
総合支援資金
対象失業などにより生活に困窮し、日常生活

の維持が困難となっている世帯

※住居を有していることなど要件があります

貸付額●単身世帯＝月額15万円以内

　　 ●2人以上世帯＝月額20万円以内

貸付期間原則3カ月以内

生活費用の貸し付けを行います生活費用の貸し付けを行います

注意県社会福祉協議会の審査あり

申し込みいずれも市社会福祉協議会☎444・2231

緊急小口資金
対象休業などにより収

入の減少があり、緊急

かつ一時的な生活維持

のために貸し付けを必

要とする世帯

貸付額 20万円以内

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入が

減少し生活に困窮する世帯に、生活費などの貸し付けを県社会福祉

協議会が行っています。

共通事項

新型コロナウイルス感染症の影響で
休業・失業した個人・世帯向け

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業などで収入が減少し、

住居を失う恐れが生じている人に対して、原則3カ月間、住居確保給付

金を支給します。

※賃貸住宅の家賃の支払いを支援する制度です

住居確保
給付金

新型コロナウイルス感染症などの影響で
家賃が払えない人を援助します
新型コロナウイルス感染症などの影響で
家賃が払えない人を援助します

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯に対して基準に

該当すると認められるときは、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険

料の徴収猶予と減免を実施します。国民健康保険料と介護保険料は、減免の申請

に必要な実績の書類を揃える期間は徴収猶予が可能です（延滞金はかかりませ

ん）。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感

染症により主たる生計維

持者が死亡または重篤な

傷病（治癒まで約1カ月）

を負った世帯

減免(徴収猶予)ができます

新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少した世帯へ

　新型コロナウイルス感染症の影響により主

たる生計維持者の収入が、事業収入・給与収

入・不動産収入・山林収入の種類別で、いずれ

かが昨年と比べて30％以上減収する見込み

の人（事業の廃業・失業を含む）

※昨年の所得のうち、収入減少が見込まれる種類以外の所得の合計額が400

万円超の人は対象外

※国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、昨年の所得合計額が1,000万円

超の人は対象外

　6月21日（日）9時〜12時に市役所1階市民ホールで休日申請窓口を開設します。

「新しい生活様式」を実践して新型コロナウイルス感染症を予防しましょう！

室内の換気について

「新しい生活様式」の中でも　　　に注意しましょう！
夏季のマスク着用について

　夏季になり、気温・湿度が高い中でマスクの着用が続くと、熱中症のリスクが

高くなります。感染症と熱中症の両方を防ぐために、次のように心掛けましょう。

●屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保できる場合は、マスクを外す

●マスクを着用している間は、強い負荷のかかる作業は避けましょう

●マスクを着用したまま運動・スポーツをすると、水分補給を忘れたり、体温が

　下がりにくいことがあるので、注意しましょう

　暑いときは、エアコンを使用して室温を調整しつつ、定期的に

換気（換気扇を回す、窓を開けるなど）も行いましょう。換気の際、

室温が高くなるので、エアコンの温度設定を調整しましょう。

休日申請窓口を開設休日申請窓口を開設

申請期限●徴収猶予＝9月30日(水)

　　　　●減免＝3年3月31日(水)

減免対象 原則として令和2年2月1日〜3年3月31日に納付期限のある保険料

全額免除 保険料の一部を減額(徴収猶予)

