

12月15日（火）10時〜14時

3年1月21日（木）10時〜14時

2月19日（金）10時〜12時

3月16日（火）10時~12時

共通事項

　　定員に満たない講座は中止になる場合があります

　　　　往復はがきに返信宛先と、希望する講座の「申込記入事項」を記入

して、市国際交流協会ゆ〒273-0101富岡1-1-3

問市国際交流協会☎442・1860／ｆ442・1851／ｍmain@kifa.gr.jp

注意

申し込み

鎌ケ谷市

国際交流協会

対象
日程

定員
費用

注意

申し込み

日にち 内容など

7月11日（土）
　　18日（土）

8月 8日（土）

8月 9日（日）

8月10日（月）

8月11日（火）

8月22日（土)

市役所出発→とかち帯広空港→工場見学

準備研修(9時〜12時30分)

反省会(9時〜15時)

農業・酪農体験、ホームステイ先との

交流

十勝観光→とかち帯広空港→市役所到着

ホ
ー
ム
ス
テ
イ

　　定員を満たさず、事業を中止する場合あり

　　　参加者には、令和3年の夏に予定している、士幌町の

小学生の鎌ケ谷訪問時に、ホストファミリーをお願いする

場合があります

　　　　住所・氏名（本人と保護者）・電話番号・性別・学校

名・学年を記入して、4月28日（火）17時まで（必着）に生

涯学習推進課ｍsyougaku@city.kamagaya.chiba.jp

※送信後、（土）・（日）・（祝）を除いて3日以上経っても受信

　確認メールが届かない場合は、お問い合わ

　せください

その他

メール

問生涯学習推進課☎498・6101
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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
電話de詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を！



