
約2,200万円

新型コロナウイルス感染症対策に
おける新たな事業の実施について

問こども支援課☎445・1325

　子ども医療費の助成について、現在は助成の対象外と

なっている高校生等に対し、令和3年10月から令和4年2月

までに診療を受けた医療費を対象に、通院1回300円、調

剤は無料、入院1日300円までの自己負担とし、これを超え

る額を市で助成します。

※助成方法は償還払い方式、申請受付は11月から

子育て世帯への支援

子ども医療費助成を高校生まで拡大

問商工振興課☎445・1240

　地域経済を活性化させるため、プレミア

ム率20％（1万円で購入し、1万2千円分使

用できる）の商品券を発行します。

事業者・市民生活への支援

プレミアム付き商品券事業

問●小・中学校について＝学務保健室☎445・1501

　●幼稚園・保育施設について＝幼児保育課☎445・1366

　●放課後児童クラブについて＝こども支援課☎445・1320

　●障害者支援施設などについて＝障がい福祉課☎445・1307

　小・中学校や幼稚園・保育施設、放課

後児童クラブ、障害者支援施設などの

利用者・従事者などに対するPCR検査

を実施します。

その他新型コロナウイルス感染症対策

PCR検査の実施　

問●国民健康保険料について＝保険年金課

　　☎445・1204

　●介護保険料について＝高齢者支援課

　　☎445・1380

　主たる生計維持者の収入について、令和3年中

と令和2年中の収入を比較し30％以上の減少が

認められない場合に、令和3年中と令

和元年中の収入を比較し30％以上の

減少が認められた世帯に対しても保

険料の減免を実施します。

臨時交付金を活用しない市独自の支援

問学校給食センター☎445・5640

　高校生等までの子を3人以上扶養している世帯に対し、

第3子以降の市内小・中学校の令和3年度分の年間学校給

食費を半額とします。

※10月以降に手続きを開始

多子世帯の学校給食費一部軽減

国民健康保険料および
介護保険料の減免に係る
対象年の拡大

問幼児保育課☎445・1363

　市内在住で保育所、小規模保育事業(駅チカあっとほーむ)

を利用する0歳〜2歳児の保護者について、第2子以降の保育

料軽減に係る年齢制限を、現在は就学前児童を対象として原

則、算定していましたが、令和3年10月から令和4年3月まで

の間、所得に関わらず高校生等までの子を対象として算定す

ることとし、第2子は半額、第3子以降は無償とします。

多子世帯の保育料軽減

問こども支援課☎445・1325

　令和3年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた新

生児の保護者に対して、出産給付金として新生児一人あた

り5万円を給付します。

※10月末までに生まれた対象児童には個別に案内を送付

　し、11月以降に生まれた対象児童には出生届提出時に

　案内を配付

あふれるえがお出産給付金

約2,200万円 約2,000万円

約3,700万円

約3,000万円 約500万円

購入方法などについて、詳しくは２Pへ

　市では、新型コロナウイルス感染症により、大きく影響を受けている市民生活や地域経済を支援するために、次の対策を実施します。事業実

施に必要な国の交付金などを活用した予算は、鎌ケ谷市議会定例会9月会議において、議決されました。今後とも、感染症対策には全力で当

たってまいりますが、市民の皆様には、引き続き感染予防にご協力をお願いします。
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側溝へ
接続

浸み込む
※浸透施設の周辺

　には砕石を敷く

雨水浸透桝

穴の開いた雨水桝に

雨水を集めて地下に

浸透させるもの

問環境課☎445・1227

　市では、これからの環境についての基本的な

方針である「鎌ケ谷市第3次環境基本計画」策定

にあたり、市民の皆さんの環境に対する意見や

考えを反映し、よりよい計画とするためアンケー

トを実施します。

　アンケートは、市内在住の18歳以上の人から

無作為に抽出した2,000人、および市内200事

業所に送付します。調査票が届いた場合は、ご協

力をお願いします。

第3次環境基本計画

問まちづくり室☎445・1433

　近隣商業拠点整備事業（北初富駅周辺地区）の整備方針（案）について、意見を募集します。

閲覧場所市ホームページ、まちづくり室（市役所4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

提出期間10月4日（月）〜11月2日（火）（必着）

提出方法意見用紙（様式自由）に住所・氏名と、意見を記入して、まちづくり室窓口へ持参／ゆ〒273-0195／

ｆ445・1400／ｍsigai@city.kamagaya.chiba.jp

注意●電話など口頭による意見や匿名の意見は、パブリックコメントの扱いとなりません

　　●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で公表します（個別回答は

　　　行いません）

近隣商業拠点整備事業（北初富駅周辺地区）に係る整備方針（案）
パブリックコメント　皆さんの意見を募集

　市では9月13日に予定を前倒して満16歳〜29歳の市民に、9月21日には

12歳〜15歳の市民へも接種券を発送しました。これで、接種対象となる全て

の市民への発送が終了しました。

満12歳以上の人に接種券を発送しました

新型コロナワクチン接種新型コロナワクチン接種
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

▶大型店・中小店共通券

　4枚（1枚1,000円分）

▶中小店専用券　8枚（1枚1,000円分）

プレミアム率20％ 10，000セット限定

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな打撃を受けている地域経済

の活性化を図るため、「2021！やっぱり地元！『かまたん商品券』」を発行します。

購入申し込み受け付け開始
問●商工振興課☎445・1240　●市商工会☎443・5565

 

