
対象①2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに、事業主が

　　　休業させた中小企業の労働者などのうち、3年1月〜4月に休業した労働者

　　②2年4月1日から2年6月30日まで、および3年1月8日以降（2年11月7日以降に

　　　時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降）に、事業主が休業

　　　させた大企業のシフト労働者などのうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払

　　　いを受けることができなかった労働者

　　※②については、雇用保険被保険者ではない人も対象

　国は、新型コロナウイルス感染症やまん延拡大防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、

休業手当の支払いを受けることができなかった人に対して給付金を支給しています。

7月31日   まで申請期限は 土

休業手当の支払いを受けることができなかった労働者を支援しています
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

問新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター☎0120・221276

　国は、全国民に提供できる数量のワクチン確保を目指しています。大量のワクチンは順次供給されるため、国により接種についてのスケジュール

が示されており、現在は医療従事者などへの接種が行われています。

　次の対象となる65歳以上の高齢者の接種について、市から送付する接種券や予約についてお知らせします。

　市から65歳以上の高齢者に、5月上旬から接種券と案内を

送付するので内容を確認してください。接種は、インターネッ

トや電話などで予約を行います。

接種回数および間隔全2回。1回目の接種後、20日以上あけて2回目を接種

対象昭和32年4月1日以前に生まれた人

接種開始時期5月中旬以降

※ワクチンは各市町村の高齢化率などに基づき配分されます。供給量が

　判明し体制が整い次第、順次接種を開始します

場所住民票のある市町村の医療機関や公共施設など

※詳しくは、送付される案内をご確認ください

費用無料

注意スケジュールは国からの通知などにより変更となる場合があります

予約に
ついて

　次の場合は、住所地以外で接種を受けることができます。

●入院中や入所中で、住所地以外の施設などで受ける場合

●基礎疾患があり、治療中の医療機関で受ける場合

※詳しくは、送付される案内をご確認ください

　現在、県が市内医療従事者への新型コロナワクチン接種を順次進めています。

住所地以外での接種について

医療従事者へのワクチン接種を進めています

問●鎌ケ谷市新型コロナワクチンコールセンター（土・日・祝日を除く9時〜17時）☎0570・050575（ナビダイヤル）

　●専門的なお問い合わせ＝厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（365日、9時〜21時）

　　☎0120・761770（フリーダイヤル）

などの症状が出たら
　発熱などの症状があり受診を希望する場合は、必ず病院に行く前に身近なかかりつけ医などに電話で相談してください。

かかりつけ医がいないなど、相談先がない場合は、次へご相談ください。

発 熱 発熱などに関する相談窓口

千葉県発熱相談
コールセンター

市健康増進課
8時30分〜17時
(（土)・(日)、祝日を除く)

☎0570・200139

(ナビダイヤル)
☎445・1390／ｆ445・8261

（24時間365日）

接種に
ついて

新型コロナワクチン接種について新型コロナワクチン接種について

厚生労働省
ホームページ

65歳以上の高齢者に、　　　 や 　　　　　　　を65歳以上の高齢者に、　　　 や 　　　　　　　を接種券接種券 予約などの案内予約などの案内

算定方法休業前の1日当たり平均賃金 × 80％※ × （各月の日数 － 就労し

た、または労働者の事情で休んだ日数）

※：②のうち、2年4月1日から2年6月30日までの休業については60％

その他 詳しくは、厚生労働省ホームページまたは新型コ

ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセン

ターにお問い合わせください

　接種の予約は次のいずれかで行います。

●LINE

●電話

※予約には接種券に記載された番号が必要です

※送付された接種券は大切に保管してください

●パソコン

●スマートフォン

5月上旬から送付します5月上旬から送付します

主な内容
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人権擁護委員の就任大型連休中の閉庁日・休館日など
施設の閉庁・休館日、その他の行政サービス

市役所・総合福祉保健センター・右京塚連絡所

多文化共生推進センター（かまがやワールドプラザ）

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

各児童センター

社会福祉センター

まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）

図書館

青少年センター

各スポーツ施設※1

郷土資料館

きらり鎌ケ谷市民会館

自動交付機（問市民課☎445・1195）

パスポート（問市民課☎442・2220）

自転車等保管場所（問道路河川管理課☎445・1457）

コミュニティバス ききょう号（問都市政策室☎445・1422）

鎌ケ谷・南初富・道野辺中央

くぬぎ山・北中沢・粟野

施設・サービス名

　　　　