申請方法

対象・減免区分

　市ホームページにある申請書（または窓口で配布）に記入し、

必要書類を添付して郵送、または窓口で提出

支給上限額●単身＝41,000円　●2人世帯＝49,000円　

　　　　 ●3人世帯＝53,000円

支給期間原則3カ月

※一定の条件を満たす場合は、最大9カ月支給

問社会福祉課☎445・1286

対象現在、住居がない、または住居を失う恐れのある、次のいずれか

の条件を満たす人。

●離職などから2年以内　●やむを得ない休業などにより収入を得る

機会が減少し、離職などと同様の状況にある

※就職活動を行うことが前提です

※収入要件があります

　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入に

相当の減少があり、納税することが困難である納税者に対し、無担

保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予する特例が設けられました。

　詳しくはお問い合わせください。

市税納付の猶予について 問収税課

☎445・1164

の
国民健康
保険料

後期高齢者
医療保険料

介護
保険料

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＝保険年金課☎445・1207

　●介護保険について＝高齢者支援課☎445・1380

日常生活の各場面別の
生活様式

食事は大皿を避けて、料理は

個々に

親族行事は多人数での会食を

避ける

働き方の新しいスタイル

テレワーク

ローテーション勤務

時差通勤

一人一人の基本的
感染対策

身体的距離の確保

マスクの着用

小まめな手洗い

日常生活を営む上での
基本的生活様式

咳エチケットの徹底

「3密（密閉、密集、密接）」の回避

発熱、風邪の症状がある場合は

無理せず自宅で療養

熱中症

市ホームページ

問健康増進課☎445・1390

市消費生活センター かわらばん…2　 　　国民健康保険・後期高齢者医療制度 保険料の変更…3　　　鎌ケ谷の梨 インターネット予約販売…4主な内容
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　　　　　  　 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

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7月1日（水）・2日（木）（予備日3日

（金））の各9時30分〜15時

所社会福祉センター・市制記念公園

定15人（申込先着順）

申6月16日（火）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問シルバー人材センター☎443・4145

「植木剪定」就業体験講習会

内成年後見などに関する相談会

時7月7日、8月4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

　　　●第1次＝9月6日（日）

　　　●第2次＝10月14日（水）〜23日

　　　　（金）のうち、指定された日時

　　　　東京国税局、最寄りの税務署、

人事院各地方事務局（所）、人事院ホー

ムページで交付

申6月22日（月）〜7月1日（水）に人事

院ホームページで

問松戸税務署☎047・363・1171

税務職員採用試験
（国家公務員/高卒程度） 

　夏休みに子どもたちと遊びませんか？

内窓口業務や子どもの遊びの指導

対18歳以上の健康な人（高校生不可）

　　　7月1日〜9月12日の（月）〜（土）

で20日間程度

　　　　8時45分〜17時15分

所中央・くぬぎ山・北中沢・粟野児童セ

ンター　

定若干名

　　時給980円

申6月19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

断書の提出が必要です

問●中央児童センター☎444・0144

　●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

各児童センター 
会計年度任用職員（夏季保育員）

内窓口対応や子どもの遊びの指導、パ

ソコンでの作業など

　　　（月）・（火）・（金）・（土）・（日）の

うち、月10日程度（シフト制）

　　　　8時45分〜17時15分

　　時給980円

申6月22日（月）までに同センターに

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

断書の提出が必要です

問同センター☎047・389・1401

くぬぎ山児童センター
会計年度任用職員（保育員）

　歩行者と自転車は通行できます。

　　　　　 6月19日（金）〜7月15日

（水）のうち13日間程度の各9時〜17時

問新京成電鉄（株）☎047・389・9985

新京成連続立体交差事業
旧踏切撤去工事に伴う車両通行止め

情報ひろば

▶スーパーキッズ イングリッシュ
子ども英会話体験、ゲーム、歌など。対小学校3年

生時6月20日（土）9時30分～10時30分所道野

辺中央コミュニティセンター定4人（申込先着順）

申スーパーキッズ 田中☎444・8240

▶太極拳（無料教室）
時6月29日（月）10時〜12時所くぬぎ山コミュ

ニティセンター定10人申ふれあい太極拳 中村

☎090・6520・7768

▶「2020年度ロボット工作教室」説明会
説明会とロボットのデモンストレーション。対小

学校4年生以上（成人可）時6月27日（土）15時〜

17時所中央公民館定10人程度（申込先着順）

申NPO法人かまがや地域情報の窓 川俣☎412・

2580

催し

勤務時間

受験案内

通行止め日時

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●岸田史子さんから新型コロナウィルス感染

　症対策として布マスク100枚を

●遅塚尚弘さんから新型コロナウイルス感

染症対策（医療関係）として200,000円を

●小林朗子さんから放課後児童クラブ用品

　として「かまたんはんてんふきん」200枚を

　　　　　　　　　　 　　　　　（財政室）

お知らせ・相談

車両通行止め箇所

　インターネットの広告に、ダイエット効果のあるサプリ

メントが「お試し100円」と紹介されていた。お試し用を

注文してみたが、効果は感じなかった。翌月、同じサプリ

メントが届き、4,500円の請求書が入っていた。販売会

社に電話をして「頼んでいない」と伝えたら、「初回100

円、2回目以降は4,500円の定期購入だ。4回以上の継

続購入が条件のため、途中で解約はできない。注文の

ウェブ画面にすべて書いてある」と言われた。

市消費生活センター かわらばん ⑤消費者トラブルを紹介！

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　広告の画面で「お試し」や「無料」と強調されていて、定期購入であることや、回数