 

 

2021！やっぱり地元！『かまたん商品券』

プ レミ アム 付き 商 品 券

商品券の購入申し込みで落選した人を対象に、抽選でふるさ

と産品をプレゼント！

「かまたん商品券」取扱加盟店 募集中！

市ホームページ

まずはご連絡を！1

　地域や敷地の形状などにより設置できない場合があ

るため、市職員が応募者宅へ訪問し、確認します。

工事費用は市が全額負担します。設置工事を実施2

　設置後3年間は、モニターとして浸透状況などの報告

をお願いします（年3回）。

※モニター期間の終了後、雨水浸透桝は申請者の所

　有物になります

モニター（報告）の実施3

雨水浸透
桝モニター 募集

　市街化が進み、住宅やアスファルトなどで地表が覆われたことにより、雨水の流出

量が増え、市内で水害がたびたび発生しています。そこで、家庭の雨水流出量を減ら

すことができる「雨水浸透桝」を普及させるため、市が皆さんの敷地内に雨水浸透桝

を数基設置し、雨水の浸透状況などについて報告してもらうモニターを募集します。

問道路河川整備課☎445・1440

う す い し ん と う ま す

水害の軽減につながる
「雨水浸透桝」を設置してみませんか？

環境についてのアンケートに
ご協力ください

商品券の内訳

販売価格　1冊10,000円
（額面　12,000円）

商品券の購入には事前の申し込みが必要です

市内在住・在勤・在学の人

●購入希望者1人につき1枚のはがきを使用してください

●購入は1人2冊まで

●申し込み多数の場合、抽選となります（当選者にのみ、11

　月中旬ごろに抽選結果を通知）

●必要事項の記載がないものは無効となる場合があります

11月25日（木）〜12月10日（金）

※当選した人が期間内に購入をしなかった場合、その購入引

　換券は失効し、次順位の人を繰り上げ当選として、購入引換

　券を発送します

インターネットで申し込み

●コミュニティサイト「チイコミ！」の「かまたん商品券」応募

　フォームから

郵送で申し込み

●郵便はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号と、購入希望

　冊数（1人2冊まで）・購入希望場所※を記入して、10月22

　日（金）まで（消印有効）に市商工会商品券係

　ゆ〒273-0123　南初富6-5-60

※：購入希望場所について詳しくは、コミュニ

　 ティサイト「チイコミ！」の「かまたん商品券」

　 専用ページをご覧ください

対象

　現在、ワクチン供給量に余裕があります。接種を希望する場合は、接種券が届い

た人から、予約サイト､スマートフォンアプリ「LINE」、新型コロナワクチンコールセ

ンター（☎0120・271・383）で予約が可能です。新たな予約枠は、

毎週（火）・（金）の9時に開放します。

※10代のワクチン接種については、医療機関によって受け入れでき

　る対象年齢が違います。詳しくは、市ホームページをご覧ください

商品券購入
申し込みページ

取扱加盟店
申し込みページ

　市では、現在「かまたん商品券」を使用できる事業者を募集しています。

対象市内で商店などを営んでいる事業者（大型店を含む）

申し込みコミュニティサイト「チイコミ！」の「かまたん商品券」専用ページ、商

工振興課および市商工会で配布する申請書に記入・押印して、

市商工会へ提出

その他●取扱店一覧は、コミュニティサイト「チイコミ！」の「か

　　　　またん商品券」専用ページで随時更新します

　　　●加盟料・事務手数料が掛かります

令和3年（2021年）10月1日号広報広報市政情報2



問道路河川管理課☎445・1457

問こども支援課☎445・1320

問クリーン推進課☎445・1222

国民健康保険の
一部負担金減免制度

医療機関での支払いの免除・徴収猶予を
受けられる場合があります

　災害や失業などの特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関などで医療費を支払うことが

困難な場合、一部負担金の免除または徴収猶予を受けられる場合があります。

　自転車やバイクの放置はまちの景観を損ねるばかりでなく、人や緊急車両の通

行を妨げます。「ちょっとの時間だから」「1台だけなら」と誰かが置いてしまうと、

それをきっかけに次から次へと放置が増えることもあります。最初の1台が邪魔

でなくとも、増えてしまえば大きな障害物です。

　皆さん一人一人が「自転車を放置しない」というマナーを守って、放置自転車を

なくしましょう。

　浄化槽法が全面施行された昭和60年10月1日を記念して、毎年10月1日は浄化槽の日と定められて

います。

　浄化槽は、家庭から出る排水を微生物できれいに浄化し、河川などに放流する装置です。そのため、適

正な維持管理をしないと水が浄化されず、汚れたまま河川に流れることになってしまいます。身の回り

の大切な生活環境を守るため、次の三つの維持管理を適正に行いましょう。

※単独処理浄化槽やくみ取りト

イレから合併処理浄化槽へ入

れ替える場合は補助金がでる

場合があります。詳しくは、市

ホームページをご覧になるか、