　　休　

　　休　

　　休　

休

休

休

休

休

休

休

休 休

休休

※2 ※2 ※2 ※2 ※2※2

4月

28
（水）

29
（木）

30
（金）

1
（土）

2
（日）

3
（月）

4
（火）

5
（水）

6
（木）

5月

中央・南

くぬぎ山・北中沢・粟野

施
設
の
閉
庁
・
休
館
日

行
政
サ
ー
ビ
ス

な
ど 申請

交付

※1：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

※2：（土）・（日）・（祝）ダイヤで運行

ごみの収集・自己搬入について

第3期鎌ケ谷市
教育振興基本計画（案）

聖火ランナーと一緒に
走ってみませんか？
聖火ランナーと一緒に
走ってみませんか？

　大型連休中は、ごみの持ち込みが多くなることから、受け付けまでに時間がかか

ります。また、交通渋滞が発生し、周辺住民や通行者に迷惑が掛かってしまいます。

　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

なごみの処理へのご協力をお願いします。

　これまでの成果と課題を踏まえ、これからの学校教

育について考えるための計画となる「第3期鎌ケ谷市教

育振興基本計画」への意見を募集します。

閲覧場所 市ホームページ、指導室窓口（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

提出期限5月7日（金）まで（必着）

提出方法住所・氏名（法人・団体の場合は併せて、所在地・

団体名・代表者名）と意見を記入（様式自由）して、指導

室ゆ〒273-0195／窓口へ持参／ｆ445・1100／

ｍgakkousidou@city.kamagaya.chiba.jp

注意 ●電話などの口頭によるものや匿名の意見は、パ

　　　ブリックコメントの扱いになりません

　　●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などで公表します（個別回

　　　答は行いません）

　聖火ランナーが新鎌ふれあい公園内を7月3日（土）に走る際に、市最終聖火ランナーの後方を一

緒に走行するサポートランナーを募集します。

対象市内在住・在学で、3年4月1日時点で小学校1年生から中学校1年生までの児童・生徒

※性別・国籍不問

定員20人以内（多数抽選）

申し込み文化・スポーツ課窓口（市役所5階）および福太郎アリーナで配布する応募用紙に記入して、

4月30日（金）まで（必着）に同課窓口へ持参／ゆ〒273-0195／ｆ445・1100／ｍsports@city.

kamagaya.chiba.jp

※当選結果は、当選者のみに通知します（6月ごろ発送予定）

注意●聖火トーチを持つことはできません

　　●政治的、宗教的メッセージを伝えることはできません

　　●交通費などは自己負担（駐車場はありません）

　　●当日の服装として、サポートランナー用シャツを配付予定です。それ以外（靴を除く）は、聖火

      リレーパートナー企業以外の企業ロゴや特定のブランドを想起させるものは着用できません

※○印の収集は、その曜日に収

　集する地域のみ実施

※5月1日（土）のクリーンセン

　ターへの搬入は、8時30分か

　ら12時まで
ごみの収集

クリーンセンターへの自己搬入

○ 　 ○ 　 ○ 　×　×　×　×　 ○

×　 ○ 　 ○ 　×　×　×　×　 ○

4月

29
（木）

30
（金）

1
（土）

2
（日）

3
（月）

4
（火）

5
（水）

6
（木）

5月

問男女共同参画室☎445・1277

問クリーン推進課
　☎445・1223

　渡辺善彦さんが、4月1日付けで法務大臣から

人権擁護委員に委嘱（再任）されました。

　人権擁護委員は、プライバシー

の侵害やセクハラ、いじめなどの

人権問題に対する相談や人権擁護

などの啓発活動を行っています。

感謝状を贈呈
街の美化活動に尽力した団体へ

問クリーン推進課☎445・1223

問指導室☎445・1518

問文化・スポーツ課

　☎445・1531

　ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体に登録

しており、長年にわたって活動し、顕著な実績をあげて

いる2団体に対して、感謝状が贈られました。（敬称略）

鎌ケ谷・大津川を
清流にする会

駅前第一笑和会

渡辺善彦さん

固定資産評価審査委員会委員の就任
問収税課☎445・1110

　三橋義行さんが、4月1日付けで固定資産評価

審査委員会委員に就任しました。

　三橋さんは30年以上市職員として勤め、要職

を歴任し、平成26年3月に定年退職しました。

　任期は5年3月31日までです。

パブリックコメント 
皆さんの意見を募集

2021.7.3
千葉県 鎌ケ谷市

聖火リレー
サポートランナー
聖火リレー

サポートランナー

募集募集

休

休休

休休

休休

休休

休休

休休

休休

休休

休休

休休
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　4月1日付で行った、鎌ケ谷市の課長相当職以上の人事異動を

お知らせします。

４月１日付の人事異動
問人事室☎445・1057

部長相当職

●会計管理者[会計課長]押切良雄

●総務企画部長[議会事務局長]斉藤薫

●総務企画部参事（事）次長（事）秘書広報課長

　[総務企画部次長（事）秘書広報課長]大塚潤一

●総務企画部参事（事）企画財政課長[総務企画

　部副参事（事）企画財政課長]小笠原直樹

●市民生活部参事（事）次長（事）商工振興課長

　[市民生活部次長（事）商工振興課長]青木真也

●監査委員事務局長[健康福祉部副参事（事）幼

　児保育課長]大伯昌司

●議会事務局長[総務企画部参事（事）総務課長]

　葛山順一

●消防本部参事（事）次長（事）消防総務課長[消

　防本部次長（事）消防総務課長]矢ノ目健二

次長相当職

●総務企画部副参事（事）総務課長[市民生活部副参事

　（事）保険年金課長]井上知子

●総務企画部副参事（事）課税課長[課税課長]小島一高

●市民生活部副参事（事）保険年金課長[議会事務局次長]

　佐藤太郎

●市民生活部副参事（事）安全対策課長[安全対策課長]

　伊藤正二

●健康福祉部次長（事）障がい福祉課長[健康福祉部副

　参事（事）障がい福祉課長]星野里香

●都市建設部副参事（事）建築住宅課長[生涯学習部副

　参事（事）教育総務課長]﨑田浩史
●生涯学習部副参事[県教育委員会]飯塚博文

●生涯学習部副参事（事）学校教育課長[西部小学校長]

　柳昌孝

●議会事務局次長[市民生活部副参事（事）市民活動推

　進課長]後藤由美

課長相当職

●総務課行政室長[総務課人事室主幹（派）千葉県市長会]築地秀樹

●秘書広報課主幹[秘書広報課長補佐]須藤慶

●秘書広報課広報広聴室長[監査委員事務局主幹]山﨑嘉也
●契約管財課長[総務課行政室長]髙橋秀之
●クリーン推進課主幹[クリーン推進課長補佐]髙野章
●市民活動推進課長[市民活動推進課主幹]平野裕平