に縛りがあることなどが、小さな文字で書かれていることがあります。また、「解約

は電話でのみ受け付け」とあり、電話をかけても回線が混雑して繋がらないという

トラブルもあります。

　インターネット通販などの通信販売では、クーリング・オフの適用がありません。

原則は、予め表示されている規則に従うことになります。申し込みをする前に、契約

の内容や解約の条件をしっかりと確認しましょう。

　困ったときには市消費生活センターに相談してください。

「お試し」だけのつもりでサプリメントを
注文したが、定期購入になっていた！

問市消費生活センター

　☎445・1246

募集

　単独処理浄化槽・くみ取りトイレから合併処理

浄化槽に取り替える（転換する）と、河川の水質に

与える汚染をおよそ8分の1に減らすことができま

す。

　合併処理浄化槽へ転換する場合、「設置費補助」

と「転換費補助」を合わせた額が交付されます。

合併処理浄化槽に取り替えませんか？
問クリーン推進課☎445・1222

勤務日

試験日

　　　●第1次＝9月20日（日）

　　　●第2次＝10月中旬〜11月上旬

　　　　　 12月中旬

申6月30日（火）〜8月17日（月）

問鎌ケ谷警察署☎444・0110

第2回千葉県警察官 採用試験

最終合格発表

試験日

賃金

注意

勤務時間
賃金

勤務日

②転換費補助（例）

・単独処理浄化槽からの転換⇒180，000円

・くみ取りトイレからの転換⇒100，000円
＋

鎌ケ谷

総合病院

新京成線

北総線

スーパー

東中沢1丁目

北初富

車両通行止め

箇所

北初富駅

コンビニ

464
公園

市
道

1514
号
線

講座・講演

※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

定数
申請期限

①設置費補助（例）

・5人槽　 444，000円
・7人槽　 486，000円

　　20基まで

　　　 3年1月29日（金）まで

　　●新築・建て替えまたは集合住宅は

　　　補助交付対象外となります

　　●補助交付対象地域は、クリーン推

　　　進課へご連絡ください

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉の

　ために11,320円を

●匿名の人から音声訳の活動のために14,945

　円を

●株式会社ベルク鎌ケ谷富岡店お客様一同

　から福祉のために14,240円を

●匿名の人から福祉のために2,551円を

●明治安田生命労働組合船橋支部から福祉

　のためにタオル120枚、雑巾127枚を

（市社会福祉協議会）

令和2年（2020年）6月15日号広報広報市政情報・お知らせ・情報ひろば・伝言板2
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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



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

内乳幼児の身体計測、助産

師・保健師・栄養士・歯科衛

生士による個別相談

対乳幼児とその保護者1人

※付き添い不可。ただし、対

　象の乳幼児以外の子ども

　の預け先がない場合はご

　相談ください

時7月2日（木）

　●9時30分から

　●10時20分から

　●11時10分から

　　（1組45分）

所北中沢コミュニティセンター

持母子健康手帳、バスタオル

申☎445・1393

個別育児相談会
　2年度がん検診は、定員に達したた

め受け付けを終了しました。3年度分

の申し込みは3年1月開始の予定です。

問☎445・1390

令和2年度がん検診 受け付け終了

　妊娠中は口のトラブルが起こりや

すいため、歯科健診を受けましょう。

希望者は口腔（こうくう）ケア体験も

受けられます。

内歯科健診・結果説明

時7月16日（木）13時〜14時受け付け

※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

妊娠中にも歯科健診を受けましょう
〜子ども連れでもお気軽に〜

　社会福祉センターの7月1日（水）からの再開にあたって、新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止策にご協力をお願いします。