　　　　　  　 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

　所有する土地や家屋の評価が適正

であるかを判断するため、土地価格等

縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿

を閲覧できます。

対市内にある土地・家屋の固定資産税

納税者

　　　　4月30日（木）まで

　　　　課税課窓口（市役所2階）

持●本人確認書類（運転免許証、縦覧

　　の対象となる納税通知書など）

　●印鑑

　●委任状（委任を受けた場合）

　●メモ用紙など

注プライバシー保護の観点から、所有

資産以外の評価内容については説明

しません

問同課☎445･1104／☎445･1105

2年度 固定資産税の縦覧

縦覧期間
縦覧場所

慰霊先

　市では、市税・使用料・手数料などの

収納業務を次の事業者に委託してい

ます（【　】内は担当課）。

収納業務の委託先

●市税（固定資産税・都市計画税、軽自

　動車税、個人市・県民税(普通徴収)）・

　国民健康保険料(普通徴収)・後期高

　齢者医療保険料(普通徴収)・介護

　保険料(普通徴収)＝（株）NTTデータ

　【収税課・保険年金課・高齢者支援課】

●し尿処理手数料＝鎌ケ谷市清掃事

　業協同組合【クリーン推進課】

●病後児保育利用料＝（医）沖縄徳洲会

　【幼児保育課】

●放置自転車等移送保管手数料＝常

　陸警備保障（株）【道路河川管理課】

●下水道使用料（未収分）＝ニッテレ

　債権回収（株）、ＮＴＳ総合弁護士法人

　【下水道課】

2年度 市税などの収納業務委託先

　一般国道464号北千葉道路（市川

市〜船橋市）に係る環境影響評価準備

書の審議について傍聴できます。

時4月9日（木）9時〜11時

所総合福祉保健センター4階

定5人（申込先着順）

申環境課☎445・1227

第1回鎌ケ谷市環境審議会の傍聴情報ひろば
対慰霊巡拝を行う戦域における戦没

者の配偶者・父母・子・兄弟姉妹などで

原則80歳以下の人

　　　●旧ソ連（ハバロフスク地方、イ

ルクーツク州、沿海地方）　●中国東

北地方（旧満州地区全域）　●南方

（東部ニューギニア、硫黄島、フィリピ

ン）など

問県健康福祉指導課☎043・223・

2337

2年度 慰霊巡拝

　鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュ

ニティセンターの4月1日からの指定

管理者は引き続き、（公社）鎌ケ谷市シ

ルバー人材センターです。

問市民活動推進課☎445・1252

コミュニティセンター指定管理者が決定

支給額

　前回、市で手続きをした受給者へ

は、準備が整い次第、市から案内通知

を送付します。案内通知が届いたら、

手続きをしてください。

※前回、他市で手続きをしてその後

　市内に転入した人は、お問い合わせ

　ください

対戦没者などの死亡当時の遺族のう

ち2年4月1日現在で年金給付の受給

権者がいない人で、先順位の遺族1人

　　　25万円（5年償還の記名国債）

問社会福祉課☎445・1286

第11回戦没者遺族の特別弔慰金
〜案内通知が届いたら手続きを〜

時4月29日（水）13時〜16時（12時

から受け付け）

所京成ホテルミラマーレ（千葉市）

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

第1回 福祉のしごと就職フェア・
inちば

▶まいにち英語で話そう会
身近な話題で外国人の先生と英会話。対高校生以

上時4月18日・25日の各（土）19時〜21時所東部

学習センター定12人（申込先着順）申シンプルライ

フ 西川☎090・7811・7783

▶歌の花束in鎌ケ谷
さまざまなジャンルの歌を一緒に歌います。時4月

24日（金）10時30分〜12時（10時開場）所中央公

民館定70人（当日先着順）費500円問同団体 村田

☎090・3452・6557

▶皇風煎茶禮式 香煎会
煎茶。対初心者時第2・4（木）9時30分〜12時30

分所鎌ケ谷コミュニティセンター定 2〜4人

月2,500円年2,000〜3,000円申12時〜16時・

19時以降に古山☎444・6961

▶梨香会
書道。対小学生〜高校生時第1〜3（土）13時〜16時

所東部学習センター定若干名月3,000円申田中

☎090・4549・1257

催し

出店料

出店料

その他

開催日時

出店時間

申込締切
募集区画

申込締切

　　　　5月24日、6月28日、10月25日、11月22日、3年3月28日

の各（日）10時〜15時（予定）

　　　　15区画　　　　日額500円

　　　　希望する開催日の10日前まで（必着）

　小売業の他、飲食業などの出店もできます。

　　　　10時〜22時（年末年始を除く）

　　　●月額18,000円　●日額1,500円　※お試し出店無料（1回）

　　　　希望する出店日の15日前まで（必着）

　新鎌ケ谷駅近くのイベント広場「しんかまにぎわい広場」では、定期

的にフリーマーケットを開催しています。初心者大歓迎♪気軽に出店

してみませんか？

464新京成線　　　　
　
　

交番

しんかま
にぎわい広場

北総線新
鎌
ケ
谷
駅

↑

ショッピング
センター

ショッピング
センター

「しんかまにぎわい広場」

出店者募集中！

申し込み

共通事項

フリーマーケット出店年５回開催年５回開催

店舗出店通年開催

お知らせ・相談

市ホーム
 ページ

▶THE歌声喫茶
日本の叙情歌、世界の愛唱歌などを一緒に歌いま

す。時4月19日（日）14時〜16時（13時30分開場）

所中央公民館定70人（当日先着順）費飲み物代な

ど500円問同団体 梅田☎442・2762

▶絵画の会「彩」作品展
時4月16日（木）〜22日（水）（初日は10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