●こども発達センター主幹[こども発達センター所長補佐]小稲文

●幼児保育課長[秘書広報課広報広聴室長]田口慎治

●粟野保育園長[粟野保育園長]岡部公香

●鎌ケ谷保育園長[鎌ケ谷保育園長]石井かほる

●高齢者支援課長[高齢者支援課副主幹]根岸浩史

●健康増進課主幹[健康増進課副主幹]舟波早苗

●都市計画課都市政策室長[都市計画課開発指導室長]浅野和彦

●都市計画課都市政策室主幹[都市計画課都市政策室長補佐]浜田一美

●都市計画課開発指導室長[道路河川管理課主幹]大塚勝彦

●建築住宅課営繕室長[幼児保育課主幹]荒川敦

●下水道課長[下水道課主幹]浦塚良幸

●下水道課主幹[都市計画課まちづくり室長補佐]亀山節

●会計課長[生涯学習推進課主幹]渡邊里恵

●教育総務課長[教育総務課主幹]関正人

●警防課長[警防課主幹]松下晃通

●警防課主幹[中央消防署主幹]久保田保利

●中央消防署主幹[中央消防署長補佐]山口敏郎

●くぬぎ山消防署長[警防課長]岩上一彦

[　]=前職

（事）＝事務取扱（現在の職よりも

　　　下位の職務を兼ねること）

（派）＝派遣

担当課

 4月30日(金)

 5月31日(月)

 6月30日(水)

 8月 2日(月)

 8月31日(火)

 9月30日(木)

11月 1日(月)

11月30日(火)

12月27日(月)

 1月31日(月)

 2月28日(月)

 3月31日(木)

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

全期

税目など 固定資産税
都市計画税

軽自動車税
(種別割)

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)

市営住宅
使用料

(駐車場含む)納期限

収税課 保険年金課 高齢者支援課 建築住宅課

1期

2期

下水道受益者
負担金

下水道課

学校給食費

給食管理室

令和3年度 市税などの納期限のお知らせ

　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。

　このため、市内全域で赤星病を媒介するビャクシン属の植栽・保有

を禁止しています。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

　鎌ケ谷にとって農業は、都市近郊農業として発展してきた、重要な産

業です。鎌ケ谷産のおいしい農産物を生産するために、欠くことがで

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、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

　システムメンテナンスのため、マ

イナンバーカードを利用した住民票

などのコンビニ交付サービスを停止

します。

　　5月1日（土）〜5月5日（水）終日

問農業振興課☎445・1233
問農業振興課☎445・1233

問市民課☎445・1177

市名産の梨を赤星病から守りましょう
おいしい農産物の生産に欠かせない

農薬散布にご理解・ご協力を

梨の木の病気「赤星病」とは
　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のビャクシン属が媒介となって発生する

病気です。これらの植物が梨園の半径約2キロメートル以内にある

と、必ずといってよいほど頻繁に発生します。

貝塚いぶき スカイロケット ハイ（這い）ビャクシン

市内では　　　　　　　　　　　は

　　　 されています

ビャクシン属の植栽

禁 止

コンビニ交付サービス
一時停止のお知らせ

5月1日（土）〜5月5日（水）

日時

農家の皆さんは周辺への配慮をお願いします

●農薬散布作業をする際には、周辺の人に声

　を掛けてから始めてください

●作業中の旗を持っている場合は使用して、

　「農薬散布作業中」であることを周知してく

　ださい

●堆肥は民家から離れた場所に積み、近隣住

　民に配慮した管理をお願いします
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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、イベントなどが中止とな

　る場合があります

講座・講演

　危険物関係法令等を学ぼうとして

いる人や危険物取扱者試験乙種第４

類受験者を対象とした講習会です。

時5月18日（火）9時30分〜16時45分

所船橋市中央公民館

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、4月19

日(月)〜23日(金)に同協会へ持参

問消防本部予防課☎444・3273

危険物取扱者試験受験者講習会
（前期）

介護者のつどい
在宅介護のリフレッシュをしませんか？

　市民の皆さんと生涯学習の推進を

図るため、審議会委員を募集します。

対次の要件を全て満たす人

　●市内在住で、応募日現在18歳以

　　上である

　●生涯学習に関して、広く関心を持っ

　　ている

　●生涯学習の向上に資する活動を

　　行っている

生涯学習審議会委員

　　9月1日から2年間

定2人

　　会議1回6,800円（年3回程度）

申作文「人生100年時代の心豊かな

市民生活を送るための生涯学習の役

割について」（1,000字程度、様式自

由）と、住所・氏名・生年月日・性別・電

話番号、現在行っている活動を記入

して、5月10日（月）まで（必着）に生

涯学習推進課ゆ〒273-0101富岡

2-6-1／ｆ446・6633／ｍsyougaku

kikaku@city.kamagaya.chiba.

