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新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する

世帯に対して、就労による自立や、それが困難な場合には円滑に生活保護の

受給へつなげることを目的として、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自

立支援金を支給しています。忘れずに申請してください。

　まなびぃプラザや、学習センター（各公民館）、各コミュニティセンターで

これまでの団体利用に加えて個人での利用が9月1日（水）利用分からでき

るようになります。

対象市内在住の人(在勤・在学を含む)

対象施設●まなびぃプラザ

　　　　●東部学習センター

　　　　●中央・北部・南部・東初富公民館

　　　　●くぬぎ山・北中沢・粟野・鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュニティセンター

その他●各施設での事前登録が必要です

　　　●詳しくは、市ホームページでご確認ください

申し込み利用日10日前の9時から利用日前日まで、各施設の窓口または電話

問●学習センター・公民館に関すること＝生涯学習推進課☎446・1111

　●コミュニティセンターに関すること＝市民活動推進課☎445・1252

　

学習センター・コミュニティセンターで
個人利用が可能

申請期限は
　
まで

申請期限は
　
まで

8月31日8月31日

問社会福祉課☎445・1286

　市では現在、50歳以上の人の予約を受け付けています。なお、

65歳以上の接種希望者への接種は7月でおおむね完了しました。

また、市全体の接種希望者への接種は、11月末でおおむね完了す

る見込みです。

　今後も接種希望者への接種を段階的に進めていくため、接種券

（クーポン券）の送付を右表のスケジュールで実施します。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

　7月30日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた「緊急事態宣言」が千葉県においても発令されました。期間は8月2日か

ら8月31日までとなります。

　鎌ケ谷市の感染者は、依然として増加を続けており、予断を許さない状況にあります。

　市民の皆さまにおかれましては、ご自身や大切な人の命を守るためにも、引き続き感染防止対策へのご協力をお願いいたします。

　また、ワクチン接種につきましては、今回49歳以下の皆さまに接種券の送付時期をお示しさせていただきました。

　国からのワクチン供給量が不透明な状況ではございますが、希望される皆さまが一日も早く接種を受けられるよう全力で取り組んで

まいります。

　8月2日から8月31日まで、千葉県などを対象とした「緊急事態

宣言」が発令されています。

　市では、緊急事態宣言の発令や感染者数の増加を踏まえ、次の

対応を実施します。

　感染防止対策を徹底・強化して運営します。

※家庭での保育が可能な場合などは、自宅での保育についてご

　協力をお願いします

問●小・中学校について＝指導室☎445・1518

　●各保育所について＝幼児保育課☎445・1363

　●放課後児童クラブについて＝こども支援課☎445・1320※身体障がい者福祉センター、各児童センター、郷土資料館は17時まで

※社会福祉センターは16時30分まで

※感染者数の状況などにより、開所時間を見直す場合があります

※詳しくは、各施設にお問い合わせください

8月31日（火）まで

9月1日（水）から

20時まで

平常どおり
　原則、8月末まで中止または延期とします。開催する場合は、

極力オンラインや書面などの方法を活用して開催します。

市主催イベント

　次の公民館やコミュニティセンターなどの公共施設の開所時間は、下表のとおりとなります。

●かまがやワールドプラザ　●市民活動推進センター　●男女共同参画推進センター　

●各コミュニティセンター　●各児童センター　●身体障がい者福祉センター　●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）　●図書館本館・各分館　●各スポーツ施設など

●きらりホール　●郷土資料館

接種券送付スケジュール
40歳～49歳の人
30歳～39歳の人
20歳～29歳の人
12歳～19歳の人

問●予約などについて＝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）☎0120・271・383

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

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

緊急事態宣言発令中緊急事態宣言発令中
鎌ケ谷市の対応について鎌ケ谷市の対応について

今後の接種券の 送付スケジュール

8月16日(月)
9月上旬
9月下旬
10月上旬

をお知らせ

対象 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金などの特例貸付にお

ける総合支援資金の再貸付を受けた世帯で、再貸付が終了した世帯または再

貸付が不承認とされた世帯

※生活保護受給世帯を除く

申請期限8月31日(火)まで

その他申請書の再発行や条件など詳しくは、社会福祉課に

お問い合わせください

公共施設の開所時間 小・中学校、保育園、放課後児童クラブ

時期 開所時間

1

9月1日   利用分から水

になります

問安全対策課☎445・1278

※スケジュールは、国からのワクチン配分状況によって変動します

※12歳の人は、誕生月の翌月初旬に送付します

火

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .13 0 9
編集・発行   鎌ケ谷市
発行日　毎月1日・１５日
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL  047・445・1141（代表）
FAX  047・445・1400
URL https://www.city.kamagaya.chiba.jp
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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

