
新型コロナウイルス感染症
に関する各種相談窓口

問9時〜17時（平日のみ）に☎475・5154／ｆ475・5122
※時間外の問い合わせについては、音声案内の指示に従ってください

　新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出た時
の対応などの相談を受け付けています。
問☎0570・200・613（24時間）

帰国者・接触者相談センター（千葉県習志野健康福祉センター〔習志野保健所〕）

千葉県の電話相談窓口（コールセンター）

　市内の小・中学校などが指定されており、どの

施設にも避難できます。

市ホームページまたは

洪水ハザードマップを

参考に、避難場所と避

難経路を家族で確認し

ておきましょう。

　災害が発生して、支援体制が整うまでに3日程度か

かると言われています。できれば1週間分、最低でも3

日分の食料品や水・衣類・燃料などを備えましょう。ま

た、医薬品（常備薬）や貴

重品など非常用持ち出し

品の確認もしておきま

しょう。

　職場や学校、外出先など自宅から離れた場所にいるときに、大規模な災

害が発生すると帰宅が困難になる人が多数発生することが予想されます。

　災害時には、まず身の安全を確保するとともに、安全な場所にとどまり、

落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心掛けま

しょう。

問安全対策課

　☎445・12788/30～9/58/30～9/59/19/1

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、10

月18日（日）に開催を予定していた「福祉健康フェア」

および「ふれあいラリー」は開催を中止します。

福祉健康フェア・
ふれあいラリー

開催
中止

問●福祉健康フェアについて＝社会福祉課☎445・1286

　●ふれあいラリーについて＝市自治会連合協議会事務局

　　（市民活動推進課内）☎445・1252

避難場所・避難経路を確認！ 食料・飲料・医薬品（常備薬）を確認！

　被災証明書の交付申請は郵送でも行うことが

できます（被災証明書は郵便で返送）。詳しくは

お問い合わせください。

郵送でも被災証明書の
交付申請ができます

防災行政無線の更新工事を行います

●まずは自分の身の安全を確保する

●家族の安否や自宅の無事を確かめる

●交通機関の情報や道路の被害

状況などを入手する

●周囲の状況に応じて、安全を最

優先に行動する

むやみに移動を開始しない 在宅避難などの推奨

日頃からの備えが大切
　避難所内でも、小まめな手洗い、

咳エチケットを心掛けましょう。

※避難所では、体調確認のため検温などにご協力

　いただくことがあります

●「3つの密」にご注意を

▶換気の悪い密閉空間を避ける
　30分に1回は換気しましょう。

▶多数が集まる密集場所を避ける
　避難者同士での距離を確保しましょう。

▶間近で会話や発声をする密接場面を避ける
　近距離での会話や発声は最低限に留めましょう。

避難所での過ごし方

　防災行政無線の放送と同じ内容を無料電話で

確認できます。

　防災テレフォンサービスの回線

を、従来の5回線から、20回線へと

増設します。増設される時期

は、令和3年1月ごろを予定し

ています。

防災テレフォンサービスの回線を増設します

防災テレフォンサービス
☎0800・800・2760（無料）

家具・電化製品の固定や
ガラス飛散防止シート
で、家の中の被害軽減！

屋根・ブロック塀や側溝・
排水溝など、家の周りの
点検・保全を！

ステッカー
配布中

●携帯ラジオや地図を持ち歩く

●職場などにスニーカーや懐中電灯、

　飲料水や食料などを用意しておく

●発災時の安否確認の方法や集合場所を家族で

話し合っておく

●新型コロナウイルス感染症の感染防止のた

め、通常の非常持ち出し品に加えて、マスクや

除菌シート、体温計を備えておく

※市では、避難所での感染防護具の整備に努め

ますが、数に限りがあるので、可能な限り各自

で持参してください

　気象情報や災害や行方不明者などの情報伝達

に使用する屋外拡声子局（屋外スピーカー）を市内

76カ所に設置していますが、老朽化が進んでいる

ため、デジタル方式の設備に更新します。

工事期間令和4年3月まで

工事期間中のお願い
　工事期間中は、屋外スピーカー1カ所ずつ作業を進め

ていきます。作業中の2日程度は放送が流れません。防

災行政無線の情報は、かまがや安心eメールや市ホーム

ページ、市公式ツイッターでご確認ください。

　避難所だけが避難先ではありません。自宅の上

階や災害の危険性のない親戚・知人宅などへ避難

することも事前に検討しましょう。

防災情報メールサービス
「かまがや安心eメール」

　気象情報や災害に関する情報について、24時

間365日体制で携帯電話・スマートフォンなどに

送信するサービスです。

登
録
方
法

▶携帯電話やパソコンから「 ｍ kama.

　bousai@mpme.jp」に空メールを送信

▶案内のメールが届くので、そのメールに記

載されたURLへ接続し、必要

　事項を入力

▶登録完了のメールが届いたら

　登録完了
メールアドレス

自然災害から身を守るために 日頃から準備をしましょう！自然災害から身を守るために 日頃から準備をしましょう！

災害時の安全な帰宅・避難のために

問安全対策課☎445・1278

主な内容
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　地域の子どもたちの見守り、住宅地などでの犯罪抑止、自主防犯活動の補完を目