jp／窓口へ持参

※選考結果は8月末までに通知

他●他の審議会などの公募による委

　　員との兼職は不可

　●選任された場合、氏名を公表します

　●会議中は未就学児の保育有り

問同課☎446・2112

イベント

生活困窮者自立支援事業
　市では、生活困窮者自立支援法に基づき、さまざまな事情で生活に困っている人からの相談に相談員が寄り添いながら、自立に向けて支

援を行う生活困窮者自立支援事業を実施しています。

　市内在住で、経済的な理由などで生活に困っている人はどなたでも無料で相談できます。相談内容や個人情報などの秘密は厳守します。

　地域の安全と安心を守るために活動している消防団員の表彰が行われました。

　表彰された人は、次のとおりです。（敬称略）

消防庁長官表彰

功労章

消防団本部団長　　川上 英明

永年勤続功労章

消防団本部副団長　髙橋 由郎

消防団本部副団長　石井 伸和

千葉県知事表彰

功労章

第4分団班長　　　 吉田 健人

第5分団団員　　　 江夲 和久

精勤章

第8分団班長　　　髙岡 吉伸

第4分団団員　　　 大出 啓一

第4分団団員　　　 小杉 洋平

第5分団団員　　　 浅海 誠

第5分団団員　　　 古和谷 順一

第8分団団員　　　 小金谷 克義

問社会福祉課☎445・1286

問消防本部警防課☎444・3235

消防団員などを表彰消防団員などを表彰

問題や課題を整理して
一緒に解決しましょう！

募集

部門

任期

報酬

こどもの学習・生活支援事業
学習と進学の支援や体験活動を通した

安心できる居場所の提供

　経済的な理由で、多様な学習機会の

確保が困難な生活困窮世帯などの子ど

もを対象に、基礎学力向上のための学

習支援、興味や好奇心を高めるプログ

ラムや体験活動を実施し、安心して過

ごすことのできる居場所を提供しま

す。また、保護者に向けても進学情報の

提供や日常生活に関する相談支援を行

います。

　　市内在住の生活保護受給世帯を含

む生活困窮世帯の小学校4年生〜中学

校3年生

　　無料

　　総合福祉保健センター

対象

場所
費用

住居確保給付金の支給
家賃相当額を一定期間支給

　離職または自営業の廃止により、経済的

に困窮し、住居を失った人、または失う恐れ

のある人を対象として、就職活動などを条

件として、一定期間の家賃相当分の給付金

を支給します。

※条件や限度額があります

家計改善支援事業
家計の課題の把握など、収支の見直しに向けた支援

　家賃・税金・公共料金などの滞納や債務超過の状態で家計の収

支のバランスが崩れてしまった人に対して、家計状況を「見える

化」して課題を把握します。必要に応じて、債務整理や貸付制度へ

つなぎ、家計管理を支援します。

就労準備支援事業
就職活動に向けた生活習慣の見直しなど、働くための準備の支援

●ひきこもり状態の人　●長期にわたる不就労により自分自

身で就職活動を始める自信がない人　●仕事を探しているけれ

どなかなか決まらない人　●生活習慣の乱れを改善したい

人　●社会活動に興味はあるけれど人とのコミュニケーションが

苦手な人　●職業紹介窓口や職業訓練を利用できず悩んでいる人

　上記のような人に対し、専門の支援員がその人に合わせて講

座、職場見学、実習体験を通して支援します。

自立相談支援事業
あなたの支援プランを作成

　「仕事を辞めてしまった」「生活費に困っ

ている」「家賃の支払いが困難」「就職したい

が自信がない」「利用できる制度を探してい

る」など、生活に関する困りごとを支援員が

聞き、一人一人の状況に合わせたプランを

一緒に考えて、利用可能な制度や関係機関

との連絡調整や就労支援などを行います。

千葉県防災危機管理部長表彰

千葉県防災危機管理部長章

第5分団班長　　　 大山 真史

第5分団団員　　　 中野 拓美

第7分団団員　　　 瀨戸 誠司

第7分団団員　　　 澁谷 賢治

日本消防協会長表彰

勤続章

第6分団副分団長　 石井 長一

第1分団団員　　　 伊藤 英二

功績章

第5分団副分団長　 杉原 優

精績章

第3分団班長　　　大野 智弘

千葉県消防協会長表彰

特別功労章

消防団本部副団長　飯田 喜治

功労章

第3分団団員　　　皆川 光男

精勤章

第2分団班長　　　 鈴木 昌和

第5分団団員　　　 尾形 真宏

第7分団団員　　　 渋谷 将重

東葛飾支部長表彰
功労章

第5分団分団長　　 山口 智則

第6分団団員　　　 石原 裕介

精勤章

第7分団副分団長　 石井 成幸

消防団女性部部長　森澤 美枝子

消防団女性部班長　須田 貞子

第3分団班長　　　飯田 裕樹

第5分団団員　　　髙橋 大地

第8分団団員　　　 石井 嗣人

鎌ケ谷市長表彰

功績章

第7分団分団長　　秦 隆二

第3分団副分団長　飯田 朗洋

第3分団班長　　　笠川 真治

第8分団団員　　　小金谷 和裕

第8分団団員　　　小金谷 尚史

鎌ケ谷市消防団長表彰

功績章

第1分団班長　　　川上 貴広

第7分団団員　　　川上 泰弘

　要介護状態の高齢者を自宅で介護

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、仲間づくりや

リフレッシュ、介護に関する情報交換

などができます。また、看護師による

血圧測定や健康相談も行います。

　開催日程や内容などについて詳しく

は、お問い合わせください。

申市社会福祉協議会☎444・2231

問高齢者支援課☎445・1384
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チーパス・スマイル
ホームページ

対18歳以上の人（弓道部に所属して

いる生徒・学生を除く）

時5月9日〜7月11日までの毎週（日）

10時〜12時（全10回）

定7人（多数抽選）

費●市内在住・在勤・在学の人＝4,500円

　●その他＝6,000円

　（いずれも用具代を含む。初回に持参）

申4月15日（木）〜25日（日）に弓道場・

アーチェリー場窓口／☎446・5910

3年度弓道教室

対市内在住の小学校4年生以上

時5月9日・23日、6月6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有り

申4月30日（金）までに市スポーツ協

会事務局（文化・スポーツ課内）☎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 櫻井☎090・6117・