問絵画の会 彩 伊藤☎401・7982

▶オレンジサークルカフェ
歓談、会食、宿題の手伝い。対高齢者、小・中学生

時4月18日、5月16日、6月20日の各（土）11時30

分〜20時30分所コミュニティハウスここからいっ

ぽ（鎌ケ谷）定各10人（申込先着順）費200円申フ

ロンティア未来2025 高田☎080・9396・0518

▶ふじペン習字サークル
対成人時第1・3（火）14時〜16時所東部学習セン

ター定若干名入1,000円月2,500円申石川

☎444・6547

▶鎌ケ谷市絵画同好会
上級者による指導、野外写生有り。対初心者歓迎

時第1・4（月）、第3（日）各10時〜14時所中央公民

館定3人月700円年8,000円申小林☎442・

2511

▶鎌ケ谷ハイキング会
山歩き。時月2〜3回定10人程度年1,000円費保

険料など年額1,850円他定例会議は第1（土）10

時〜12時に中央公民館で実施申斉藤☎445・9321

▶太極拳中央
時毎週（月）13時30分〜15時30分所中央公民館

定若干名月2,000円申芳野☎446・5652

▶鎌ケ谷将棋クラブ天狗会
時毎週（火）13時〜17時所南部公民館定10人

費1回100円申伊藤☎080・5527・0756

場所　　新鎌ケ谷2-12-7

　　　詳しくは、市ホームページの

募集要項をご覧ください

　　　　商工振興課窓口（市役所2

階）および市ホームページで配布し

ている申込書類に記入して、商工振

興課ゆ〒273-0195／窓口

新鎌ケ谷駅から
徒歩１分

会員募集

問商工振興課☎445・1240
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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



!

　花の解説を聞きながら、粟野の森を

散策します。

時4月18日（土）9時30分粟野コミュ

ニティセンター集合〜12時（雨天時は

19日(日)）

定20人（申込先着順）　

費100円

申粟野の森の会 小出☎090・6309・

4379

春の植物観察会

対市内在住・在勤の人で構成された

チーム

時4月19日（日）8時30分から（予備

日は26日（日））

所東野少年野球場

費1チーム3,000円（当日持参）

他抽選会については未定

申4月10日（金）17時までに、文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）（申込時に、

チーム名、全員の住所・氏名・電話番

号・背番号を記入）

問レディースソフトボール連盟 瀬間

☎090・5800・7536

市民ソフトボール大会（一般女子）

対市内在住・在勤の人（高校生可）で構

成されたチーム

時5月3日（日）・10日（日）（予備日は6

月14日（日））

所東野少年野球場　費1チーム3,000円

他代表者は4月18日（土）19時から東

初富公民館で行う抽選会に要出席

申4月10日（金）17時までに参加費を

持参して、文化・スポーツ課窓口（市役

所5階）（申込時に、チーム名、全員の

住所・氏名・電話番号・背番号を記入）

問一般男子ソフトボール連盟 酢崎

☎090・3523・7585

市民ソフトボール大会（一般男子）
対小学校4年生以上で市内在住の人

時5月10日・24日、6月7日の各（日）9

時〜12時（予定。1回から参加可）

所福太郎テニスコート

費1回200円（保険料を含む。当日持参）

他ラケットの貸し出し可

申4月24日（金）までに文化・スポーツ

課☎445・1531

問雨天時の実施可否については、市ソ

フトテニス連盟 小山☎090・1540・

3138

ソフトテニス初心者講習会

　子ども連れからお年寄り、日頃介護

している人など、気軽に立ち寄って

リフレッシュしませんか？

時4月21日、5月19日、6月16日、7月

21日、8月18日、9月15日の各（火）

10時〜15時

所中央公民館　

費1回100円

問中央地区社会福祉協議会☎・ｆ442・

5145（留守番電話可）

中央地区社協のふれあいサロン
〜地域で、ほっとできる場所〜

イベント

スポーツ

医療機関

あおぞらファミリークリニック（鎌ケ谷）

秋元病院(初富)

アクロスモール新鎌ケ谷クリニック

いそのクリニック(南鎌ケ谷)

飯ヶ谷内科クリニック(東道野辺)

石川整形外科クリニック(道野辺中央)

大石内科胃腸科医院(東初富)

片桐内科医院(道野辺)

かのう内科クリニック(道野辺中央)

かまがや在宅診療所(道野辺本町)

かまがや診療所(東中沢)

鎌ケ谷整形外科・内科(南初富)

鎌ケ谷総合病院(初富)

鎌ケ谷メディカルクリニック(初富)

くぬぎ山内科医院

くぬぎ山ファミリークリニック

電話番号

401・2351

446・8100

401・1171

498・5500

445・8881

441・8818

498・5700

446・2000

446・7122

436・8300

446・3611

444・2236

498・8111

401・8282

047・388・5931

047・712・1511

医療機関

さいきクリニック（東道野辺）

庄司内科医院(富岡)

白戸胃腸科外科(初富)

新鎌ケ谷駅前クリニック

新鎌ケ谷北口クリニック

仁愛医院(道野辺中央)

第２北総病院(初富)

東邦鎌谷病院(粟野)

中川内科胃腸科クリニック(道野辺本町)

のむらファミリークリニック(新鎌ケ谷)