●必ずマスクを着用する　●浴室は、当分の間利用を休止　●3時間以内

で利用する　●「3密（密閉・密集・密接）」や「飛沫感染」を避けるため、身体

が触れ合うダンス、囲碁、将棋、麻雀、合唱、カラオケの利用は当分の間休止

●最低限の水分補給を除き、館内での飲食は原則禁止　●マッサージ機な

どを利用する場合は、バスタオルを持参　●来館時の名簿記入にご協力く

ださい（名簿は保健所などへ提供する場合があります）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、

　再度閉館する場合があります

問高齢者支援課☎445・1375

健康だより

　タバコの煙に含まれるニコチン、タール、一酸化炭素をはじめ

とした様々な有害物質により、高血圧、糖尿病、脳卒中、心臓病、

喘息、うつ病、がんなどの病気になるのは、よく知られていること

と思います。

　口腔は体の中で最初にかつ直接、喫煙の影響を受ける臓器で

す。喫煙により口腔がん、むし歯、歯肉の黒色化、歯の着色、味覚

の変化、不快な口臭が発生しますし、特に歯周病を悪化させる要

因になります。喫煙者は非喫煙者に比べて、歯周病にかかるリス

クは２〜８倍といわれています。気付かない内に歯を支えている

骨や歯肉が破壊されてしまうのです。

　タバコを吸わない人が、漂う不完全燃焼のタバコ副流煙を吸

い込んでしまうことを、受動喫煙と言います。この煙の方が有害

物質の濃度が高く、タバコを吸う人と同等以上に健康被害を受

けます。親がタバコを吸う場合、子供は喘息、咳、気管支炎や中耳

炎、むし歯にも影響するという報告があります。

　望まない受動喫煙を防止するために健康増進法が改正され、

病院、歯科診療所では敷地内禁煙になりました。喫煙直後ではタ

バコ臭が残り、呼気からは有害物質が出続けます。受動喫煙防

止のために喫煙後45分は病院、歯科診療所に入るのをお控えく

ださいますようお願いします。

（公社）船橋歯科医師会

受動喫煙と歯科について

2年度 保険料が変更になります国民健康保険・後期高齢者医療制度

　2年度の保険料納入通知書を、6月中旬に送ります。なお、国民健康保

険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の軽減基準額および賦

課限度額が変更になります。

 低所得者に係る保険料軽減措置の拡充

　保険料が5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の、軽減判定所

得の引き上げを行います。基準額の変更は次のとおりです。

5割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋28万5千円×（被保険者数＋後 

　　　　　     期高齢者医療制度へ移行した人数）

2割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋52万円×（被保険者数＋後期

　　　　　     高齢者医療制度へ移行した人数）

賦課限度額の引き上げ

　保険料の算定において、医療分の賦課限度額を63万円、介護分の賦

課限度額を17万円に引き上げます。

国民健康保険料 問保険年金課☎445・1204

　2年度の保険料納入通知書を、7月中旬に送ります。なお、後期高齢者医療制度の保険

料率および軽減基準額が変更になります。

 2年度保険料の算定方法

　年間保険料額（上限64万円）＝均等割額4万3,400円＋所得割額｛賦課のもととなる

所得金額（令和元年中総所得金額など－基礎控除額33万円）×8.39％｝

 低所得者に係る保険料軽減措置の拡充

　保険料が5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の、軽減判定所得の引き上げを行

います。基準額の変更は次のとおりです。

5割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋（28万5千円×被保険者数）

2割軽減基準額＝基礎控除額33万円＋（52万円×被保険者数）

 軽減判定所得（33万円以下）の人の軽減割合変更

●軽減判定所得が33万円以下の場合（世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下

　で、その他各種所得なしの場合）＝7割軽減

●軽減判定所得が33万円以下の場合（上記以外の場合）＝7.75割軽減

後期高齢者
医療保険料

問●県後期高齢者医療広域連合☎043・308・6768

　●保険年金課☎445・1207

納期限は6月30日（火）納期限は6月30日（火）
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

　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!

社会福祉センターの
利用にあたってご協力を

7月1日から再
開

必ずマスクをして
利用してください

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！

令和2年（2020年）6月15日号広報広報 市政情報・健康・福祉 3



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）6月15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▶