3557

ソフトテニス初心者講習会
　市内の一部地区が調査対象地区と

なっています。6月に実施予定の本調

査の前に、4月下旬ごろから予備調査

を実施します。

問習志野保健所（習志野健康福祉保

健センター）☎475・5151

令和3年国民生活基礎調査にご協力を

　非常用発電設備改修工事に伴う電

気設備の切り替え工事のため、市役

所・総合福祉保健センター内の各部署

などへの直通電話・ファクスが不通と

なります。また、代表番号（☎445・

1141）は利用できますが、回線が混

み合いつながりにくい場合があります。

時5月4日（火）7時から5日（水）17時ご

ろまで

問契約管財課☎445・1092

5月4日（火）・5日（水）に市役所の直
通電話・ファクスが不通になります

　手賀沼周辺の水田や畑地などで利

用されている現在の施設は、昭和21

年〜43年に整備されたものです。そ

の後の都市開発に伴う流出水量の増

大、地盤沈下の進行などにより能力不

足や機能低下が生じ、台風や大雨によ

る農地の浸水などの被害が生じてい

るため、手賀沼周辺9市と手賀沼土地

改良区では、国が3年度〜14年度まで

の工期で実施する改修工事などの準

備を進めています。

農地所有者などの同意が必要です

　実施にあたり、個別の費用負担は発

生しませんが、周辺地域の農地所有者

や耕作者（畑地や樹園地含む）の同意

が必要です。手賀沼土地改良区組合員

には当該組合から、それ以外の畑作農

家などには市から、それぞれ書面で同

意をお願いする予定です。事業実施に

ご理解・ご協力をお願いします。

問農業振興課☎445・1233

手賀沼周辺の農業用揚水・排水機場
などの改修を実施します

　皆さんに大好評の「鎌ケ谷朝市」の

開始時間が変わります。収穫したての

新鮮な野菜を取りそろえて、皆さんの

お越しをお待ちしています。

時毎週（土）7時から（売り切れ次第終了）

所市役所駐車場（北側）

問鎌ケ谷市朝市組合事務局（JAとう

かつ中央鎌ケ谷支店内）☎443・4010

「鎌ケ谷朝市」の開始時間を変更
5月〜10月は7時から開始

　「裁判や調停で決まったのにお金を

支払ってもらえない」「強制執行をした

いので財産を調べたい」などの場合

に、債務名義（判決・調停調書・公正証

書など）があれば、裁判所で第三者か

らの情報取得手続が利用できます。

　詳しくは、最寄りの地方裁判所にお

問い合わせください。

問千葉地方裁判所事務局総務課☎043・

333・5238

裁判所の手続きや公正証書で約束
したお金の支払いを受けられず困っ
ている人へ　電子版チーパスがスタートする他、

チーパスの対象者が「中学生以下」か

ら「満18歳になって、最初に迎える3

月31日までの子ども」となりました。

　新しいチーパスは、こども支援課窓

口（総合福祉保健センター2階）、各児

童センター、図書館、まなびぃプラザ、

学習センター（各公民館）で配布して

います。なお、市内保育園、幼稚園、小・

中学校へは3月中に配布しています。

電子版チーパスは専用ウェブサイト

「チーパス・スマイル」からご確認くだ

さい。

問こども支援課☎445・1325

電子版も利用可能に！
「チーパス」が新しくなりました

お知らせ・相談

　例年実施している「ごみゼロ運動」

は、新型コロナウイルス感染症の感染

防止のため、中止します。

問クリーン推進課☎445・1223

「ごみゼロ運動」の中止

スポーツ

市国際交流協会
語学講座 受講者募集

　　下表参照（⑦を除き全30回、⑦のみ全25回）

　　①〜⑥＝18歳以上の人

　　⑦＝高校生以上の人

　　⑧＝小学校3年生〜6年生

　　①〜⑦＝25,500円（テキスト代など別途）

　　⑧＝24,000円（テキスト代・保険料など別途）

　　※⑦のみ教材費含む

　　※会員割り引きあり

　　①〜④、⑦・⑧＝まなびぃプラザ

　　⑤・⑥＝中央公民館

対象

場所

注意

費用

日程

申し込み

講座名

① 英語初級

② 英語中級

③ ハングル 入門

④ ハングル 会話

⑤ 中国語 入門

⑥ 中国語 中級

⑦ Progress English

⑧ スマイリーキッズ

内 容

基礎英文法を学びながら、日常英会話などリーディング、リスニングを学ぶ

プレゼンテーション・ディスカッションを通して自分の意見を伝えるスキルを学ぶ

文字の書き方、発音など基礎会話を学ぶ講座

基本文型や発音、挨拶など日常会話を学ぶ講座

ピンイン、声調、挨拶など簡単な会話を学ぶ講座

ピンインや声調を習得した人を対象に基礎的な中国語を応用して、会話を学ぶ

現役世代・学生のための中級英会話

小学生の英会話講座（学年・レベル別によるクラス編成）

開講日

5月18日（火）午後

5月18日（火）午後

5月18日（火）午前

5月18日（火）午前

5月17日（月）午前

5月17日（月）午前

5月14日（金）夜

5月15日（土）午前

問市国際交流協会ｍmain@kifa.gr.jp

KAMAGAYA KIRARI HALL

☎441・3377　　　〒273-0101

富岡1-1-3　　　https://kamagaya-

kirarihall.jp

場所
URL

予約方法の指定がないイベン
トのチケット予約は電話で。
購入は、代金を持参して窓口で

その他の
イベントも
チェック

　スペインでホールを満席にする人気ピアニストが、「きらり！ワンコ

インコンサート」に登場！

　　西澤安澄（ピアノ）

　　レオンカバッロ「メランコリックなワルツ」、

　　「べネチアの舟歌」など

※曲目は変更となる場合があります

　　5月14日（金）13時30分から（13時開場）

　　500円

　　　●全席指定

　　　●親子席（要予約）に限り未就学児入場可

　　　　きらりホール窓口／☎441・3377

費用
その他

日時

出演
曲目

申し込み

　　　受講決定者には、詳しい日程・支払い方法などを書面で通知します

　　●定員に満たない講座が中止になる場合があります

　　●一旦納入された会費・受講料・テキスト代などは返却できません

　　　　往復はがきに返信宛先と、希望講座名、住所・氏名・電話番号・メールアドレス、

