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新型コロナウイルスに関するQ&A新型コロナウイルスに関するQ&A

●市役所 ●総合福祉保健センター ●生涯学習推進

センター ●中央公民館 ●北部公民館 ●南部公民館 

●東初富公民館 ●図書館 ●各コミュニティセンター 

●中央児童センター ●南児童センター

　国から布製マスクの配布を受け、以下の施設において先

着順で希望者に配布を開始します。なお、本市に配分された

布製マスクは約3,600枚で、なくなり次第終了となります。

大型連休中のごみの収集・自己搬入
　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も迷惑が掛かってしまいます。

　粗大ごみ以外のごみは、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。
※○印の収集は、その曜日に収集する地域のみ実施

※4月30日(土)のクリーンセンターへの搬入は8時30分〜12時

大型連休中の
閉庁日・休館日は
2ページへ収集

搬入

○ 　 ○ 　 ×　 ○ 　×　×　×　○
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5月問クリーン推進課

　☎445・1223

布製マスク配布会場

　4月1日号の広報かまがや「市長メッセージ」でお知らせしま

した、初富交差点改良事業については、令和4年3月18日付で

鎌ケ谷市議会へ報告し千葉県と鎌ケ谷市協力体制のもと、

関係機関や関係地権者への事業説明を開始しました。

　事業が完成すると、県道船橋我孫子線は、鎌ケ谷大仏方面

および北初富方面への右折がそれぞれできるようになります。

　今後、市も協力しながら事業を進めてまいりますが、市民

の皆さんには随時情報の提供に努めてまいります。

●感染の予防に関することや、発熱外来が近くにない場合など＝県発熱相談コールセンター（24時間対応）☎0570・200・139

●ワクチンを接種した後、身体に異常を感じたり体調不良が長く続いたりする場合＝県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口（24時間対応）☎03・6412・9326

※医療機関の紹介はしていません

　令和4年3月25日に、12歳以上17歳以下の人への、ファイザー社製ワクチンによる3回目接種が可能となりました。これに

基づき、4月5日以降、2回目接種完了後6カ月を経過した人から順次接種券を送付し、予約を受け付けています。現段階で

は、該当する年齢の人が3回目接種において接種できるワクチンは、ファイザー社製ワクチンのみで、LINE、インターネット

および市新型コロナワクチンコールセンターへの電話で予約することができます。

発熱などの症状を感じたらどうしたらいいですか?
　近くの医療機関の発熱外来などを必ず事前に予

約して受診してください。

同居している家族や会社の同僚、最近会った友人
が医療機関で陽性と診断を受けた。自分も検査
を受けたいがどうしたらいいですか?

　近くの医療機関の発熱外来などを必ず事前に予

約して受診してください。

　予約の際、身近な人が感染したことを医療機関に

伝えてください。

自宅や会社で検査キットを使用したところ陽性判定が出た。
どうしたらいいですか?
　薬局などで販売している検査キットは、陽性・陰性を確定するもの

ではありません。陽性判定が出た場合は、近くの医療機関の発熱外

来などを必ず事前に予約して受診してください。その際、検査キット

で陽性判定が出たということを医療機関に伝えてください。

新型コロナウイルスに感染した人
が他の人に感染させる可能性があ
る期間はいつまでですか?
　発症の2日前から発症後7〜10日間

程度とされています。また発症の直

前・直後で特にウイルス排出量が高く

なると考えられています。

　このため、症状がない場合でも不

要・不急の外出を控えるなど感染防止

に努める必要があります。

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにはどのような場面
に注意する必要がありますか?
　飲酒を伴う懇親会など、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクな

しでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった

場面でも感染が起きやすく、注意が必要です。

初富交差点改良事業（右折レーン・歩道設置）
着手へ

女性管理職比率　県内37市中1位（6年連続）

新型コロナワクチン追加接種順調に推移
　　～65歳以上の接種率85％（3回目）を超える～

　市の管理職の中で女性職員が占める割合は、内閣府の統計によると、平成28年度から令和3年度まで6年連続で千葉県内37市中1位となっています。

　令和4年度は、市の管理職89名の内、女性職員は22名、24．7％となり、令和3年度と比較して0．3ポイント増と、その比率はさらに高くなっています。

　引き続き、女性が活躍できる社会を目標に据えて、組織における男女共同参画の実現を目指してまいります。

　今年の1月25日から、一般の方の追加接種が始まりましたが、追加接種を終えた人が全人口の48.6％に達し、これは国や県の平均を上

回っています。特に65歳以上の高齢者の方の接種率は86.1％に達しています。（4月10日現在）

　また、12歳から17歳の方を対象とした追加接種も始まり、接種券を順次送付しておりますが、公的機関で公表されている情報や同封の資

料を十分にご確認のうえで、接種についてご判断されますようお願いします。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）が始まります新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）が始まります