初富内科医院(初富本町)

初富保健病院

原沢外科内科整形外科(鎌ケ谷)

まこと医院(東道野辺)

三田医院(右京塚)

みちのべクリニック(東道野辺)

道野辺診療所

電話番号

439・3929

445・9855

445・8001

441・3336

401・3376

442・0515

445・5552

445・6411

498・6661

401・3611

468・8103

442・0811

443・8226

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

高齢者  肺炎球菌  予防接種

　　過去に23価肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことが

なく、次のいずれかに該当する市民

①昭和31年4月1日以前生まれ

②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の疾患また

　はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがあり、

　このいずれかで身体障害者手帳1級を所持している人

　　　　右表参照

※やむを得ない事情で他の医療機関で接種を希望する人は

　お問い合わせください

　　2,000円（生活保護世帯に属する人は無料）

　　　　①＝すでに市から送付している個別通知をご覧くだ

　　　　　　さい

　　　　②＝個別通知をしていないため、お問い合わせくだ

　　　　　　さい

接種場所

接種方法

対象

費用

問●診療時間・予約など＝各医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390
65歳以上で未接種の人が対象

利

利

：利用者のみ利

　40歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者を対象

に、特定健康診査などの代わりに受検した人間ドックなどの自己負担額

の2分の１（上限15,000円）を助成します（年齢は3年3月末時点）。

　　　　6月1日〜12月31日に受ける人間ドック

　　●助成には、特定健康診査などの項目に加え、貧血検査、心電図検査、

　　　胸部エックス線検査が検査項目に含まれている必要があります

　　●検査項目にがん検診（胸部・胃・大腸・乳・子宮）が含まれる場合は、

　　　健康増進課が実施する各種健診と重複しないよう、調整をお願い

　　　します

　　　　5月15日（金）から受け付け

※詳しくは、広報かまがや5月15日号（予定）をご覧ください

問●国民健康保険加入者＝保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者医療制度加入者＝保険年金課☎445・1207

　●がん検診について＝健康増進課☎445・1390

人間ドックなどの費用を助成します
令和
2年度

6月1日以降に受検した人間ドックなどが対象

注意
助成対象

申し込み

犬のしつけ方教室

時①基礎講座＝4月7日（火）、5月12

　　日（火）、6月9日（火）・20日（土）

　②実技講座＝4月22日（水）、5月27

　　日（水）、6月24日（水）

費②のみ1回3,000円

県動物愛護センターの教室・催し

ペットの飼い方講座

時6月20日（土）

成犬・成猫の譲渡会

時4月23日（木）、5月16日（土）、6月4

日（木）

子猫の一時飼養ボランティア講習会

　センターに収容された幼齢の猫が

離乳できるまで育てる、ボランティア

に登録するための講習会。

時5月16日（土）

共通事項

所県動物愛護センター東　飾支所（柏市）

申同支所☎04・7191・0050

情報ひろば

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

時●4月8日（水）・27日（月）の各9時〜12時

　●4月17日（金）の13時30分〜16時30分

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

　この３つの条件がそろうと、感染症集団発生のリスクが高くなりま

す。特に、持病がある人や高齢者は、人混みの多い場所を避けるなど、

より一層注意してください。

問健康増進課☎445・1390

新型コロナウイルス感染症の
集団発生防止にご協力を

新型コロナウイルス感染症の
集団発生防止にご協力を

〜「３つの密」を避けましょう〜

●換気の悪い密閉空間
●多数が集まる密集場所
●近距離での会話や発声が行われる密接場面

３つの
密とは
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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



　：1日(水)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　 　センター：習志野健康福祉センター　※1：場所は予約時にお知らせ　※2：HIV検査のみ即

日通知

福 習注 予

新型コロナウイルス感染症対策のため、各種相談などを中止・延期する場合があります。
実施の詳細については各問い合わせ先へご確認ください。!4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＝まなびぃプラザ　②③＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①16日（木）18時〜20時30分

②19日（日）13時〜15時30分

③28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

福毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜15時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
14日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習
23日（木）14時から