的として、自主防犯団体が新たに設置する防犯カメラに対して補助金を交付します。

●撮影区域の2分の1以上の面積が公道（不特定多数の人

　が通行できる私道を含む）である

●特定の個人、建物および不法投棄などの監視を行わない

●設置場所は警察署との協議を経て選定する

●設置場所の周辺住民の合意を得ている

●防犯カメラの維持管理、電気代の支払いは、設置団体が行う

※撮影した画像は市が管理し、捜査機関からの法令に基づく要請により提供します

※設置団体は、撮影した画像を検索、閲覧、複製することはできません

対象令和2年4月以前から継続して自主防犯活動を行っている団体（自治会や商店

会、防犯パトロール隊など）

実施年度令和3年度

補助金額補助対象経費の全額（1台当たりの上限額30万円）

申請期限9月30日（水）まで

その他申請方法・防犯カメラの運用基準など詳しくは、お問い合わせください

市消費生活センター かわらばん ⑥消費者トラブルを紹介！

　封筒に入った使い捨てマスク30枚が自分宛ての宅急便で

届いた。家族も全く心当たりがない。請求書は入っていないが

今後どのようにすればよいか。

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　海外から突然、荷物が届いたなどの相談が多く寄せられて

います。配送伝票の送り主は無記名で、送付状や請求書が同

封されていない場合もあります。身に覚えのない荷物や、家

族宛ての荷物でも判断ができない場合は、配達業者に荷物

をいったん持ち帰ってもらいましょう。また、本人に限らず、

家族や知人にも注文して届かなかった荷物はないか確認し

ましょう。

　受け取った後で注文していないと分かった場合、支払う必

要はありません。逆に、相手の情報が全くない状況で支払っ

てしまうと、お金を取り戻すことが困難になります。普段から

の備えとして、通信販売などを利用した場合は、代引きなどの

支払い方法も含め「誰が注文したか分からない荷物は受け取

らない」など、家族間のルールを決めておくことが大切です。

困った時には、すぐに消費生活センターに相談してください。

身に覚えのない商品が届いたら？ 
送り主不明の海外からの荷物にご注意ください

問安全対策課☎445・1285

防犯カメラ設置基準

　国勢調査は、「日本に住む人や世帯」の実態を明らかにすることを目的

に実施する、5年に1度の重要な統計調査です。

　この調査結果は、生活環境の改善や防災対策など、さまざまな施策に

役立てられます。ご協力をお願いします。

調査項目●世帯員について（「男女の別」、「出生の年月」、「就業状態」、「従

　　　　　業地又は通学地」など14項目）

　　　　●世帯について（「世帯員の数」、「住宅の種類」の2項目）

調査対象 令和2年10月1日現在、日本に住んでいる全ての人（外国人を含

　　　　む）および世帯

調査期日令和2年10月1日現在

調査方法9月14日（月）から、調査員が調査書類を郵便受けに入れるなど

　　　　して配ります

回答期間●インターネットでの回答＝9月14日（月）〜10月7日（水）

　　　　●調査票（紙）での回答＝10月1日（木）〜10月7日（水）

●調査書類の配布を、調査対象者と調査員が対面しない非接触の方法で

　行います

●調査票の回答は、インターネットまたは郵送でお願いします

※国勢調査では、統計法によって厳格な個人情報保護が定められていま

　す。また、調査票に記入された内容は、統計の作成に関連する目的以外

　に使用することはありません

◆新型コロナウイルス感染症の感染防止のために◆

　調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。国

勢調査員をかたった不審な訪問者や、電話・メールなどにご注意ください。

◆かたり調査にご注意を◆

　新型コロナウイルス感染症の影響によって主たる生計維持者の収入が3割以

上減少した世帯に対して、国民健康保険料の徴収猶予・減免を行っています。

　令和2年2月1日（土）〜3年3月31日（水）に納付期限のある国民健康保険料

　これまでは、収入が3割以上減少していても、前年所得が0円の世帯※は対象外

でしたが、新たにこれらの世帯についても徴収猶予・減免を行います。

※：給与収入が65万円以下の場合は、所得が0円となります

申し込み市ホームページおよび保険年金課窓口（市役所1階）で配布する申請書に

記入して、必要書類を添付してゆ〒273-0195／同課窓口へ持参

申込期限●徴収猶予について＝9月30日（水）まで

　　　　●減免について＝3年3月31日（水）まで

問保険年金課☎445・1204

対象者を一部拡大
国民健康保険料の徴収猶予・減免制度

問市消費生活センター☎445・1240

地域の防犯力
アップ！

防犯カメラ設置費補助金制度
活用団体を募集します

徴収猶予・減免する保険料

対象を一部拡大しました

問市国勢調査実施本部☎445・1141（内線）291／292／293／294

令和2年
国勢調査 今月から調査員が調査書類を配布します

令和3年1月31日（日）まで

鎌ケ谷市経営支援給付金の申請はお済みですか？

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高などが減少している市

内の中小企業者や個人事業主に対して、1事業者につき10万円の支援金を

給付します。

主な対象要件

●原則として1カ月（令和2年1月〜12月までの任意の月）の売上高が前年

　同月と比較して3分の1以上減少している

●令和2年1月1日現在、鎌ケ谷市内に本店または主たる事業所を有している