お問い合わせください

　子育て世代にやさしい街づくりを実現するため、「鎌ケ谷市こども・

子育て支援事業計画」を策定し、総合的な子育て支援策の事業展開

を行っています。また、計画の推進については、「鎌ケ谷市子ども・子

育て会議」において審議などを行っています。

　この度、子育て中の保護者を対象に「子ども・子育て会議」の委員を

募集します。

対象次のすべての項目に該当する人

●市内在住　●応募日に満18歳以上

●小学校就学前の子どもの保護者

●公募によるほかの審議会委員に就任していない

定員3人　任期委嘱の日から2年間

会議回数3回程度を予定　報酬1回につき6,800円

その他●会議中は未就学児の保育有り

　　　●会議は公開で、氏名などが公表されます

申し込み 作文「市の子ども・子育て支援に必要だと思うこと」（Ａ4用

紙に800字程度）と、住所・氏名・生年月日・電話番号・職業・市内在住

年数、子どもの氏名・子どもの生年月日を記入して、10月29日（金）ま

でにこども支援課ゆ〒273-0195／窓口（総合福祉保健センター2

階）へ持参

　市では、条例に基づいて駅周辺の放置自転車などを撤去・移送し保管しています。

返還日時●（火）・（木）＝10時〜19時　●（日）＝9時〜15時

　　　　※祝日、年末年始を除く

保管場所市制記念公園 駐車場前（北総鉄道高架下）

持ち物

▶身分を証明できるもの（免許証・保険証など）

▶移送保管手数料（自転車＝2,000円、原動機付自転車＝3,000円）

その他保管期間を過ぎても引き取りがない場合は、条例により市で処分します

連絡先上記の返還日時に☎090・1463・6656

問保険年金課☎445・1204

免除の基準

　　世帯主などが次の①〜④のいずれかに該当し、かつ

⑤と⑥の両方に該当する世帯

①震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により

死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損傷を

受けたとき

②干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、その他

これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

③事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著し

く減少したとき

④上記①〜③に掲げる理由に類する理由があったとき

⑤世帯主などが入院療養を受ける世帯

⑥世帯主などの収入が生活保護基準（生活扶助、教育扶

助、住宅扶助）に1,000分の1,155を乗じた金額以下で、

かつ預貯金額が生活保護基準の3カ月以下である世帯

対象

徴収猶予の基準

　　世帯主などが左記の①〜④の

いずれかに該当し、世帯主などの

収入が一部負担金の免除における

基準額に1,000分の1,155を乗じ

た金額以下である世帯

申請に必要なもの

●「免除・徴収猶予の基準」の①〜④

　までを証明できる書類

●収入が著しく減少したことが分 

　かる書類（給与明細など）

●預金通帳

●被保険者証

●印鑑

対象

事業者の皆さんへ

令和4・5年度入札参加資格審査
申請（当初申請）を忘れずに

市ホームページ

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

自転車の 代わりに置こう 思いやり
市子ども・子育て会議の
市民委員を募集します

放置自転車の撤去・移送

10月1日は浄化槽の日 浄 化 槽 について 見直しませんか？

　市の建設工事、測量・コンサルタント、物品、委託の入札

などに参加するためには「鎌ケ谷市入札参加資格者名簿」

への登録が必要です。

　入札などへの参加を希望する場合や、すでに参加してい

て引き続き入札などへの参加を希望する場合は、手続きを

お願いします。

申し込み「ちば電子調達システム」ホームページから電子申

請を行い、必要書類を11月15日（月）17時まで（必着）に

県電子自治体共同運営協議会へ提出

※詳しくは、同ホームページの「令和4・5年度入札参加資

格審査申請マニュアル」をご覧ください

　　　　　 4年4月1日（金）〜6年3月31日（日）

問●「ちば電子調達システム」サポートデスク（（土）・（日）、

　　祝日を除く9時〜17時）☎043・441・5551

　●契約管財課☎445・1090

名簿有効期間

　装置の点検・調整や、消毒剤の補てん

などを行うため、家庭用の浄化槽は3〜4

カ月に1回以上保守点検を受ける必要が

あります（処理方法や処理対象人数に

よって回数が異なります）。県の登録を受

けた保守点検業者へ依頼してください。

保守点検を受ける

　浄化槽内に溜まった汚泥をく

み取ることで、悪臭の発生や放

流水質の悪化を防止できます。

清掃は年1回以上（全ばっ気方式

は6カ月に1回以上）、市の許可業

者に依頼して行ってください。

清掃を行う

　浄化槽が適正な処理性能を

発揮しているかを確認するた