　市では、夜間の道路の安全確保・犯

罪防止を目的とした防犯灯の設置およ

び維持管理をしています。防犯灯の不

点灯、破損などを見かけたら、アイリ

スオーヤマLED照明サポートコール

（☎0800・111・5300）までご連絡

ください。

時●平日＝9時〜17時　●（土）・（日）、

祝日＝9時〜12時、13時～17時
※年末年始、夏季休業期間などによる

　休日を除く

連絡時の注意
　「どこの防犯灯か（電柱の管理プ

レートの番号など）」、「どのような状

態か（夜間に不点灯になっているな

ど）」を伝えてください。

問安全対策課☎445・

1285

防犯灯の維持管理のお願い

内成年後見などに関する相談会

時9月7日、10月5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
　東日本大震災の教訓を踏まえ、震度

5弱の地震発生を想定した避難訓練

を行います。

内一次避難「シェイクアウト訓練」、防

災無線（教育委員会・学校間の無線通

信）による訓練

時9月3日（金）14時から

他二次避難、引き渡し訓練、集団下校

は行いません

問学校教育課☎445・1518

市内小中学校合同避難訓練
　経済産業省では、感電死傷事故発生

の最も多い8月を「電気使用安全月

間」と定めています。日頃から安全と

省エネを心掛け、電気を賢く上手に使

いましょう。

問（一財）関東電気保安協会 柏事業

所☎04・7166・8720

8月は電気使用安全月間です!

鎌ケ谷青年会議所45周年記念事業
絵がこう鎌ケ谷の輪 ドキドキモザイク
アートで想い出づくり
　（一社）鎌ケ谷青年会議所が設立45

周年を迎えたことを記念して、写真を

使って市制施行50周年記念ロゴマー

クのモザイクアートを作成します。

　そこで使用する写真を募集します。

皆さんの写真でモザイクアートを作っ

てみませんか？

申写真を次のSNSで投稿（青年会議

所が投稿写真を確認し、モザイクアー

トに使用します）

●Facebook＝（一社）鎌ケ谷青年会

議所のFacebookに投稿

●Twitter＝ハッシュタグ「＃鎌ケ谷

モザイクアート」を付けて投稿

問同会議所 渋谷☎090・2431・4356

お知らせ・相談

納期限は8月31日（火）納期限は8月31日（火）

〇市・県民税　　　　　　　 （第2期）

〇国民健康保険料　　　    （第3期）

〇介護保険料　　　　　 　 （第3期）

〇後期高齢者医療保険料　 （第2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!