14日（火）14時から
　センター／　センター

☎475・5152

習習

思春期相談（療育相談）予
　センター／　センター

☎475・5153

習習
17日（金）9時30分から

障がい相談 予
福　センター４階／なしねっと

☎443・3408（９時〜17時）
28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

16日（木）9時から

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時

HIV検査（エイズ）、

梅毒・クラミジア検査、

B型・C型肝炎検査　 ※2予

　センター／　センター

☎475・5154

習 習
詳しくはお問い合わせください

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※1／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 20日（月）13時〜16時

住宅増改築修繕相談注 20日（月）13時〜16時

行政書士相談注 23日（木）13時〜16時

人権擁護相談　予 9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

家庭児童相談 　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

ひとり親家庭相談予 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）（29日を除く）

●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

（39歳以下向け）

予 14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

　歯周病は痛みを伴わずに徐々に進行する病気です。そのため、気が付かない

うちに重症化している人が非常に多い病気でもあります。歯がグラグラになっ

てから慌てて治療するのではなく、早い段階から予防することが大切です。

　また、歯周病の原因菌は20代のうちに定着するといわれています。若い人で

も、自分にはまだ関係ないと思わずに受診しましょう。

　　問診・歯科健診・保健指導

　　●20歳（平成12年4月2日〜13年4月1日生まれ）

　　●30歳（平成 2年4月2日〜 3 年4月1日生まれ）

　　●40歳（昭和55年4月2日〜56年4月1日生まれ）

　　●50歳（昭和45年4月2日〜46年4月1日生まれ）

　　●60歳（昭和35年4月2日〜36年4月1日生まれ）

　　●70歳（昭和25年4月2日〜26年4月1日生まれ）

　　3年1月31日（日）まで

　　指定歯科医療機関（詳しくは、3月下旬に対象者へ送付した受診券を参照）

　　500円

　　受診する歯科医療機関に要予約

　新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組んでいくため、鎌ケ谷市内の次の公共施設は、

原則4月14日（火）までに休館期間を延期します。

　最新情報について詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　図書館本館では、図書の閲覧について

はこれまでどおりできませんが、市民の

利便性などを考慮して、4月1日（水）か

ら、インターネットおよび電話での予約

受け付けと、予約した図書の貸し出しを

再開します。

問図書館本館☎443・4946

問健康増進課☎445・1394

内容
対象

対象

期間

注意

場所
費用

歯と歯ぐきの健康チェックを
受けましょう

歯周病検診

　風しんワクチンまたはMR(麻しん・風しん混合)ワクチンの費

用を助成します。

　　妊娠を希望する女性とその夫（未婚を含む）で、抗体価が十分

でない※と判断された人

※：平成26年4月1日以降に実施した抗体検査で、検査結果が

　 「HI法で32倍未満」または「EIA法-IgGで8.0未満」のいずれ

　 かに該当する場合

　　　　4月1日〜3年3月31日に受けるワクチン

　　　●風しんワクチン＝3,000円

　　　●ＭＲワクチン＝5,000円

※助成は1人1回まで。申請による償還払い

　　　　　　3年4月30日(金)まで

問健康増進課☎445・1390

助成申請期間

助成額
助成対象

　　　　　　　  費用を
助成します

風しん予防接種

大人の

各児童センター

各コミュニティセンター

市民活動推進センター

男女共同参画推進センター

まなびぃプラザ

学習センター（各公民館）

図書館本館・各分館

きらりホール

かまがやワールドプラザ

社会福祉センター

身体障がい者福祉センター

各スポーツ施設など

郷土資料館

さわやかプラザ軽井沢

1日（水）〜14日(火）

※粟野児童センター・コミュニティセンターは

　1日（水）〜30日（木）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）・20日(月)・27日(月)・30日（木）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）・21日(火)・28日(火)・29日（水）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）