め、定期的な検査を（公社）千葉

県浄化槽検査センターへ申し込

み、年1回必ず受けてください。

法定検査を受ける
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時10月15日（金）14時から

所市役所6階 第1・2委員会室

定5人（申込先着順）

他●傍聴前に、日時の変更などがない

　　かお問い合わせください

　●本委員会は9月30日に開催予定

　　だった会議が延期されたものです

問都市政策室☎445・1422

第2回鎌ケ谷市都市計画マスタープ
ラン策定委員会の傍聴

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

　「じぶんの町を良くするしくみ」を

キャッチコピーとして、10月1日（金）〜

4年3月31日（木）で共同募金運動が

全国一斉に行われます。この募金は民

間福祉活動の財源として、さまざまな

地域福祉のために役立てられます。

問県共同募金会鎌ケ谷市支会☎444・

2231

共同募金（赤い羽根募金）にご協力を

　建築基準法では、建物の安全性を

確保し、私たちの生命や健康、財産を

守るため、建物の敷地や構造などに関

するさまざまな基準を定めています。

10月15日〜21日は違反建築防止
週間

　10月1日（金）〜11月7日（日）は、図

書館本館3階の第2学習室の供用を停

止します。なお、第1学習室は使用でき

ます。

問図書館本館☎443・4946

図書館本館 第2学習室の供用を
一時停止します

対県内在住者（千葉・船橋・柏市を除く）

時10月23日（土）13時〜16時

　（1人40分程度）

所サンロード津田沼 5階

定4人

申（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会

☎043・222・5818／ｆ043・225・

9177

弁護士による養育費等の無料法律
相談

　松戸税務署で国税に関する相談を

希望する場合に、電話などでの事前

予約が必要になりました。

申松戸税務署☎047・363・1171

松戸税務署での国税に関する相談
を希望する人は事前予約を

お知らせ・相談

市民文化祭ホームページ

時10月25日（月）・26日（火）の各9時

30分〜16時30分

所船橋公共職業安定所第一庁舎

申船橋公共職業安定所第二庁舎 専門

援助部門☎047・420・8609（45＃）

障がい者雇用促進就職面接会

市民セミナー文学講座
天才作家・芥川龍之介の悲劇をたどる

問中央公民館☎445・2012

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

　今年の文学講座は、芥川龍之介をテーマに全4回にわたり行います。

　芥川龍之介は日本近代文学を代表する作家の一人です。その素晴らしさは国際的にも高く

評価されています。芥川龍之介の生涯と作品群をたどり、彼が直面した問題とは何だったの

かを共に考える講座です。

対象18歳以上の市内在住・在勤で、全回出席できる人

日時10月30日、11月6日・20日・27日の各（土）14時〜16時

場所中央公民館 集会室　定員42人（申込先着順）　講師聖徳大学文学部教授の重里徹也さん

申し込み10月1日（金）9時以降に中央公民館☎445・2012／同館窓口

　10月9日（土）〜11月26日（金）に市民の文化・芸

術活動の発表の場として、市民文化祭を開催します。

　素晴らしい発表や見事な作品に触れてみませんか？

日時●10月9日（土）の10時〜17時

　　●10月10日（日）の10時〜15時

●絵画展・川柳展・盆栽展・茶席・囲碁

大会については、開催を中止します

●内容について詳しくは、市民文化

祭ホームページをご覧ください

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、

10月23日（土）・24日（日）に開催を予定していた

「第33回鎌ケ谷市産業フェスティバル」および「第

44回農業まつり」の開催を中止します。

問●産業フェスティバルについて＝市商工会☎443・

　　5565

　●農業まつりについて＝農業まつり実行委員会（農

　　業振興課内）☎445・1233

第33回 産業フェスティバル
および第44回 農業まつり

開催中止

市制施行50周年記念

「芸術の秋」を感じましょう！「芸術の秋」を感じましょう！市民文化祭

　里親になりたい人、里親について知

りたい人はお気軽にご参加ください。

時11月21日（日）13時〜15時

所船橋市中央公民館

申次の二次元コードを読み取り、申し

込みフォームから

問子ども家庭サポートセンターちば

「オレンジの会」☎0470・28・4288

県里親制度説明会

申し込みフォーム

第47回

きらり鎌ケ谷市民会館
(中央公民館)

鎌ケ谷市役所（1階市民ホール）

きらり鎌ケ谷市民会館(きらりホール)

華道展

日時 11月19日（金）・22日（月）、24日

（水）〜26日（金）の10時〜17時

 (初日は13時から、最終日は15時30分

まで)