●事業収入を得ている（雑収入や給与収入は対象外）など

申請書商工振興課窓口（市役所2階）および市ホームページで配布

申請期限3年1月31日（日）まで　※窓口での受け付けは3年1月29日（金）まで

その他●申込書の郵送配布を希望する人は、商工振興課へ

       ご連絡ください

　　　●対象要項について、詳しくはお問い合わせください

問商工振興課☎445・1240

令和2年（2020年）9月1日号広報広報市政情報・お知らせ2

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！



問日本赤十字社千葉県支部鎌ケ谷市地区（社会福祉課内）☎445・1286

　令和2年7月豪雨災害被災者の生活再建の一助とするため、義援金を受

け付けています。

※物品は受け付けていません

　　　　12月28日（月）まで

義援金の申し込み方法
市役所での受け付け

　社会福祉課窓口（総合福祉保健センター4階）

郵便振替

　●口座記号番号　00110-8-588189

　●口座加入者名　日赤令和2年7月豪雨災害義援金

銀行振込

　●口座番号

　　▶三井住友銀行　すずらん支店（普）2787558

　　▶三菱UFJ銀行　やまびこ支店（普）2105556

　　▶みずほ銀行　　クヌギ支店（普）0620472

　●口座名義（上記銀行共通）　日本赤十字社（にほんせきじゅうじしゃ）

ご協力をお願いします

令和2年7月豪雨災害義援金

　3年4月に小学校へ入学する子ども（平成26年4月2日〜平成27年4月

1日生まれ）を対象に、就学時健康診断（医師による内科、眼科、歯科など

の健康診断）を行います。

　対象の子どもがいる家庭には、9月18日（金）ごろに通知書を送付する

ので、指定する小学校で必ず受診してください。

　通知書が届かない場合や記入事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。

　　●五本松小＝10月15日（木）　　●南部小＝10月16日（金）

　　●道野辺小＝10月21日（水）　　●中部小＝10月29日（木）

　　●初富小＝11月5日（木）　　　　●東部小＝11月13日（金）

　　●西部小＝11月18日（水）　　　●北部小＝11月20日（金）

　　●鎌ケ谷小＝11月27日（金）

　　　　　　　　　　　　　　 （受け付けは各日13時〜13時30分）

※受付時間を過ぎると、医師の診察が受けられない場合があります

※車での来校はご遠慮ください

問学務保健室☎445・1501

入学前に必ず
就学時健康診断を受けましょう

小学校入学予定の皆さんへ小学校入学予定の皆さんへ小学校入学予定の皆さんへ小学校入学予定の皆さんへ

問クリーン推進課☎445・1223

　生ごみを減量するため、生ごみ処理容器などの購入者を対象に、補助

金を交付しています。生ごみの減量は、燃やすごみの排出を容易にするだ

けでなく、悪臭や鳥による被害を防ぐこともできます。

　　生ごみ処理容器などの購入日から1年以内の市民

　　　　●生ごみ処理機＝本体価格（税抜き）の3分の1以内

　　　　　　　　　　　　（上限額20，000円）

　　　　●コンポスト・EMぼかし＝本体価格（税抜き）の2分の1以内

　　　　　　　　　　　　　　　　（上限額4，000円）

　　　　　※機器本体のみ対象で、EM菌などは対象外

補助金制度の利用方法

指定店で購入する場合
　補助金制度を利用する旨を伝えると、補助金額分を差し引いた金額で

購入することができます。

※購入時に身分証明書と印鑑が必要です

※指定店について詳しくは、市ホームページをご覧ください

指定店以外で購入する場合
　購入後、購入者が直接クリーン推進課へ申請。

※申請時に領収書、レシート、身分証明書、印鑑、商品の品番が分かる

　書類、振込用口座が分かる通帳などが必要です

生ごみ処理容器等購入費補助金制度のお知らせ生ごみ処理容器等購入費補助金制度のお知らせ生ごみ処理容器等購入費補助金制度のお知らせ生ごみ処理容器等購入費補助金制度のお知らせ

問クリーン推進課☎445・1223

　次のごみの出し方について、ご注意ください。

ガスボンベ・スプレー缶

　穴を空けることによる爆発事故の可能性などが

あるため、必ず中身を使い切った上で、「資源にな

るもの」として中身が見える袋に入れてごみ出しし

てください。

水銀体温計・水銀血圧計

　水銀汚染の防止のため、次の施設で回収を行っ

ています。

※家庭から出たものに限る

※壊れているものも回収可

●クリーン推進課窓口（市役所1階）

●クリーンセンターしらさぎ窓口

カセットテープ・ビデオテープ

　「燃やさないごみ」を破砕する機械に巻き付くな

どの事故を避けるため、「燃やすごみ」としてごみ出

ししてください。

ごみの出し方にご注意を

受付期限

日程

対象

　9月から、毎月第2・4（日）にマイナンバーカード交付専用窓口（完全
予約制）を開設します。

　　「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」

（はがき）が手元に届いている人

※予約の際に予約番号が必要なため、通知書を用意してください

　　　　　　（月）〜（金）の8時30分〜17時（（祝）、年末年始を除く）

※受け取り方法については、市から送付した「マイナンバーカード交付

　のご案内」または市ホームページをご覧ください

問市民課☎445・1177

日曜日 にマイナンバーカードの受け取りができます日曜日 にマイナンバーカードの受け取りができます日曜日 にマイナンバーカードの受け取りができます日曜日 にマイナンバーカードの受け取りができます
事前に予約することで