        開催日1週間前の17時までにまなびぃプラザ

☎446・1111／窓口、またはｍsyogaisuisin

　　　　@city.kamagaya.chiba.jp

申し込み

まなびぃプラザ パソコン講座

場所 定員
講師

注意

持ち物
その他

　　下表参照

　　市内在住・在学・在勤で、文字入力とマウス操作ができる人

　　まなびぃプラザ3階 研修室2　　　各回13人（申込先着順）

　　まなびぃパソコン普及会

　　　USBメモリー

　　　●Windows10、Office2019を使用します

　　　●詳しくは、市民活動推進センターホームページをご覧ください

　　車での来館はご遠慮ください

対象
日程

 Eメール

通行止めを実施する通路

リサイクル情報

　品物の交渉は当事者間で行い、交渉

が成立したらクリーン推進課☎445・

1223

シングルベッド（2台）

　木製、組み立て式。無料で。

問佐藤☎445・5831

ゆずります

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

▶オレンジサークルカフェ
歓談など。対高齢者時8月21日（土）12時〜13時45分所コミュニティハウ

スここからいっぽ定5人（申込先着順）費食事代200円（送迎サービス往復

100円）申フロンティア未来2025 高田☎080・9396・0518

▶傾聴ボランティア養成講座（全3回）
時9月9日、10月14日、11月11日の各（木）13時30分〜15時30分（1回の

みの参加可）所中央公民館定12人（申込先着順）費1回500円申NPO法

人カナリヤ元気 本間☎457・0151

▶日本語の教え方講座（入門）
外国人への日本語指導法。時9月11日・25日、10月2日・16日・23日

の各（土）14時〜16時所まなびぃプラザ定12人（申込先着順）費5,500

円問鎌ケ谷日本語サークル 鷹野☎080・6582・5560

催し

▶チアリーディング
対小学生時毎週（水）17時〜18時所東初富公民館月3,000円申大野

ｍharumi.o328108@gmail.com

会員募集

費用(返金不可)日時

8

申込番号・講座名

メモ帳で作る

ホームページ(初級)

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●朝日小学校新聞から市内小

学校3年生〜6年生へ「夏の

特別号」を

（教育総務課）

　新鎌ケ谷駅連絡通路を夜間封鎖し

ます。

時8月16日（月）〜4年1月14日（金）

の各23時〜翌4時30分（（日）を除く）

所北総線と東武野田線の改札をつな

ぐ、階段とスロープのある連絡通路

問北総鉄道（株）☎445・7163

北総線高架橋工事に伴う夜間通行
止め

地域の子育てに関わるボランティア活動をしてみませんか？

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

　保護者に代わり通園・通学の送迎や、その前後に自宅で

子どもを預かる「ファミリー・サポート・センター」の会員

を募集します。活動時間に応じて報酬が支給されます。

　全2回の研修受講後、会員として登録されます。

問こども総合相談室☎445・1328

研修日程●9月7日（火）9時30分〜12時＝市役所3階 303会議室

　　　　●9月14日（火）9時30分〜11時30分＝粟野コミュニティセンター

　　　　 2階 会議室

その他保育あり（要申し込み）

申し込み9月1日（水）までにファミリー・サポート・センター☎445・1354

募集募集提供会員

10月20日(水)〜22日(金)・28日

(木)・29日(金)の各13時30分〜

16時30分

2,500円

情報ひろば・お知らせ 令和3年（ 2021年）8月15日号広報広報2

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



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9月8日（水）・9日（木）の各9時〜

16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8月16日（月）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問同センター☎443・4145

「植木剪定（せんてい）」就業体験講習会

新型コロナウイルス緊急雇用対策
フルタイム会計年度任用職員

募集

対新型コロナウイルス感染症の影響

で内定取り消しまたは失職した人
任用期間採用日から4年3月31日まで
月給184,577円（地域手当含む。通勤

手当、期末手当支給（条件あり））

定10人

申人事室窓口（市役所3階）および市

ホームページで配布する申込書に記入

し内定取り消しまたは失職したことが分

かる書類と併せて同室ゆ〒273-0195

問人事室☎445・1057

　市道内の植栽帯に草花を植えたり、

除草などの清掃活動を行ったりする

団体を募集します。

対自治会・商店会・NPO法人・有志な

どの、3人以上で構成する団体
報償 ●草花の植栽を含む愛護活動＝

　　　年間1㎡あたり500円

　　●草花の植栽を除く愛護活動＝

　　　年間1㎡あたり250円

　　※1団体当たり上限10万円

申道路河川管理課窓口（市役所4

階）で

問同課☎445・1454

道路愛護団体

介護保険運営及びサービス推進協
議会委員
対市内在住の20歳〜64歳で、次の条

件を全て満たす人

●介護サービスを利用しながら市内に

住む家族などを介護したことがある

●平日の会議に出席できる

●市の他の審議会などの委員ではない

定2人（書類選考あり）
任期11月1日から2年間
会議回数年1回程度
報酬日額6,800円

申高齢者支援課窓口（総合福祉保健

センター2階）および市ホームページ

で配布する応募用紙に記入し指定す

る課題作文と併せて、9月15日（水）

まで（必着）に同課ゆ〒273-0195／

ｆ443・2233／ｍkaigohoken@city.