書道展

日時10月10日（日）の10時30分〜16時30分（10時開場）

芸能発表会

日時11月3日（水）の13時〜15時30分（12時30分開場）

箏・三絃・尺八演奏会

日時●11月6日（土）の14時30分〜16時（14時開場）

　　●11月7日（日）の14時〜16時（13時30分開場）

注要観覧チケット（無料）

問市洋舞協会 広瀬☎412・2408

洋舞発表会

日時10月17日（日）の12時30分〜15時40分（12時開場）

ハワイアンダンス発表会

日程10月30日（土）

●「はらぺこあおむし」「アルプスの少女ハイジ」

　10時〜12時30分（9時30分開場）

●「ローマの休日」14時〜16時（13時30分開場）

映画会
日時 10月12日（火）〜17日（日）の10

時〜16時（最終日は15時まで）

手工芸展

日時10月10日（日）の12時〜16時（11時開場）

申氏名・電話番号・人数を記入して、10月8日（金）まで（必

着）に市民謡連盟代表 平栗☎090・4940・1688／

ｆ445・7565／ゆ〒273-0115東道野辺7-11-25／

ｍmytuo1022@yahoo.co.jp

東部学習センター(レインボーホール)
民謡大会

　市ホームページやYouTubeで作品を公開します。

期間10月9日（土）〜11月26日（金）

オンライン(市民文化祭ホームページ)
写真展

　無観客で収録したものを、後日YouTubeで公開予定です。

市民音楽祭

その他

鎌ケ谷市　市民文化祭 検索

　建物を建てる場合は、建築基準法

などの法令で定める基準や手続きを

守り、適正に工事を進め、工事が完了

したときは、その建物が法令に基づき

安全なものであるか検査を受けま

しょう。

　また、改修や用途（使い方）の変更な

どの際には、事前に建築士などに相談

しましょう。

問建築住宅課☎445・1466

情報ひろば・お知らせ 令和3年（ 2021年）10月1日号広報広報4

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



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

　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

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ

内心肺蘇生法、AEDの取り扱いなど

対中学生以上の人

時10月16日（土）

　●市民向け＝9時〜11時

　●一定頻度者向け＝9時〜12時

所消防本部

定各10人（申込先着順）

持筆記用具・普通救命講習修了証（お

持ちの場合）

他●事業所向けの講習は、参加人数5

人以上から受け付け（定員10人）

　●開催方法などについて詳しくは、

市ホームページを参照

申中央消防署☎444・3222

問消防本部警防課☎440・8125

市民後見人養成講座（基礎編）

　成年後見人を目指す人材を育成し

ます。

対東葛6市に在住・在勤で20歳以上

の人

時11月7日・21日、12月5日・19日の

各（日）9時30分〜16時30分

所コワーキングスペース「GOODTRIP」

（柏市）

定30人（申込先着順）

費7,000円

申認定NPO法人東葛市民後見人の会

　西沢☎090・3534・0223

●中村幸さんから新型コロナウイルス感染症対策の

　ために100,000円を

●北総鉄道株式会社から地域社会への貢献のため

　に傘および備蓄品食料を

（財政室）

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

認知症家族教室

　認知症に関する情報が学べる講座

です。家族同士の交流会も行います。
日程 ①10月21日（木）13時〜14時30

　　　分＝口腔ケアについて、交流会

　　②11月4日（木）13時〜14時30

　　　分＝認知症介護の先輩から話

　　　を聞こう、認知症サポート医・

　　　介護経験者を交えた交流会

　　※いずれかのみの参加可

対市内在住・在勤の人、または他市在

住で鎌ケ谷市民を介護している人

所①=総合福祉保健センター5階   
　　　団体活動室
　②=市役所地下 団体研修室
定各回15人

申住所・氏名・生年月日・連絡先と参加

希望日を記入して、高齢者支援課ｆ443・

2233／ｍkoureiseikatu@city.

kamagaya.chiba.jpまたは、同課

☎445・1384

講座・講演

市ホームページ

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

●子ども用チェア（組み立て式、赤と白の計2脚）

●コンパクトチャイルドシート（対象体重9〜18kg）

　それぞれ無料で。

問桑子☎401・1794

油絵の風景画（額縁付き、縦60㎝×横70㎝）

　取りに来られる人に無料で。

問石井☎444・9740

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

▶体験句会
時10月14日(木)13時〜16時所中央公民館定5人(申込先

着順)師専任講師の秋谷菊野さん申木苺の会 中岡☎047・

386・5756

催し

▶きらり太極拳クラブ
対初心者歓迎時第1〜4（土）13時30分〜15時30分所南初

富コミュニティセンター定5人入1,000円月3,000円申笹

野☎443・5768

会員募集

図書館ボード図書館ボード

さくらんぼぐみ

対0〜2歳程度

時10月13日（水）10時45分〜11時・11時

15分〜11時30分（いずれも15分前から受

け付け）

定各3組（当日先着順）

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時10月3日（日）11時〜11時30分（15分前

から受け付け）

定5人（当日先着順）

いちごぐみ

対小学校低学年以下

時10月2日（土）15時〜15時30分（15分

前から受け付け）

所東部学習センター

定3組（当日先着順）

絵本の読み聞かせ

　「おはなしのつばさ」による世界の民話

や日本のむかし話の素語り。

時10月9日（土）15時〜15時30分（15分

前から受け付け）

定5人（当日先着順）

小学生のためのおはなし会
　図書館で不用になった図書・雑誌を無料

で配布します。

対市内在住・在学・在勤の人

時11月6日（土）・7日（日）の各10時から、

11時から、13時から、14時から、15時か

ら、16時から

定各回20人（1人1回まで。1人につき図書

10冊、雑誌12冊まで）

注11月6日（土）は雑誌のみ配布

申10月7日（木）10時以降に図書館本館

へ電話

リサイクルブックフェア

　世界中で起きた大停電の後、なぜか

人々から昔の記憶が一部消え、ビートル

ズを知っているのが自分しかいないとい

う状況に陥った売れないミュージシャン

のジャック。ジャックは、ビートルズの曲

を自分の曲として世に出して有名になろ

うとする。

時10月23日（土）13時30分〜15時45分

所東部学習センター

定50人（申込先着順）

申10月1日（金）11時以降に図書館本館

へ電話

映画「イエスタディ（字幕）」

内ビニールを使った変身グッズの作成

対1人で作業ができる小学生（保護者入

室不可）

時10月16日（土）13時30分〜14時30分

定12人（申込先着順）

師図書館職員

申10月1日（金）10時以降に図書館本館

へ電話

創作教室　ザ・チャレンジ
「ハロウィングッズをつくろう！」

記載がないものは所図書館本館問図書館本館☎443・4946

「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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●初　小＝4日(月)

●南部小＝7日(木)

●道　小＝11日(月)

●中部小＝13日(水)

●鎌　小＝8日(金)

●北部小＝18日(月)

●五　小＝20日(水)

●東部小＝25日(月）

●西部小＝28日(木)