予約受付時間

対象

補助金額

資源になるもの

施設で回収

燃やすごみ

補助制度利用者の60％以上が、生ごみが減ったと実感！

　プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に問題視されています。

　世界経済フォーラムでは、2050年までに海洋中に存在するプラスチック

の量が魚の量を超えるとの試算が報告されています。一方で、プラスチック

は、軽くて丈夫で保存に優れているなど良いところもあり、プラスチックと

上手に付き合っていくことが重要です。

　一人一人が身近な問題として捉え、できることから取り組んでいきま

しょう。

●ごみのポイ捨てをしない

●屋外で出たごみは家に持ち帰って処分する

●必要のない包装やレジ袋は断る

●使い捨て製品の使用を控える

●マイ箸やマイバッグ、水筒など何度も使用できるものを使う

問クリーン推進課☎445・1223

できることから始めませんか？できることから始めませんか？できることから始めませんか？できることから始めませんか？
海洋プラスチックごみ問題海洋プラスチックごみ問題海洋プラスチックごみ問題海洋プラスチックごみ問題

台所の臭
いが

なくなっ
た！

小バエが減った！

市ホームページ
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寄せられた善意
～ありがとうございました～

●鎌ケ谷ライオンズクラブから新

　型コロナウイルス感染症対策と

　してフェイスシールド500個を

●コカ・コーラボトラーズジャパン

　から地域貢献のためにほうじ

　茶2,400本を

（財政室）

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

楽しく学ぼう時代の変化

　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、市民の皆さんで構成された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。

　なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、今

回は募集人数を減らして開催します。

　　市内在住の18歳以上で、全プログラムに出席できる人

　　右表参照

　　中央公民館 集会室

　　42人（多数抽選）

　　　　往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電

話番号・返信宛先を記入して、9月15日（火）まで（消印有

効）に中央公民館「オープンカレッジ担当」ゆ〒273-0101

内 容

開講式

コミュニティの、コミュニティによる、コミュニティのためのマネー

〜地域づくりや地域経済活性化を目指す通貨について学ぶ〜

「障がい」とは何か 〜生きづらさの正体を考える〜

江戸・東京の大地震 〜歴史資料が語る被害と復興の歴史〜

「わざの伝承」と「わざ言語」 〜職人・伝統芸能・武道・スポーツの

世界における「育て方」〜

色でコミュニケーション 〜人との対話、自分との対話〜

いざという時 役に立つ！外傷の処置法 〜擦り傷、切り傷、刺し

傷、RICE処置〜

「論語と算盤」から読み解くコロナ後の新たな経済 〜渋沢栄一が

示した健全で多様な資本主義を求めて〜

「更級日記」から広がる世界 〜孝標女の上京千年紀によせて〜

閉講式

日 時

10月31日（土）

9:50〜12:15

11月7日（土）

10:00〜11:45

11月14日（土）

10:00〜11:45

11月21日（土）

10:00〜11:45

11月28日（土）

10:00〜11:45

12月19日（土）

10:00〜11:45

12月26日（土）

10:00〜11:45

3年1月9日（土）

10:00〜12:00

講 師

短大専任講師の

栗田健一さん

短大専任講師の

雨貝太郎さん

大学非常勤講師の

野中和夫さん

短大専任講師の

川口陽德さん

短大准教授の

沢谷有梨さん

短大専任講師の

清水洋生さん

大学教授の

粟沢尚志さん

短大教授の

髙野浩さん

問中央公民館☎445・2012

　毎年秋に、民生委員が70歳以上の

住民を中心に、自宅に訪問してお声掛

けしていますが、新型コロナウイルス

感染症の感染防止のため、今年は訪問

活動を自粛しています。相談したいこ

とがある人は、担当地区民生委員にご

連絡ください。

問高齢者支援課☎445・1384

民生委員による見守り訪問の自粛に
ついて

　次のような場合に、家庭生活支援員

の派遣などを行います。

●修学や病気などの事由により、一時

　的に生活援助・保育サービスが必要

●生活環境などの激変により、日常生

　活を営むことに支障が生じている

●乳幼児または小学校に就学する児童

　を養育するひとり親家庭などが、就

　業上の理由で帰宅時間が遅くなる

費利用者負担基準

問こども総合相談室☎445・1349

ひとり親家庭等を応援します
〜ひとり親家庭等日常生活支援事業〜

　9月に開催を予定している「あそび

のプレーパーク」は、新型コロナウイル

ス感染症の感染防止のため、開催を中

止します。

問こども支援課☎445・1320

「あそびのプレーパーク」　開催中止

　毎年10月に行っている「友愛ボラン

ティアチャリティバザー」は新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止のため、

開催を中止します。

問ボランティアセンター☎442・2940

「第43回友愛ボランティアチャリ
ティバザー」　開催中止

防衛大学

　　　●推薦＝9月26日（土）・27日（日）

　　　●総合選抜＝9月26日（土）

　　　●一般＝11月7日（土）・8日（日）

防衛医科大学

　　　●医学科＝10月24日（土）・25

　　　　日（日）

　　　●看護学科＝10月17日（土）

他申込期限など詳しくは、お問い合わ

せください

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

防衛大学・防衛医科大学（医学科／
看護学科）学生

　養育費で困っている場合は、ご相談

ください（秘密は厳守します）。

時9月12日（土）10時〜16時

問千葉青年司法書士協議会 加藤☎047・

712・1778

司法書士による養育費 電話相談会
☎0120・567・301（フリーダイヤル）

情報ひろば

お知らせ・相談

募集

利用家庭の区分

生活保護世帯

市町村民税

非課税世帯

児童扶養手当

支給水準の世帯

その他の世帯

利用者の負担額
（１時間当たり）

生活援助

０円

150円

300円

子育て支援

０円

70円

150円

試験日

試験日

対象

場所

申し込み

日時

定員

※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが中止とな

　る場合があります

中央公民館
ホームページ

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日経っても

　返信メールが届かない場合はご連絡ください

※抽選結果は9月下旬にはがき、またはメール

　で通知

　過去の大震災時に発生した火災の過半数は、

電気が原因とされています。

　感震ブレーカーは、強い揺れを感知すると自

動的に電気を止め、停電が復旧した際に電気製

品や断線した電気コードなどからの出火を防ぐ

効果があります。

　感震ブレーカーを設置して電気火災から

「家」・「地域」を守りましょう。

感震ブレーカーで
地震による電気火災対策を！

問消防本部予防課☎444・3273

約2万円

約5千円〜2万円 約3千円〜4千円

約5万〜8万円

不要

価格帯

分電盤タイプ（内蔵型）

出典：経済産業省 感震ブレーカー普及啓発チラシ

コンセントタイプ

分電盤タイプ（後付け型）

簡易タイプ

価格帯 価格帯

工事の必要性

価格帯

必要 必要

不要（必要なものもあり）

工事の必要性

工事の必要性

工事の必要性
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創業支援セミナー開催！
〜創業計画の作成で夢を実現させる！〜