kamagaya.chiba.jp／窓口へ持参

問同課☎445・1380

講座・講演

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

時8月24日（火）9時30分〜12時　※時間は申し込み時に相談

所総合福祉保健センター

持母子健康手帳、バスタオル（計測時に使用するので、必ずお持ちください）

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）

内栄養士による離乳食に関する個別相談

時9月15日（水）9時15分〜12時45分

所総合福祉保健センター3階

申☎445・1546

離乳食相談（完全予約制）

対過去に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

●昭和32年4月1日以前生まれ（個別通知済み）

●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障がいのいずれかで身体障害者手帳1級を

所持している人（お問い合わせください）

他詳しくは、市から送付した個別通知をご覧ください

問☎445・1390

高齢者肺炎球菌予防接種

子宮がん・乳がん検診の無料クーポンを対象者へ7月末に送付しました

妊娠中にも歯科健診を受けましょう　〜無料健診のご案内〜

対●子宮がん検診＝20歳（平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれ）

　●乳がん検診＝40歳（昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日生まれ）

問☎445・1390

内歯科健診・結果説明

時9月16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

問☎445・1394

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！

ちょ筋教室 問高齢者支援課☎445・1384

対象次の条件をすべて満たす人

●市内在住の65歳以上で、全日程に参加できる

●介護保険の認定を受けていない、または要支援1・2の認定を受け介護保険

のサービスを利用していない

●過去に高齢者支援課が主催する運動講座（ちょ筋教室・ニチイ運動講座・

のびのび倶楽部）に参加したことがない

日時 10月6日・13日10時〜12時、10月20日・27日14時〜16時、11月10

日10時〜12時、11月17日14時〜16時、11月24日・12月1日10時〜12時、

12月8日・15日14時〜16時の各（水）（全10回）

場所南初富コミュニティセンター 多目的室

定員10人（申込先着順）

服装運動することが出来るもの

持ち物飲み物、タオル

申し込み高齢者支援課☎445・1384

楽しく運動してみませんか？

　広報かまがやは、主に新聞折り込みによりお届けしていますが、新聞を購読し

ていない市民を対象に、自宅のポストに投函する「ポスティングサービス」を行っ

ています。

　　　　広報広聴室☎445・1088／窓口（市役所3階）または、住所・氏名（ふりが

な）・電話番号を記入してｆ445・1193

　　●直近発行の号から配達を開始でき

　　　ない場合があるため、早めにお申し込

　　　みください

　　●宛先変更や配達不要などの場合は

　　　ご連絡ください

広報かまがやを無料でお届け広報かまがやを無料でお届け

新聞を購読していない市民の皆さんへ

注意

申し込み

　「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

「きらり鎌ケ谷」CD
　市民の皆さんに親しまれている、ダ・カーポが歌う市民

の歌「きらり鎌ケ谷」のＣＤを販売しています。この歌は「き

らり鎌ケ谷体操」でも使われているものです。

  　    広報広聴室（市役所３階）  

 　  　 1枚500円

問広報広聴室☎445・1088

販売場所
販売価格

市民の歌
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【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      109,988人（前月比+42）