問クリーン推進課☎445・1223

10月の有価物回収

　幼児期は、心身の成長が目覚しく、知的好奇心などが芽生える大切な

時期です。充実した教育環境の下で、子どもの笑顔と瞳をさらに輝かせて

みませんか？

対象満3歳〜5歳児（平成28年4月2日〜令和2年4月1日生まれ）

※募集人数や教育内容など詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください

申し込み11月1日（月）から

※詳しくは、各幼稚園で配布する願書をご覧ください

　通常の教育時間内に専任講師による教育活動（体操指導や英会話教育など）を実

施し、より質の高い幼児教育を行っています。また、通常の教育時間外にも専任講師

による課外教室（体操・サッカー・英会話教室・音楽教室など）が充実しています。

問幼児保育課☎445・1363

　学校選択制による入学を希望する申し出を受け付けます。

　小学校の新1年生には就学時健康診断の通知と併せて9月下旬までに案内を送付し

ました。また、中学校の新1年生には在籍している市内の小学校を通して、10月上旬ま

でに保護者にお知らせします。

対象令和4年度に小・中学校に入学する新1年生（10月31日時点で鎌ケ谷市に住民登

録があること）

受付期間10月15日（金）〜29日（金）

定員各小・中学校1クラス相当分（児童生徒数の増加により鎌ケ谷小学校、五本松小学

校、鎌ケ谷中学校は選択できません）

注意●学校選択制により入学した兄・姉が令和4年4月時点で在籍する学校へ入学を

　　　希望する場合は、別の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください

　　●学校選択制は、入学時にのみ認められている制度です

問学務保健室☎445・1501

学校選択制
学校選択制の流れ

学校選択を
希望しない
場合

希望数が
受入数以下の場合

希望する学校に決定 居住地に応じた学校に決定

入学通知書が送付されます（4年1月末）

希望数が受入数以上の場合
抽選を実施

当選 落選

学校参観
　10月1日（金）〜7日（木）

希望する場合は、事前に各学校ホームページをご覧ください

期間

学校選択を希望する場合
学務保健室窓口（市役所5階）へ申し出が必要です
　　　 10月15日（金）〜29日（金）
　　　 ※（土）・（日）を除く8時30分〜17時15分
　　 印鑑

受付期間

持ち物

令和 4年度 私立幼稚園の園児の募集

令和4年度私立幼稚園 園児募集 幼稚園の魅力

専任講師による専門活動の実施

幼稚園名 住所 電話番号

鎌ケ谷ふじ幼稚園※

かまがや幼稚園

鎌ケ谷みどり幼稚園

みちる幼稚園

鎌ケ谷ひかり幼稚園

鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

わたなべ幼稚園

さつま幼稚園

鎌ケ谷さくら幼稚園

東道野辺5-1-57

中央1-16-3

粟野210

東中沢3-5-1

鎌ケ谷6-7-38

西道野辺12-25

東初富5-25-16

佐津間893

丸山2-11-1

443・4100

443・0929

443・3951

443・7878

443・5295

444・0011

444・0550

445・2114

445・3246

　朝や夕方など、通常の保育時間外も子どもを預け、幼児教育を受

けさせることができます。「仕事の都合で夕方まで保育して欲しい」

という家庭の希望に応えてくれます。

全ての幼稚園で「預かり保育事業」を実施

　元年10月から入園料と教育料が無償化されました。（月額上限

25,700円。1カ月の入園料と教育料の合算額が25,700円を超える場

合、差額は自己負担※。なお、給食費・バス送迎費などは無償化対象外）

　また、保育の必要性がある子どもについては、預かり保育について

も月額11,300円まで無償となります。

　生活習慣病などの早期発見や重症化を予防するため、年に1度の健診を受けて、体の状態をチェックしましょう。

対象40歳〜74歳の国民健康保険被保険者

※7月末までに加入および届け出をしている人が

　対象

費用1,000円

※前年度非課税世帯は無料

※前年度市の特定健診を受けた人または今年度

　40歳になる初めての特定健診対象者は500円

受診期間12月31日（金）まで（休診日を除く）

受診方法受診券と被保険者証を持参して、実施医療機関（受診券

同封の案内参照）で受診

※受診券が見当たらない場合は保険年金課にご連絡ください

対象国保特定健診または後期健診の代わりに人間ドックな

どを受ける人

※保険料に滞納がある人や他の助成を受けている人を除く

助成額人間ドック費用の2分の1（上限15,000円）

注意人間ドックを受ける前に保険年金課へ要連絡

対象75歳以上の人（65歳以上で一定の障がいの

ある人を含む）

幼稚園にかかる教育料などが無償化

　自宅から遠距離にある幼稚園であっても、バスで安全に

通えます。

全ての幼稚園がバス通園を実施

来年度入学する新1年生の児童・生徒は
入学を希望する学校が選べます

特定健康診査・後期高齢者健康診査を実施中！特定健康診査・後期高齢者健康診査を実施中！

特定健康診査（特定健診）

後期高齢者健康診査（後期健診）

特定健診・後期健診 共通事項

人間ドック等の費用を一部助成します！人間ドック等の費用を一部助成します！

市内28医療機関で
受診できます

問●特定健康診査について=保険年金課☎445・1418

　●後期高齢者健康診査について=保険年金課☎445・1207

※：認定こども園へ移行予定。詳しくは、幼児保育課へお問い合わせください ※：認定こども園の保育科は3歳以上は無償、3歳未満は自己負担あり
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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