会員または非会員（⑧の場合は併せてふりがな・学校名・学年）を記入して、4月22日（木）

まで（必着）に市国際交流協会ゆ〒273-0101富岡1-1-3

※テキスト不要の場合は、その旨をはがきに記入してください

※複数受講する場合、必ず1講座につき1枚の往復はがきで応募してください

その他

2021年度

新鮮な野菜がたくさん！

内成年後見などに関する相談会

時5月11日、6月1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　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

　satoshi kuronuma
［aosora］

c

きらり！ワンコインコンサート 西澤安澄 ピアノ・リサイタル
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相談してみませんか？相談してみませんか？相談してみませんか？相談してみませんか？

夏休みの思い出を
作りませんか？

　十勝平野のど真ん中、北海道士幌町で農業・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！

　　市内在住・在学の小学校5年生〜中学生で、準

備研修会・反省会を含む全日程に参加できる人

※過去に参加していない人、北海道士幌町からの

　ホームステイを受け入れできる人優先

　　8月7日（土）〜10日（火）（右表参照）

●準備研修は7月10日・17日の各（土）9時〜12時

　30分

●反省会は8月21日（土)9時〜15時

　　20人（多数抽選）

　　　応募が定員に達しないときは、事業を中止す

る場合あり

北海道で農業体験しよう北海道で農業体験しよう!!

対象

日程

定員

費用

申し込み

日にち 内容など

7月10日（土）
　　17日（土）

8月 7日（土）

8月 8日（日）

8月 9日（月）

8月10日（火）

8月21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

十勝観光→とかち帯広空港→市役所到着

士
幌
町
へ

その他

電子メール

問生涯学習推進課☎498・6101

対象建造物

定員

問建築住宅課☎445・1466

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

▶無料太極拳教室
対初心者時4月19日・26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人申ふれあい太極拳 中

村☎090・6520・7768

▶ソフトテニス無料体験会
対市内在住の小学校3・4年生時4月18日（日）・25日

（日）・29日（木）の各11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

催し

▶皇風煎茶禮式煎茶教室
対市内在住（初心者歓迎）時第1（木）13時〜16時所道野

辺中央コミュニティセンター定若干名（申込先着順）

年6,000円月2,000円申大越☎445・6087

▶フラサークル プアメリア
フラダンス。対成人女性時毎週（月）9時30分〜11時所中

央公民館定10人入3,000円月4,100円申湯浅☎090・

2423・5706

会員募集

　今後、30年以内にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は70％といわれています。マグニチュード

7.3だった熊本地震では、熊本県益城町での調査の結果、昭和56年以前の古い構造基準で建築された建物の

うち、45％以上が大破・倒壊・崩壊していました（国土交通省平成28年9月8日時点の暫定データ）。

　自宅が現在の耐震基準を満たしているか、確認しましょう。
熊本県益城町の被害

　県建築士会鎌ケ谷支部の建築士が相談員となり、右表の通り木造住宅の耐震相談

会を実施します。耐震相談に併せ、無料で耐震に関するアドバイスも受けられます。

　　　　　旧耐震基準で昭和56年5月31日以前に建築された、木造在来工法・枠組み

壁工法などによる専用住宅（2階建て以下）または併用住宅（居住部分が2分の1以上）

　　各日10件

会 の ・談相 日程 申し込み

木造住宅の無料耐震相談会

　　●小学生＝5万円

　　●中学生＝5万5千円

（交通費・宿泊費・食費を含む）

　　　　住所・氏名（本人と保護者）・性別・電話番号

と、学校名・学年を記入して、5月21日（金）17時ま

※7月23日（金）〜25日（日）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

　が可能な場合は、併せて記入をお願いします

で（必着）にｍsyougaku@city.

kamagaya.chiba.jp

※送信後に（土）・（日）、祝日を除く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

スマホでスマホで「広報かまがや」を 配 信 中！

マチイロ
ホームページ

　「Google Play」または「App 

Store」で、「鎌ケ谷市ごみ分別アプ

リ」を検索してダウンロード

インストール方法

App StoreGoogle Play

　品目名から分別方法を

検索できます。

ごみ分別辞典

　お住まいの地域の収集日をカレンダー形式

で確認できます。また、出し忘れがないように

ごみの収集日をアラートでお知らせします。

収集日カレンダー

スマートフォン向け

ごみ分別アプリが便利！
　ごみに関する疑問解決に役立つスマートフォ

ン向けアプリケーション「ごみ分別アプリ」を

ご活用ください！

ごみの分別に迷ったら

主な機能

問クリーン推進課
　☎445・1223

　無料のスマートフォン用アプリ「マチイロ」（（株）ホープが開発・運営）を

使うことで、広報かまがやを読むことができます。

　ダウンロード方法など詳しくは、マチイロホームページをご覧ください。

注意通信料は利用者負担

問●アプリの機能について＝（株）ホープ☎092・716・1404

　●その他＝広報広聴室☎445・1088

注意

日にち

 　　5月22日(土)