住民基本台帳人口      110,042人（前月比+4）

男　54,309人　女　55,733人

世帯数　 50,178世帯（前月比+87）

〔R2.5.1現在〕

4

8月中旬より順次発送

7月1日（水）午前9時から申し込みフォームで

発送時期

予約

新高豊水
（5kg）（5kg）

https://shopping.geocities.jp/kamagayanashinokaiURL

　最近、あちこちの飲食店で「お持ち帰り出来ま

す」「テイクアウト始めました」などと書かれたポス

ターや看板を目にします。店の駐車場に料理や総

菜を並べて販売しているところも見かけました。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため社会

全体が活動を抑制した結果、多くの産業が大打撃

を受けています。外出自粛で客足が遠のいた外食

産業も被害は甚大です。飲食店は生き残りのため、

テイクアウト（持ち帰り）販売に力を入れています。

　普段はテイクアウトをあまり利用しないわが家

ですが、最近は少しでも地元の飲食店に貢献でき

ればと週に一、二回テイクアウトで夕飯を購入して

います。カレー、かつ丼、寿司、ピザなど…。持ち帰り

のできるメニューは、他にもたくさんあるでしょう。

　鎌ケ谷市では、売り上げが三分の一以上減少した

事業者に10万円支給、市の融資の利子補給率の引

き上げなど中小企業等への独自支援策を行ってい

ます。飲食店向け支援事業では、市民と協働のテイ

クアウトプロジェクト「＃かまがやエール飯」も実施

しています。

　「＃かまがやエール飯」は、客や店側がテイクアウ

ト商品をスマートフォンで写真に撮り、インターネッ

ト上のSNSに投稿する事業です。見た人がSNSで

再び投稿すればその情報が拡散され、テイクアウト

商品が多くの人に知ってもらえるという仕組み。市

民みんなが参加して地元の飲食店を支え合う取り

組みです。

　先日、新型コロナウイルスを特集したテレビ番組

を見た際、フランスの経済学者の言葉に強い印象を

受けました。思想家でもあり「欧州の知性」と呼ば

れるジャック・アタリ氏はインタビューで、パンデ

ミックの今こそ「利他的」に行動すべきだと答えてい

ました。

　確かに新型コロナウイルスの感染拡大を収束さ

せ、社会活動を維持するためには「競争」ではなく

「協力」が不可欠です。自分のためだけでなく他者の

ために行動すること、みんなで支え合うことが大切

です。テイクアウトには「利他」の精神が宿っている

と思います。
　　　　　　　　  （市魅力発信アドバイザー）

　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し、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。

　人生の節目を迎える市民の皆さんの長寿を祝福して、88歳もし

くは99歳以上になる人に、市から敬老祝金を贈呈します。対象者に

は6月下旬に案内通知を郵送します。

　　昭和6年9月2日〜昭和7年9月1日、もしくは大正10年9月1日

以前の生まれで、令和2年9月1日時点で住民基本台帳に3カ月以上

記載されている人

対象

問道路河川管理課☎445・1453

長寿を祝福して敬老祝金を贈呈します敬老祝金

全国へ、鎌ケ谷の梨を送りませんか？全国へ、鎌ケ谷の梨を送りませんか？

「鎌ケ谷の梨」「鎌ケ谷の梨」

第8回鎌ケ谷市「シルバー川柳」

テーマは「人生100 年時代 ～コロナ禍でも元気に過ごすために～」テーマは「人生100 年時代 ～コロナ禍でも元気に過ごすために～」

　　　「人生100年時代 〜コロナ禍でも元気に過ごすために〜」

　　市内在住の人

　　　　 1人につき1句まで（自作で未発表のもの）

　　　　応募作品と、住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、8月14日（金）まで（必

着）にはがきで高齢者支援課ゆ〒273-0195／ｆ443・2233、または市ホームペー

ジの高齢者支援課高齢者福祉係のお問い合わせメールから（作品は内容欄に入力）

　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。

問高齢者支援課☎445・1375 作品募集

作品の展示など
◆応募作品は、敬老の日（9月21日（月））に合わせ市ホームページで

　公表します

◆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・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

注意

問高齢者支援課☎445・1375

対象
テーマ

応募句数
応募方法

　鎌ケ谷市特産の梨を全国に広くPRするため、限定2,000箱を特別価格でイン

ターネットによる予約販売を実施します。

　今年は、昨年までの4品種（豊水、新高、かおり、あきづき）に、人気品種「幸水」が加

わりました。「幸水」は柔らかい果肉に果汁がたっぷり含まれ、強い甘みが特徴です。

インターネット予約販売インターネット予約販売

※送料全国一律1,100円
※購入可能箱数の制限なし
※カード決済／PayPay残高払い／
　代金引換
※申込先着順

種類が
豊富たん！

問農業振興課☎445・1233

New

申し込みフォーム

あきづきかおり
（3kg） （3kg）

幸水
（3kg）

販売価格 2,700円（税込み）
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