　離乳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●10月12日（火）、21日（木）の各9時〜12時

　●10月29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

薬は正しく使いましょう 〜おくすり手帳は1冊に〜

　県眼科医会会員が目の健康について相談に乗ります。

時10月10日（日）9時〜16時
相談先☎043・242・4271（当日のみ）

問県眼科医会事務局（（火）・（金）のみ）

☎047・186・7425

第39回「目の愛護デー」無料電話相談

　生活習慣病などに関する先発医薬品を使っていて、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り替え差額をお知らせ

　多くの種類の薬を服用しているために、ふらつきや食欲不振などの副

作用を起こしたり、薬を誤って飲んでしまったりすることはありません

か？このような害をなす状態を「ポリファーマシー」といいます。

　複数の医療機関を受診する場合は、おくすり手帳を1冊にまとめるこ

とで、各医療機関の医師や薬剤師が薬の飲み合わせを確認して、正しく

飲むための工夫についても相談することができます。毎日飲んでいる健

康食品やサプリメントも薬に影響が出る場合がありますので、一緒に記

入して相談しましょう。

　市では、処方薬が多い国民健康保険加入者

にポリファーマシー予防のための通知などを

行っています。通知が届いた人は、かかりつ

け医や薬剤師にご相談ください。

問保険年金課☎445・1418

　：1日(金)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　 　保健所：習志野保健所　※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

　　　　　　　　　　　　　●鎌ケ谷＝1日（金）〜31日（日）　●北中沢＝25日（月）　　　　　　　　　　●粟野・くぬぎ山・中央・南＝毎週（日）　●北中沢＝毎週（日）、25日（月）　

福 習注 予

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＝中央公民館　②＝まなびぃ

プラザ／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①17日（日）13時〜15時30分

②21日（木）18時〜20時30分

③26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（電話相談のみ）

福毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜14時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
12日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　保健所／　保健所

☎475・5152

習習

　センター3階／　保健所

☎475・5152

福 習

12日（火）14時から

21日（木）12時から

障がい相談 予
福　センター４階／なしねっと

☎443・3408（９時〜17時）
26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

21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 18日（月）13時〜16時

行政相談 注 13日（水）10時〜11時

住宅増改築修繕相談注 18日（月）13時〜16時

行政書士相談注 28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

（49歳以下向け）

予 19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

各児童センターの休み各コミュニティセンターの休み

主な施設の
休み

●各コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週

（火）　●図書館＝毎週（月）、29日（金）（東部・西部分館のみ28日（木）も休館）　●郷土資料館＝毎

週（月）

!10月のお知らせ

交通事故相談　 ※1予 15日（金）10時〜15時

接種期間は令和4年1月31日まで

高齢者のインフルエンザ予防接種令和3年度

問健康増進課☎446・5100

対象接種当日に満65歳以上の人および60歳〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器

などの内部疾患のため身体障害者手帳1級を持っていて、接種を希望する人

期間4年1月31日（月）まで（指定医療機関の休診日を除く）

費用1,000円（1回分）

接種方法健康保険証や身体障害者手帳などを持参して、市

内指定医療機関で接種

その他●やむを得ない事情により市外で接種を希望する場合

　　　　は、お問い合わせください

　　　●医療機関によって開始時期が異なる場合があります

：利用者のみ　　：要予約利

医療機関名 電話番号

いそのクリニック

飯ケ谷内科クリニック

石川整形外科クリニック

うらわ整形外科

大石内科胃腸科医院

片桐内科医院

かのう内科クリニック

かまがや診療所

鎌ケ谷整形外科・内科

鎌ケ谷総合病院

かまがや在宅診療所

鎌ケ谷メディカルクリニック

くぬぎ山内科医院

くぬぎ山
ファミリークリニック

さらしな
耳鼻咽喉科クリニック

さいきクリニック

秋元病院

あおぞらファミリー
クリニック

アクロスモール
新鎌ケ谷クリニック

498・5500

445・8881

441・8818

441・7888

498・5700

446・2000

446・7122

446・3611

444・2236

498・8111

436・8300

401・8282

047・388・5931

047・712・1511

443・3346

439・3929

446・8100

401・2351

401・1171

医療機関名 電話番号

庄司内科医院

白戸胃腸科外科

シルバーケア鎌ケ谷

畑医院

初富内科医院

初富保健病院

原沢外科内科整形外科

堀江皮膚科医院

まこと医院

三田医院

みちのべクリニック

道野辺診療所

新鎌ケ谷
北口クリニック

仁愛医院

第２北総病院

東邦鎌谷病院

新鎌ケ谷駅前
クリニック

中川内科胃腸科
クリニック

のむらファミリー
クリニック

445・9855

445・8001

441・2005

443・4051

468・8103

442・0811

443・8226

445・9888

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

442・0515

445・5552

445・6411

441・3336

401・3376

498・6661

401・3611

利

利

利

利

予

予

予

予

予

予

利

予

市内指定医療機関
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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      109,986人（前月比+35）