 　　7月17日(土)

 　　9月18日(土)

　　11月27日(土)

 4年1月22日(土)

場 所

まなびぃプラザ

東初富公民館

北部公民館

東部学習センター

くぬぎ山コミュニティセンター

※いずれも、時間は10時〜15時
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図書館ボード図書館ボード
記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

　問健康増進課☎445・1390

令和3年度 各種検診のご案内追加申込は5月末まで

　小欄や市ホームページの記事の取材で市内を回

る際、市役所に配備された自転車を利用していま

す。狭い道も渋滞した道路もスイスイ進め、駐車場

を探す必要もありません。電動アシスト自転車なら

上り坂も楽勝です。

　日差しを浴び、風を全身で感じながらハンドルを

握るのは気持ちのいいものです。自転車を乗り回す

のは子どもの時以来何十年かぶりのことですが、改

めて便利な乗り物だなあと認識しました。特に、鎌

ケ谷のようなコンパクトな街にはピッタリの移動手

段です。

　市内でも小学生から子ども連れのお母さん、お

年寄りまで幅広い世代の多くの人が遊びや通勤・通

学、買い物などに自転車を使っています。自転車は

手軽で身近な「足」ですが、ここ数年、安全面で大

きなニュースとなることもあります。

　神戸市で自転車の小学生が62歳の女性をはね

て後遺症が残る大けがをさせ、裁判所が約9500

万円の損害賠償を命じた判決は衝撃でした。これ

以外にも、交通事故で自転車運転者に過失がある

として数千万円の賠償を命じた判決は何件も出て

います。

　また昨年、埼玉県の男性が全国で初めて、自転

車によるあおり運転（妨害運転）の容疑で逮捕さ

れ、同罪で起訴されました。自転車は弱者と思わ

れがちですが「加害者」にもなるのです。免許が必

要なく原動機の付いていない身近な乗り物です

が、道路交通法上の「軽車両」であることを忘れて

はいけません。

　市内では毎年、数十件の自転車事故が発生して

います。令和2年は65件で、交通事故全体の約

30％を占めています。市では平成31年に「鎌ケ谷

市自転車ネットワーク計画」を策定し自転車専用通

行帯などを整備する路線を決めました。ソフト面で

は小中学生や高齢者対象の交通安全教室を警察と

連携して開催するなどし、自転車事故削減と快適な

自転車利用環境を目指しています。また、万が一の

際の賠償責任に備える自転車保険の加入を中学校

で推奨しています。

　新年度入りの4月を迎え、進学、就職などで通勤・

通学に自転車を利用し始めた人もいるでしょう。新

たに乗り始めた人も、以前から乗っている人も改め

て安全運転を心がけてください。そして、加入してな

い人は自転車保険も検討してみてください。

（市魅力発信アドバイザー）

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●吉岡賢一さんから保育用品としてロッキングゆりか

　ごを

（財政室）

●ファイターズOB会から福祉のために50,000円を

●匿名の人から福祉のために30,609円を

●匿名の人から音声訳の活動のために17,252円を

（市社会福祉協議会）

●一般社団法人実践倫理宏正会柏東会場から小学校

　へマスクケース（全児童分）を

（教育総務課）

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

対昭和37年4月2日〜54年4月1日生まれの男性

　※対象者には個別通知しています

他有効期限が「2020年3月」または「2021年3

月」のクーポン券をお持ちの人は、そのまま使用で

きます

問☎445・1390

風しんの抗体検査・予防接種
〜クーポン券の有効期間が「2022年2月」に
延長されました〜

　同予防接種の1期は、生後6カ月以上7歳6カ月

未満の子どもが対象で、国が定める標準的な接

種開始スケジュールは3歳からとなっています。

このワクチンは例年より供給量が減少しているこ

とから、出荷量の調整が行われています。接種を

希望する人は、かかりつけ医にワクチンの在庫・

予約の有無などを事前に確認してください。

問☎445・1390

日本脳炎予防接種
〜事前に医療機関へ確認を〜

内産後の生活・育児編「沐浴実習・産後の過ごし方」

対初めてお父さん、お母さんになる人

　（一人での参加可。妊娠5カ月以上を推奨。第2

　子以降は要相談）

時4月24日（土）

　※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

問☎445・1393

Welcome Baby Advice（完全予約制）

　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。1回の妊娠につき1回無料です。

内歯科健診・結果説明

時5月20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

問☎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〜

内身体計測、保健師・栄養士・歯科衛生士による

個別相談

　　●4月26日（月）9時30分〜12時＝総合福祉

　　　保健センター3階

　　●4月28日（水）9時30分〜12時＝北中沢コ

　　　ミュニティセンター

　　※時間は申し込み時に相談

持母子健康手帳、バスタオル

他●電話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（完全予約制）

　「第63回こどもの読書週間 〜いっしょによも

う、いっぱいよもう〜」に合わせて、人類が初めて

宇宙飛行をしてから60年目となる今年は 、広い宇

宙に注目し、惑星や星・宇宙飛行士などに関する読

み物や絵本を展示します。

　　4月24日（土）〜5月16日（日）

児童図書展示
「宇宙は不思議の玉手箱」

期間

　3年度に実施する検診の追加登録を受け付けます。

内容・対象

●セット検診（胸部・胃・大腸）＝満40歳以上の人

●乳がん検診＝満30歳以上の人