男　54,261人　女　55,727人

世帯数　 50,946世帯（前月比+72）

〔R3.7.1現在〕

第十一回 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

　ご存じ、春風亭小朝とその仲間たちが、晩

秋の鎌ケ谷に笑いの風を吹かせます。

出演春風亭小朝 他

日時 11月23日（火）13時から（12時30分

開場）

費用●一般＝3,500円（友の会会員＝3,000円）

　　●高校生以下＝2,000円（友の会会員

　　　＝1,500円）

その他●全席指定

　　　●親子席（要申し込み）に限り未就学児入場可

販売開始日●友の会先行販売＝8月21日（土）（窓口は9時以降、

　　　　　電話予約13時以降）

　　　　 ●一般販売＝9月3日（金）（窓口は9時以降、電話予約

　　　　　は13時以降）

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

春風亭小朝と仲間たち

こんな時代だからこそ笑いを！

春風亭小朝 仲間たち春風亭小朝と仲間たち

こんな時代だからこそ笑いを！

春風亭小朝 仲間たち

問農業振興課

　☎445・1233

　先日、近所の雑木林で虫取りをしている子供た

ちを見かけました。虫取り網を手に持ち、虫かご

を肩にかけるスタイルは昔と変わりません。虫取

りに興じた子供時代を思い出し懐かしく感じま

した。

　当時の「最高の獲物」はカブトムシでした。多

分、今の子供たちも同じでしょう。

　鎌ケ谷市では、そのカブトムシを市民に提供す

るカブトムシプロジェクトを平成25年度から行っ

ています。28年度からは幼虫を成虫に育てて産

卵、ふ化させるブリーダー制度を導入し、現在はこ

ちらに力を入れています。大きくなった幼虫は翌

年、別の市民に飼育してもらいまた卵を産ませる

システムで、いわば市民協力による「繁殖」です。な

ぜ、鎌ケ谷とカブトムシなのでしょうか。それは市

特産の梨が関係しています。

　カブトムシは梨の剪定枝のチップからできた腐

葉土を産卵場所として好みます。昔から市内の梨

畑ではカブトムシが見られました。そこで、鎌ケ谷

を「カブトムシゆかりの地」にしようと梨農家と北

海道日本ハムファイターズと市の協働でプロジェ

クトが始まりました。カブトムシの飼育を通して子

供たちが命の尊さを学び郷土愛を醸成してもらう

とともに、市の魅力発信と地域活性化を図ろうと

いうものです。プロ野球の二軍選手が一軍選手へ

と育っていく鎌ケ谷スタジアムを市内に持つ日ハ

ムには、「育つ」というキーワードのもとに参画し

てもらいました。

　プロジェクトでは、イベント開催時に市内の梨

畑などから集められた幼虫や鎌ケ谷スタジアム

内の飼育場で育てられた成虫を子供たちに提供

しました。年により、数十匹から数百匹のカブトム

シを配りましたが、新型コロナウイルスの感染防

止のためイベントが開けなかった昨年度と今年度

は提供できませんでした。ただ、ブリーダー制度は

続けており、今年度は6月、市内の子供たち10人

につがい2組ずつ計40匹の幼虫を提供しました。

　今頃、配られた幼虫は蛹から羽化して立派な成

虫に育ち、中には卵を産んでいるものもいるかも

しれません。

　市内の梨畑は、甘い果実と豊かな緑に加え、カ

ブトムシという子供たちの人気者ももたらしてく

れています。

（市魅力発信アドバイザー）

きらり！かまがや寄席
第2

回2

春風亭小朝さん

　戦没者の冥福と世界の恒久平和を祈念して、

12時から1分間、家庭や職場で黙とうを捧げら

れますようお願いします。

問社会福祉課☎445・1286

　第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。

　戸籍の取り寄せには時間がかかる場合があるので、早めに申請してください。

支給額25万円（5年償還の記名国債）

対象戦没者などの死亡当時の遺族のうち2年4月1日(基準日）において公務扶助料や遺族

年金などの受給者（戦没者の妻や父母など）がいない場合で先順位の遺族1人

請求期間5年3月31日まで

令和3年 千葉なし味自慢コンテスト

鎌ケ谷市内農家の皆さんが
優勝・入賞しました！
鎌ケ谷市内農家の皆さんが
優勝・入賞しました！問社会福祉課

　☎445・1286

8月15日は終戦記念日

戦没者の冥福を祈り
　　　の黙とうを1分間

　7月31日、8月1日にイオン津田沼店で「千葉なし味自慢コンテス

ト」が開催され、梨「幸水」90点が県内から集まりました。審査の結

果、鎌ケ谷の梨が、1位である「農林水産大臣賞」に選ばれました。

　昨年の同コンテストでも鎌ケ谷の梨「豊水」が1位・2位に選ばれて

おり、市内梨農家のたゆまぬ努力をうかがい知ることができます。

　なお、奨励賞を含む上位30位における市内梨農家の入賞は、次の

とおりです。（敬称略）

●農林水産大臣賞 石井伸和

●千葉県議会議長賞 松本幸子

●公益社団法人千葉県園芸協会長賞 中里健一

●東京中央市場青果卸売会社協会会長賞 鈴木有光

●奨励賞 石井治由己

問安全対策課☎445・1285

地域の防犯力をアップ！

防犯カメラ設置費補助金制度活用団体 募集

　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。

対象 3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4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（木）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、同課へお問い合わせください

●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、電気代の支払いについて、設置団体が行う

※撮影した画像は市が管理し、法令に基づき捜査機関に提供する場合があります

※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

防犯カメラ設置基準
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