男　54,254人　女　55,732人

世帯数　 51,003世帯（前月比+20）

〔R3.9.1現在〕

交通安全ポスター・標語コンクール
受賞者発表

標語コンクール
賞 発

　夏休み期間中に、子どもたちから交通安全ポス

ター・標語コンクールの作品を募集しました。受賞者は

次のとおりです（敬称略）。なお、受賞者の作品は市

ホームページに掲載します。

　9月7日に市梨業組合の主催で「晩なしコンテスト」が行われ、

入賞者が次のとおり決まりました。

　なお、出品された梨は好評につき、即完売となりました。

　マイナポイントの事業期間が、3年12月末までに延長されま

した。延長される期間の内容は、次のとおりです。

●令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請を行っ

　た人が、マイナポイントを申し込みできる期間

●申し込んだキャッシュレス決済サービスでのチャージまたは

　決済で、マイナポイントを取得することができる期間

※令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請を済ませた人（すでに

　カードを取得済みの人も含む）がマイナポイント付与の対象となります

　市では、マイナポイントの予約・申込みの支援を行っ

ています。パソコンの操作などに不慣れな人でも、支援

員が支援します。忘れずに手続きをお願いします。

場所市役所1階エレベーター前

期間12月28日（火）までの各8時30分〜17時（(土）・（日）、

祝日を除く)

持ち物●マイナンバーカード

　　　●マイナンバーカードに設定した4桁のパスワード（数字）

　　　●希望するキャッシュレス決済サービスのIDとセキュリティコード

市役所での支援ブースも期間を延長して実施します

ポスターの部

鎌ケ谷市長賞

鎌ケ谷小 1年　

山崎 桜

鎌ケ谷警察署長賞

南部小 3年　

橋本 菜央

鎌ケ谷交通安全協会長賞

東部小 1年

一戸 玲亜

鎌ケ谷地区安全運転管理者協

議会長賞

鎌ケ谷小 2年

大澤 歩乃果

標語の部

鎌ケ谷市長賞

鎌ケ谷小 6年

伊東 璃香

鎌ケ谷警察署長賞

鎌ケ谷小 4年

竜江 里彩子

鎌ケ谷交通安全協会長賞

五本松小 5年

村本 真衣

鎌ケ谷地区安全運転管理者協

議会長賞

鎌ケ谷小 6年

山口 輝浬

問道路河川管理課☎445・1457

マイナポイントの事業期間が
　　　令和3年12月末まで延長

問●マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120・95・0178

　●企画政策室☎445・1073

第7回　道路、河川や水路、下水道

かまがやのまちづくりの歩みま や ま づ り 歩

マンホールカード

　道づくりは現在の市民アンケートでも毎回上位にある関心が高いテーマです。50年前

の市内の道路事情は、砂利道も多く、晴れの日はほこりが立ち、雨ともなるとぬかるむ道

を車両や歩行者、自転車が通行している状況でした。そのため、昔は家から駅まで長靴で

行き、駅で革靴に履き替えたという人もいたようです。現在では、ほとんどが舗装され、雨

でぬかるむことはなくなりました。また、都市

計画道路などの幹線道路や歩道の整備、東武

野田線、新京成線の連続立体交差事業など、市

内の交通渋滞対策、歩行者や自転車の通行の

安全確保が進められてきました。

　河川や排水の整備も進んできました。雨水

管の整備、河川や水路の改修、大雨の際に地

域の雨水をためる貯留池の整備などにより

安心して暮らせる街へと変わりつつありま

す。現在も、河川の整備が進められています。

　そして、快適で衛生的な生活環境を支える公共下水道の整備も大きく進んでいます。公共

下水道は、各家庭からのトイレ、台所、風呂などの生活排水を処理する施設ですが、公共下水

道の整備がされていなかった頃は、市からの補助金を活用しながら生

活排水の処理施設を整備していました。そして、市制施行から3年後の

昭和49年度に整備着手し、市制50周年の令和3年では普及率が約

68％になるまでに拡大しました。さらには、下水道のPRの一環として全

国で取り組んでいる「マンホールカード」の配布に鎌ケ谷市も参加し、こ

れを求めて全国各地から鎌ケ谷市に足を運ぶ人が増えています。

マイナポイント
ホームページ

雨でぬかるむ木下街道

おく

おく

晩なしコンテスト結果
第19回

問●とうかつ中央農協 鎌ケ谷支店☎443・4010

　●農業振興課☎445・1233

今年も
完売しました！

賞名

奨励賞

奨励賞

奨励賞

鎌ケ谷市梨業組合
産直部会長賞

鎌ケ谷市梨業組合研究部長賞

鎌ケ谷市梨業組合長賞

鎌ケ谷市観光農業組合長賞

千葉農業共済組合長賞

とうかつ中央農業協同組合
経営管理委員会長賞

鎌ケ谷市農業委員会長賞

鎌ケ谷市議会議長賞

鎌ケ谷市長賞

皆川　豊

飯田　悠雅（展久）

小林　澄子（壽治）

石井　富士夫

雨宮　耕一

後藤　昇

皆川　伸司

大野　多恵（良行）

葛山　諒

松本　康子

山口　智則

皆川　尚士

南水

秋のほほえみ

あきづき

新高

新高

あきづき

新高

あきづき

新高

なるみ

あきづき

新高

(敬称略)

氏名 品種名

問●道路河川整備課☎445・1435

　●下水道課☎445・1474
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