　円満な相続のために遺言書の書き

方や生前贈与の活用について分かり

やすく解説します。

時9月26日（土）10時〜12時

所中央公民館

定15人（申込先着順）

費500円

申NPO法人老いじたくあんしんねっと 

川端☎412・5204

遺言書の作成・生前贈与
〜「相続」を「争続」としないために〜

　コメの収穫作業を通じて、田んぼか

ら水辺環境保全の重要性を知るとと

もに、清流化に向けた清掃活動などを

体験しませんか？

対市内在住の小学生（保護者同伴）

時9月20日（日）9時30分北部公民館

玄関前集合〜12時（雨天時は9月27

日（日）に順延）

定10人（申込先着順）

師鎌ケ谷・大津川を清流にする会

持タオル・水筒・軍手・マスク

　　汚れてもよい長袖・長ズボン

他受け付け時に検温をします

申●鎌ケ谷・大津川を清流にする会 

　　井上☎080・6520・3118

　●環境課☎445・1227

手賀沼流域フォーラム(鎌ケ谷市地
域企画）
〜大津川流域でお米を収穫しよう〜

　樹木の病害虫、気象障害や土壌障害

などの基礎知識を学び、樹勢診断と回

復技術の実習をします。

時10月6日（火）9時30分から

所県立農業大学校（東金市）

師NPO法人樹の生命を守る会副理事

長の松原功さん

持筆記用具・軍手・昼食・飲み物・雨具

　　実習ができるもの、帽子

申はがきに住所・氏名・電話番号と講

座名、所属（勤務先・学校名など）を記

入して、9月1日（火）〜25日（金）（消印

有効）に、同校ゆ〒283-0001東金市

家之子1059／ｆ0475・54・0630

問同校☎0475・52・5140

千葉県立農業大学校の公開講座
〜樹勢診断と回復技術講座〜

　危険物関係法令などを学ぼうとして

いる人や危険物取扱者試験乙種第４

類受験者向けの講習会です。

時10月29日(木)9時30分から

所松戸市民会館

費3,700円（別途テキスト代）

申市防火安全協会(消防本部予防課

内)で配布する願書に記入して、9月14

日(月)〜18日(金)に同協会へ持参

問同課☎444・3273

危険物取扱者試験受験者講習会
（後期）

　きらりホールでグランドピアノの演奏を自由に楽しむことができ

ます。ピアノ以外の楽器を持ち込み、ピアノとセッションすること

も可能です！

　　10月27日（火）・28日（水）・29日（木）

●9時〜10時　　●10時〜11時　●11時〜12時　●12時〜13時

●13時〜14時　●14時〜15時　●15時〜16時　●16時〜17時

※連続2枠まで、申込先着順

　　1枠1,000円

　　　　9月5日（土）9時から、きらりホール窓口で配布する申込用

紙に記入し、きらりホール窓口へ持参／ファクス／きらりホールホー

ムページの申し込みフォームで提出

　県建築士会鎌ケ谷支部から相談員派遣の協力を受けて、木造住宅の耐

震相談を実施します。耐震に関するアドバイスも聞けます。

　　　　　市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み壁工法

により建築された専用住宅2階建て以下、または併用住宅（居住部分が2

分の1以上のもの）

※建築年、工法などが分からない場合は、建築住宅課へご連絡ください

　　9月26日（土）10時〜15時（1件当たり40分程度）

　　北部公民館

　　10人

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、複数人での参加はご遠

　慮ください

　　　住宅の平面図など（手書きでも可）

※図面を作成することが難しい場合は、職員が相談者宅まで訪問し、診断

　に必要な図面を作成します

　　　　9月8日（火）までに、建築住宅課窓口／ ゆ〒273-0195／

ｆ445・1466／ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

木造住宅耐震改修等補助制度

　耐震改修などにかかる費用について、最大60万円の補助（条件あ

り）を行っています。詳しくは、建築住宅課へお問い合わせください。

問建築住宅課☎445・1466

問きらりホール☎441・3377

木造住宅の

無料耐震相談

講座・講演

～グランドピアノを弾いてみませんか？～

きらり！
あなたがアーティスト

きらりホールで演奏体験きらりホールで演奏体験

費用
申し込み

その他

日時

日時

日時

服装

服装

※9月5日（土）は窓口のみ

　受け付け。ファクス・申し

　込みフォームは9月6日

　（日）から受け付け

　　　応募資格や注意事

項など、詳しくは申込用紙

でご確認ください

申きらりホール☎441・

3377

定員
場所

持ち物

申し込み

日時

対象建築物

◀
清
掃
活
動
も

　
行
っ
て
い
ま
す

　実践コース修了者は、修了書の交付を受け、

各種特典を受けられるようになります。

　　市内で創業を希望する人、創業後5年未満の人

　　市役所地下 団体研修室

　　20人（申込先着順）

　　　　市ホームページから申込書をダウンロードして、

商工振興課ｆ445・1400／☎445・1240

基礎コース

　創業・独立に向けた心構えやノウハウを学ぶとともに、その実現

の可能性および課題の明確化を目指します。

　　●9月27日（日）10時〜13時＝「失敗しない創業とは」

　　●10月3日（土）10時〜13時＝「起業のアイデアを発想しよう！」

実践コース

　創業に向けて具体的な事業計画の作成を目指します。

　　●10月10日（土）10時〜13時＝「起業時の経営ポイント、

　　　マーケティングを学ぶ」、14時〜17時＝「起業家に必要な

　　　コミュニケーション力」

　　●10月24日（土）10時〜13時＝「起業時に考えるお金の話 

　　　〜資金調達・計画と収支計画〜」

　　●10月31日（土）10時〜13時＝「お金をかけずに売り上げ

　　　アップ！起業家に必要な顧客獲得術」

　　●11月15日（日）10時〜13時＝「自分価値を作りだす！ビジ

　　　ネスモデルと公的施策活用」

無料

市ホームページ

対象
場所
定員
申し込み
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みんなで取り組む いのち支える自殺対策