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口

問●予約などについて＝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
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接種率の状況 （4月10日現在）
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12歳以上17歳以下の人への12歳以上17歳以下の人への

問道路河川整備課☎445・1435

問健康増進課☎445・1390

主な内容
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休休
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問クリーン推進課☎445・1223

長年にわたって清掃美化活動を
実施した団体へ感謝状を贈呈
長年にわたって清掃美化活動を
実施した団体へ感謝状を贈呈

　ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体

に登録し、長年にわたって清掃美化活動を実施

し、顕著な実績を上げている次の4団体に、環境

美化対策推進協議会から感謝状が贈られました

（敬称略）。

●くぬぎ山第一自治会　●くぬぎ山第二自治会

●くぬぎ山第三自治会　●新山町会

日本年金機構ホームページ

問監査委員事務局☎445・1541

徳田朗さん

くぬぎ山第三自治会くぬぎ山第一自治会

新山町会くぬぎ山第二自治会

問●ねんきんダイヤル☎0570・05・1165

　●市川年金事務所☎047・704・1177令和4年4月から年金制度が改正されました令和4年4月から年金制度が改正されました

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
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※1：東部学習センターは7月まで休館

※2：学習室など(図書館本館3階)は利用可

※3：(土)・(日)、祝日ダイヤで運行

休

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）※1

図書館

青少年センター

各スポーツ施設

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
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監査委員の就任