●子宮がん検診＝満20歳以上の人

●肝炎ウイルス検診＝満41歳以上の人

※職場などで検診を受ける機会がない人のみ（治

　療中の人、自覚症状がある人を除く）

登録手続きが必要な人

●令和3年度に新たに受診を希望する

●令和元年度・2年度の2年間とも受診しなかった

※令和元年度または令和2年度に受診した人は登

　録が継続するため、手続き不要

申し込み

●5月31日（月）までに市ホームページの申し込み

　フォームから

●はがきまたは封書に住所・氏名・生年月日・電話番

　号と希望する検診名を記入して、5月31日（月）まで

　（消印有効）に健康増進課ゆ〒273-0195

●5月31日（月）までに健康増進課窓口（総合福祉

　保健センター1階）

申し込み

一部自己負担金の免除対象者

　次のいずれかの条件に該当する人は

自己負担金が免除されます。

①75歳以上

②市民税非課税世帯または生活保護

　世帯に属する

②に該当する人は事前に手続きが必要

です

　　　　はがきまたは封書に住所・氏

名・生年月日・電話番号、希望する検診

名と、「検診の自己負担免除を受けるた

め、市民税課税状況を調査することに

同意します。」と記入し、世帯主と受診

者が署名して、5月31日（月）まで（消印

有効）に健康増進課ゆ〒273-0195

※2年度分の市民税額の確認後、該当

　者に無料券を送付します。無料券を

　受診時に提出してください。

日程
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金原亭馬生

広報 令和3年（2021年）4月15日号8

【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

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      109,936人（前月比-32）

男　54,263人　女　55,673人

世帯数　 50,576世帯（前月比＋18）
〔R3.3.1現在〕

日時6月13日（日）14時から（13時30分開場）

その他●全席指定

　　　●親子席（要申込。先着順）に限り未就学児入場可

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

　2月14日（日）に開催した「きらりかまがや第4回アーティスト発掘プ

ロジェクト」で優秀賞を受賞した「清田 匠・星 卓澄」、審査員特別賞を

受賞した「宮阪優奈＆西村翔太郎」「Jongen Quartet」、きらり賞の

「Ensemble Trio」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。

　大名跡である落語家「金原亭馬生」ゆかりの地

で、馬生一門による落語と茶番劇をお楽しみく

ださい。

問文化・スポーツ課☎445・1528

　市内外から公募をしていただいた「市制施行50周年記念ロゴマーク」につ

いて、市職員による投票と市民の皆さんからの意見を踏まえて決定しました。

全国から多くの応募をいただいたことから、次の2作品を選定しました。市で

は、市制施行50周年記念事業や、市の魅力発信などに活用していきます。

　市民の皆さんが主催で行う事業でも、このロゴマークを使用することが

できます。市制施行50周年を迎える鎌ケ谷市を一緒に盛り上げましょう！

記念事業を盛り上げる
「記念ロゴマーク」
を決定しました！

記念事業を盛り上げる
「記念ロゴマーク」
を決定しました！

鎌ケ谷市 市制施行50周年記念事業

問企画政策室☎445・1073

優秀賞  （市内在住者）
製作者
西村 貴之さん（鎌ケ谷市）

製作者によるロゴマークのコンセプト
　50周年というアニバーサリー感と親

しみやすさをイメージしたロゴです。

　金のグラデーションでアニバーサ

リー感と華やかさを。鎌ケ谷市の魅力

である市の花キキョウ・鎌ケ谷大仏・アクセスの良さ・自然・子育て・ファイ

ターズをアイコン化し、親しみやすさを。「5」から「0」へライン上にアイコンを

施すことで鎌ケ谷市のこれまでの歴史、これからの未来・成長・育んでいくイ

メージを表しています。

優秀賞 （市外在住者）
製作者
居関 孝男さん（京都市）

製作者によるロゴマークのコンセプト
　「50」をメインに用いて、「5」の

上部でそよぐ風と市の花であるキ

キョウ、「0」に“かまたん”の顔を配

して親しみやすく表しました。最下

部の直線基調の文字で「ゆれない地」をイメージさせました。

決定作品　2作品決定作品　2作品

アーティスト発掘プロジェクト

日時5月8日（土）13時30分から（13時開場）

場所きらりホール

費用●前売り券＝1,800円

　　●当日券＝2,000円

　　※中学生以下はいずれも800円

　　※前売り券で定員に達した場合、当日券の販売はありません

その他●全席指定

　　　●親子席（先着１組。要申込）に限り未就学児入場可

申し込み 国史跡周知普及実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）窓口

（市役所5階）／☎445・1528、または氏名・年齢・電話番号、参加人数を

記入してｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp

※Eメールでの申し込み後、（土）・（日）、祝日を除く3日以内に返信がない場

　合はお問い合わせください

※きらりホール窓口での申し込みはできません

※公演前日までに文化・スポーツ課窓口（市役所5階）でチケットを受け

　取ってください

清田 匠・星 卓澄清田 匠・星 卓澄清田 匠・星 卓澄清田 匠・星 卓澄 Ensemble TrioEnsemble TrioEnsemble TrioEnsemble TrioJongen QuartetJongen QuartetJongen QuartetJongen Quartet宮阪 優奈＆
西村 翔太郎

鎌ケ谷市 市制施行50周年記念事業

出演者

金原亭馬治 金原亭小駒金原亭馬久金原亭馬玉

第１３回

春の牧ウマ
まつり

とっこめ寄席とっこめ寄席
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