　毎年多くの尊い命が自殺によって失われています。自殺の原因やきっかけはさまざま

でも、その多くは心理的に追いつめられた末の死です。

　市では、認知症に関する以下の事業を実施しています。

LINEでも相談ができます

●生きづらびっと

　　毎週（月）・（火）・（木）・（金）・（日）17

時〜22時30分（22時まで受け付け）、

（水）11時〜16時30分（16時まで受け

付け）

問特定非営利活動法人 自殺対策支援セ

ンターライフリンク☎03・3261・4934

問健康増進課☎445・1405

問高齢者支援課☎445・1384

9月10日〜16日は
「自殺予防週間」

認知症に関する制度を上手に利用しましょう認知症に関する制度を上手に利用しましょう

日時

相談窓口 ～お気軽にご相談ください～
●よりそいホットライン☎0120・279・338（24時間対応、通話料無料）

●千葉いのちの電話☎043・227・3900（24時間対応）

※健康増進課、学習センター（各公民館）窓口および市ホームページで配布する「さまざ

　まな相談窓口（鎌ケ谷市）」のチラシもご活用ください

こころのサインに気づいたら…

　こころの疲れは、こんなところにあらわれます。

●よく眠れない　　　　　●原因不明の体調不良　

●遅刻や欠席が続く　　　●飲酒量が増える　など

　身近にいる人が気づき、声をかけ、相談につなげることが、

かけがえのない命を守ることにつながります。

◆認知症相談事業

　認知症に関する個別相談を行っています。認知症の介護や対応について、

気軽に相談できます。

　　毎月第2（火）13時から、14時から

　　総合福祉保健センター

9月21日は世界アルツハイマーデー

　国際アルツハイマー協会が認知症の理解をすすめ、本人や家族への施策を

充実させることを目的に1994年に制定しました。現在、9月を世界アルツハイ

マー月間とし、世界各国で啓発活動が行われています。

◆認知症高齢者見守りシール事業

見守りシールとは？

　認知症がある高齢者の衣類や持ち物に貼っておくシールです。

行方不明になった際に、発見者がスマートフォンなどで二次元

コードを読み取り発見場所を入力すると、家族宛てにメールが自

動送信されます。

　発見者と家族は、伝言板サイトを介して24時間365日、直接や

り取りを行えるため、家族は素早く迎えに行くことができます。

なお、発見者と家族は、自分の住所や電話番号などの個人情報を

知らせる必要はありません。

対象次のいずれかに該当する高齢者

　 ●要介護・要支援認定を受けている

   ●過去、行方不明で警察に保護されたことがある

支給枚数対象者1人につき30枚

（初回無料、2回目以降は有料）

場所
日時

対象

場所

持ち物

申し込み
その他

日時

定員

◆徘徊高齢者位置情報提供サービス事業

　要介護・要支援認定を受けている高齢者で徘徊歴のある人に、

携帯端末機を使用した位置情報機器を貸し出します（課税状況

により利用者負担として月額500円が発生する場合があり

ます）。

◆認知症サポーター養成講座

　認知症の人や家族を温かく見守る応援者「認知症サポーター」

を養成する講座です。5人以上の団体への出前講座もあります。

◆認知症初期集中支援チーム

　認知症サポート医、医療・福祉・介護の専門職（看護師や介護福

祉士など）で構成された認知症の人を支えるチームです。チーム

員が認知症の人やその家族を訪問し、本人や家族に合わせた医療

機関受診や介護サービスの利用、家族の介護負担の軽減など、初

期の支援を包括的・集中的に約6カ月間サポートします。

対象おおむね65歳以上の認知症の人で、次のいずれかに該当す

る人

●認知症疾患の臨床診断を受けていない

●継続的な医療サービスや適切な介護サービスを受けていない

●認知症と診断されたが、介護サービスが中断している

見守りシール

生きづらびっと

LINE

◆認知症早期発見・早期予防プロジェクト（楽笑トレーニング）

　認知症予防に、作業療法士などが講師となる「頭と体のトレーニング」に参

加してみませんか？

　　市内在住の人で介護保険の認定を受けていない、昭和25年〜昭和30年

生まれの人

　　10月3日〜12月19日の毎週（土）14時〜16時（全12回）

※初回と最終回は総合福祉保健センターで頭と体の健康チェックを行います

　　●まなびぃプラザ　●南部公民館

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2カ所に場所を分け少人数

　で行います

　　各15人（申込先着順）

　　　運動することができる服装、飲み物、タオル

　　　全日程への参加が必要です

　　　　高齢者支援課☎445・1384

【実施場所】

オレンジカフェ はつとみ（初富保健病院）☎442・0811

オレンジカフェ リーベン鎌ケ谷（リーベン鎌ケ谷）☎443・8212

オレンジカフェ さつまの里（特別養護老人ホームさつまの里）☎401・1500

◆オレンジカフェ

　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。

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、現在カフェは実施していま

せん。個別相談については、オレンジカフェはつとみのみ実施しています。
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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

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

　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●9月3日（木）・15日（火）各9時〜12時

　●9月23日（水）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

　先発医薬品を使っている人で、ジェネリック（後

発）医薬品に切り替えた場合の差額が月額200

円以上の人には、その差額をお知らせするはがき

を送付します。この機会にジェネリック

医薬品の使用をご検討ください。

問保険年金課☎445・1204

国民健康保険に加入している皆さんへ
〜ジェネリック医薬品切替差額をお知らせ〜

　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。健診後、セルフケア方法

をお伝えします。

内歯科健診・結果説明　

時9月17日（木）13時〜15時

　※時間は申し込み時に相談

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
〜無料健診（完全予約制）のご案内〜

　対象者には個別通知しますので、内容を確認し

てください。　　

対2年8月1日以降生まれの子ども

問☎445・1390

ロタウイルス感染症予防接種
〜定期接種が10月1日から開始〜

内身体計測、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

時9月9日（水）

　※時間は申し込み時に相談

所東部学習センター　

持母子健康手帳、バスタオル

他●対象の乳幼児以外の子どもの預け先がない

　　場合は同伴可

　●電話などでも育児相談を受け付けています

　●成人の相談については健康増進課(☎445・

　　1405)までお問い合わせください

問☎445・1393

個別育児相談会（完全予約制）
〜地区健康相談が個別育児相談に変わりました〜

　：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　 　センター：習志野健康福祉センター　※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＝毎週（日）、7日（月）・21日（月）・22日（火）　●南＝毎週（日）、7日（月）・18日（金）12時から・21日（月）・22日（火）　●くぬぎ山・粟野＝毎週（日）、

21日（月）・22日（火）　●北中沢＝毎週（日）、14日（月）12時から

福 習注 予

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)・23日（水）　●ま

なびぃプラザ＝30日（水）　●図書館＝毎週（月）（21日を除く）、23日（水）・30日（水）　●郷土

資料館＝毎週（月）、22日（火）　●スポーツ施設（弓道場を除く）＝3日（木）　
!9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

①③＝まなびぃプラザ　②＝中央

公民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①17日（木）17時〜21時

②20日（日）12時〜16時

③22日（火）17時〜21時

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〜15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
　センター3階／　センター

☎475・5152

福 習
24日（木）14時から

思春期相談 予
　センター／　センター

☎475・5153

習習
18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）
23日（水）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

登記・不動産相談 注 14日（月）13時〜16時

行政相談 注 9日（水）10時〜11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

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
毎週（水）●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 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
8日（火）・15日（火）・25日（金）・

29日（火）の各13時〜17時

18日（金）10時〜15時交通事故相談　 ※1予

各児童センターの休み

祝日などの ごみの収集・自己搬入

●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＝23日(水)　●西部小＝24日(木)　 ●東部小＝28日(月)