1日（水）〜14日(火）・20日(月)・27日(月)・30日（木）

当面の間、休館

こども支援課☎445・1320

市民活動推進課☎445・1252

市民活動推進課☎445・1274

男女共同参画室☎445・1277

生涯学習推進課☎446・1111

生涯学習推進課☎446・1111

図書館本館☎443・4946

文化・スポーツ課☎445・1528

かまがやワールドプラザ☎442・1850

高齢者支援課☎445・1375

身体障がい者福祉センター☎445・1543

文化・スポーツ課☎445・1531

郷土資料館☎445・1030

クリーン推進課☎445・1222

施設名
4月の休館日

（通常の休館日を含みます） 問い合わせ

市内公共施設の休館について市内公共施設の休館について
図書館での
図書貸し出し
について

市ホームページ

図書館ホームページ
注

注 :福太郎アリーナ、福太郎野球場、東野少年野球場、市営キャンプ場、各多目的グラウンド、弓道場・アーチェリー場

令和2年（2020年）4月1日号広報広報 健康・福祉・4月のお知らせ 7



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2年（2020年）4月1日号8

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▶

　子どもから大人まで、幅広い世代に人気の「さかなクン」による、ギョギョッと

びっくりのお魚教室！さかなクンが出題するドキドキのクイズコーナーや、環境の

話も聞けますよ！

日時5月16日（土）14時から（13時30分開場）

場所きらりホール　定員500人(申込先着順)

費用●一般＝2，800円　●高校生以下＝1,200円

保育先着5人（要申込）

その他●全席指定　●2歳児までは、膝上に限り鑑賞無料

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

　自然体験や宿泊学習など、さまざまな体験活動を

通して社会性を培うとともに「生きる力」を身に付けます。

日程右表参照

対象市内在住の小学校4〜6年生

場所南部公民館 他

定員40人（多数抽選）

費用8,000円（宿泊費を含む。交通費は別途）

注意●内容は変更となる場合あり

　　●第1回目は説明会を実施するため保護者同伴

申し込みはがき（1人1枚）に、住所・氏名（ふりがな）・学校名・学年・クラス・性

別・電話番号・緊急連絡先を記入して、4月17日（金）まで（必着）に生涯学習推

進課「元気っ子ゼミナール係」ゆ〒273‐0101富岡2-6-1

対象市内在住の人

利用期間5月1日（金）から（1年更新で最長3年間）

場所北中沢市民農園（1区画16㎡。井戸あり）

募集区画若干数（多数抽選）

とびっくりお魚教室

　おいしい農産物を生産するために、欠かすことができない重要な作

業として、病害虫を防ぐための農薬散布を行います。農産物を守るた

め、ご理解ご協力をお願いします。

元気っ子ゼミナール

住民基本台帳人口      109,948人（前月比-45）

男　54,321人　女　55,627人

世帯数　 49,862世帯（前月比+21）

〔R2.3.1現在〕

問生涯学習推進課☎498・6101

ギョギョっギョギョっさかなクンの

費用11,000円（5月から、11カ月分）

申し込み市ホームページおよび農業振興課窓口（市役所2階）で配布してい

る申込書に記入して、4月15日（水）まで（必着）に同課ゆ〒273-0195／

窓口へ持参

参加者 募集

今年のテーマは「冒険」

※：時間は後日連絡

開講式、仲間をつくろう

ウォークラリー

サバイバル炊事

宿泊研修（茨城県立さしま少年自然の家）

冒険プログラム（班ごとに施設などの見学）

チャレンジランキング

壁新聞作り、閉講式

5月10日（日）9:30〜15:00

6月14日（日）9:30〜15:00

7月12日（日）9:30〜15:00

8月21日（金）〜23日（日）※

10月11日（日）※

11月15日（日）9:30〜15:00

12月13日（日）9:30〜15:00

日時

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

内容

問農業振興課☎445・1233

　東京都出身、館山市在住。平成22年「海洋立

国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞。

平成27年3月には東京海洋大学の名誉博士を

授与。平成26年からは環境省「国連生物多様性

の10年委員会（UNDB-J）」の「地球いきもの応

援団」生物多様性リーダーを務めています。

さかなクンのプロフィール

楽しくためになるお話が満載！4/1 9時から
受け付け開始

市民農園
追加募集
市民農園
追加募集

宿泊研
修

普段と違う遊びを
してみよう！

川遊び(宿
泊研修)

サバイバル炊事

農地の農薬散布にご理解と
ご協力をおねがいします

農家の皆さんへ

　農薬散布をする際は周辺の人に一声掛ける

他、旗などで農薬散布作業中であることを周

知しましょう。また、堆肥は民家から離れた場

所に積み、近隣に配慮して管理をするようお

願いします。

問農業振興課☎445・1233
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