問クリーン推進課☎445・1223

9月の有価物回収

　ごみの持ち込みが多くなると交通渋滞が発生し、周辺に

住む人や通行する人にも迷惑が掛かります。粗大ごみ以外

のごみについては、できる限りごみステーションに出すな

ど、計画的なごみの処理にご協力をお願いします。※○印の収集は、その曜日に

　収集する地域のみ実施

収集

搬入

○

×

×

×

9/21（月）9/22（火）

▶「ロボット工作」参加者 追加募集説明会
説明会と実演・展示。対小学校4年生以上（成人可）時9月

12日（土）15時〜17時所中央公民館定5人（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
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日時10月14日（水）15時から　

場所市役所地下 団体研修室

その他抽選結果は、当選者のみにお知らせします

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）9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▶

住民基本台帳人口      109,962人（前月比+12）

男　54,271人　女　55,691人

世帯数　 50,271世帯（前月比+65）
〔R2.8.1現在〕
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問●農業振興課☎445・1233

　●とうかつ中央農協 鎌ケ谷支店☎443・4010

　暑さが和らいだころに収穫される晩なしは、かおりや新高など大玉が特徴で

す。この晩なしのコンテストを、鎌ケ谷市梨業組合が開催します。

日時9月10日（木）8時〜13時　審査8時30分〜10時30分  販売11時から

※整理券の配布は10時から行います　※開始時間前に並ぶことはできません

※晩なしは出品される種類・数量が限られているため、希望する種類が購入でき

　ない場合があります

場所とうかつ中央農協 鎌ケ谷支店　販売価格1箱（5Kg)2,000円

　「秋のほほえみ」は、平成27年に登録された鎌ケ谷生

まれの新しい品種です。酸味がなくとても甘い、ジュー

シーな味わい。あきづきよりやや大玉で、食べごたえ抜群

です。一口食べれば思わずほほ笑むおいしさ、ぜひ今年

味わってください。直売所を調べるには、市ホームページ

で「梨直売所」と検索してください。

笑いですべてを吹き飛ばそう！
第1回 きらり！かまがや寄席

問きらりホール
　☎441・3377

　優秀賞を受賞した「眞塩藍咲さん」、審査員特別賞を受賞した「えりな

＆轟DUOさん」「Moncroidzさん」が再びきらりホールに登場します。

その華麗なる演奏をお楽しみください。

日時9月26日（土）14時から（13時30分開場）

その他●全席指定　

　　 ●親子席のみ未就学児入場可(要申込)

　　　●新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、周囲の人との距

　　　　離を保った座席配置となります

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

公開
抽選会

晩なしコンテスト 開催
を募集します桜の里親

桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業

問公園緑地課☎445・1487

　今年度は、新鎌ふれあい公園、

市制記念公園駐車場、新鎌ケ谷四

丁目公園に植樹する河津桜とソメ

イヨシノの里親を募集します。

    市民・市内事業者

    6人（多数抽選）

       1本20,000円

       公園緑地課窓口（市役所

4階）および市ホームページで配

布する申込書に記入して、9月30

日（水）まで（消印有効）に同課へ

持参／ゆ〒273-0195

対象
定員

寄付金額
申し込み

受賞者たちが、再びきらりホールに集結します！

-ARTIST-

眞塩藍咲
（優秀賞）

ましお あいさ

えりな＆轟DUO
（審査員特別賞）

きらりかまがや 第3回 アーティスト発掘プロジェクト受賞者記念コンサートきらりかまがや 第3回 アーティスト発掘プロジェクト受賞者記念コンサート

　紫綬褒章受章者の柳家権太楼さんの落語をはじめ、演芸・漫才・コントのトップ
エンターテイナーが、きらりホールに大集合！晩秋の鎌ケ谷を、お笑いの風が吹き
抜けます。

　紫綬褒章受章者の柳家権太楼さんの落語をはじめ、演芸・漫才・コントのトップ
エンターテイナーが、きらりホールに大集合！晩秋の鎌ケ谷を、お笑いの風が吹き
抜けます。

日時11月23日（月）13時から（12時30分開場）

場所きらりホール（全席指定）

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、定員を制限して販

  売します。今後の状況により、変更になる場合があります

費用●前売り券＝一般2,800円・高校生以下1,300円

　　　（友の会料金＝一般2,500円・高校生以下1,000円）

　　　※公演前日までに入会した場合に適用

　　●当日券＝一般3,000円・高校生以下1,500円

　　　※前売り券完売の場合は、当日券の販売はありません

その他親子席のみ、未就学児入場可（要申込）

発売日●友の会先行販売＝9月10日（木）9時から

　　　 ●一般販売＝9月12日（土）窓口販売は9時から、電話予約は

       13時から

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

きらりホール
友の会とは

きらりホール
友の会とは

　チケット割引販売、優先予約などの特典が受け

られるサービスです。個人会員の会費は無料です。

詳しくはきらりホールへお問い合わせください。

林家楽一 柳家さん光

インスタントジョンソン アサダ二世 U字工事

お く

晩なしコンテストに出品されるかも？ ～鎌ケ谷生まれの梨　　　　　　　　～「秋のほほえみ」

柳家権太楼

とどろきデュオ

検索梨直売所

Moncroidz
（審査員特別賞）

モンクロイズ


	2020年9月1日1P
	2020年9月1日2P
	2020年9月1日3P
	2020年9月1日4P
	2020年9月1日5P
	2020年9月1日6P
	2020年9月1日7P
	2020年9月1日8P