　徳田朗さんが、令和4年市議会定例会3月会議

において同意され、4月1日付で監査委員に就任

（再任）しました。

　任期は8年3月31日までです。

　徳田さんは、平成26年4月

1日から監査委員を務めてい

ます。

対象者
　次の全てに該当する人。

●平成16年4月2日〜19年4月1日生まれ

●鎌ケ谷市の住民基本台帳に登録されている

●健康保険に加入している

対象となる医療費
　令和3年10月1日以降に受診した健康保険適用分の医

療費（医科・歯科・調剤など）、入院中の食事療養費（標準

負担金）。

注意●新高校1年生については、令和3年10月1日〜4年

　　　3月31日は子ども医療費助成制度の対象となる

　　　ため、令和4年4月1日以降診療分の医療費が対象

　　　となります

　　●令和4年3月末まで高校3年生の人は、令和4年3

　　　月31日診療分までの医療費が対象となります

助成額
　健康保険適用分の医療費から自

己負担金（通院1回300円、入院1日

300円、調剤0円）を差し引いた額

（償還払い方式）

申請方法
　市ホームページおよびこども支援

課窓口（総合福祉保健センター2階）

で配布している申請書に記入して、

医療機関などで発行する領収書、対

象者の健康保険証の写し、保護者の

振込口座を確認できるものの写し

を添付し、同課窓口へ持参。

注意領収書の有効期限は、医療機関

に支払った日の翌日から2年間です

問こども支援課☎445・1325

高校生等医療費助成高校生等医療費助成令和4年度も継続して実施します令和4年度も継続して実施します

　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、子育て世帯の生活の支援を行うため、子

ども医療費助成の対象とならない高校生等を対象に期間限定で実施した医療費の一部助成について、

令和4年3月1日以降の診療分についても引き続き実施します。

　助成を受けるためには申請が必要となります。

　令和4年4月1日以降に、初めて年金

制度へ加入する人には、年金手帳に代

わり「基礎年金番号通知書」が交付さ

れます。

　すでに年金手帳をお持ちの人には、

「基礎年金番号通知書」は交付されま

せん。年金手帳は、基礎年金番号の証

明書類として今後も年金の手続きに

利用しますので、引き続き大切に保管

してください。

国民年金手帳から基礎年金番号通知
書への切り替え

　現在、老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により

60歳から70歳の間で選択することができますが、繰り

下げ受給の上限年齢が、現行の70歳から75歳に引き上

げられます。

　繰り下げ受給による増額率（月数）の上限は、42％（60

月）から、84％（120月）となります。

対象次のいずれかに該当する人

●昭和27年4月2日以降生まれの人

●老齢年金の受給権発生日が平成29

　年4月1日以降の人

繰り下げ受給の上限年齢の引き上げ

　老齢年金を65歳前に繰り上げ受給をした場合の減

額率が、1月当たり0.5％から0.4％に変更されます

（減額率は最大24％）。

対象令和4年3月31日時点で60歳未満の人

※昭和37年4月1日以前生まれの人は、現行の減額率

　0.5％から変更ありません

詳しくは、日本年金機構

ホームページなどでご確

認ください。

繰り上げ受給の減額率の見直し

休休

休休

休休

休休

休休

問教育総務課☎445・1494

教育委員会委員の就任教育委員会委員の就任

　根本恵美子さんが、令和4年市議会定例会3月

会議で同意され、4月1日付で教育委員会委員に

就任しました。

　任期は8年3月31日まで

です。

根本恵美子さん

令和4年（2022年）4月15日号広報広報市政情報・お知らせ2



●会計管理者[監査委員事務局長]大伯昌司

●総務企画部長[生涯学習部長]狩谷昭夫

●市民生活部長[市民生活部参事（事）次長

（事）商工振興課長]青木真也

●市民生活部参事（派）柏・白井・鎌ケ谷環境

衛生組合[都市建設部次長（事）都市計画

課長]萩原勝

●健康福祉部参事（事）次長（事）障がい福祉

課長[健康福祉部次長（事）障がい福祉課

長]星野里香

●健康福祉部参事（事）社会福祉課長[健康

福祉部副参事（事）社会福祉課長]林宏幸

●都市建設部長[議会事務局長]葛山順一
●生涯学習部長[総務企画部参事（事）次長

（事）秘書広報課長]大塚潤一

●生涯学習部参事（事）次長（事）文化・スポー

ツ課長[市民生活部副参事（事）環境課長]

市村昌子

●監査委員事務局長[市民生活部副参事（事）

保険年金課長]佐藤太郎

●農業委員会事務局長[生涯学習部次長（事）

文化・スポーツ課長]小松崎佳之

●議会事務局長[生涯学習部副参事（事）学

校教育課給食管理室長]桂本弘明

●議会事務局参事（事）次長[議会事務局次

長]後藤由美

●総務企画部次長（事）総務課長[総務企画部

副参事（事）総務課長]井上知子

●総務企画部副参事（事）収税課長[農業振興

課長]坂居由一

●市民生活部次長（事）クリーン推進課長[市

民生活部副参事（事）クリーン推進課長]

中川聡

●市民生活部副参事（派）柏・白井・鎌ケ谷環

境衛生組合[市民生活部主幹（派）柏・白井・

鎌ケ谷環境衛生組合]小林一秀

●市民生活部副参事（事）保険年金課長[総務

企画部副参事（事）収税課長]矢島忠行

●市民生活部副参事（事）市民活動推進課長

[市民活動推進課長]平野裕平

●都市建設部次長（事）建築住宅課長[都市建

設部副参事（事）建築住宅課長]﨑田浩史
●都市建設部副参事（事）都市計画課長[都市

計画課都市政策室長]浅野和彦

●都市建設部副参事（事）道路河川整備課長

[都市建設部副参事（事）都市計画課まちづ

くり室長]横山吉治

●都市建設部副参事（北千葉道路担当）（事）

道路河川整備課北千葉道路・粟野バイパス

推進室長[国土交通省]蔦木智之

●選挙管理委員会事務局長[選挙管理委員会

事務局長]小島敏

●秘書広報課長[秘書広報課主幹]須藤慶

●保険年金課主幹[保険年金課副主幹]髙瀬育子
●環境課長[環境課副主幹]畠山努

●農業振興課長[環境課長補佐]米井幸男

●商工振興課長[商工振興課長補佐]五月女晃人

●市民活動推進課男女共同参画室長[社会福祉課長補佐]戸邉恵美子

●社会福祉課主幹[市民活動推進課男女共同参画室長補佐]藤嶋晶子

●障がい福祉課主幹[道路河川整備課副主幹]遠藤善治

●こども支援課主幹[こども支援課長補佐]星直子

●こども支援課こども総合相談室長[こども支援課こども総合相談室長補佐]

小川亮

●こども発達センター所長[道路河川管理課副主幹]櫻井誠

●幼児保育課主幹[保険年金課長補佐]宮原正樹

●道野辺保育園長[こども支援課こども総合相談室長]木村真喜子

●粟野保育園長[粟野保育園副園長]山田和恵

●鎌ケ谷保育園長[道野辺保育園副園長]菊池真智子

●都市計画課まちづくり室長[建築住宅課主幹]木間幸司

●道路河川整備課主幹[道路河川整備課北千葉道路・粟野バイパス推進室長]

長谷川実

●道路河川管理課長[道路河川整備課主幹]白倉栄太郎

●下水道課主幹[公園緑地課長補佐]平塚佳男

●学校教育課指導室長[五本松小学校教頭]島しのぶ

●学校教育課給食管理室長[市民活動推進課副主幹]山本邦博

●農業委員会事務局次長[農業委員会事務局次長]小川史江

　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。

QR

問人事室☎445・1057

国民健康保険・後期高齢者
医療制度の傷病手当金

4月1日付の人事異動

対象期間が6月30日まで延長されました

部長相当職 次長相当職 課長相当職

令和4年度 市税などの納期限のお知らせ
担当課

税目など

納期限

収税課 保険年金課 高齢者支援課 建築住宅課 下水道課 給食管理室

  5月 2日（月）

  5月31日（火）

  6月30日（木）

  8月 1日（月）

  8月31日（水）

  9月30日（金）

10月31日（月）

11月30日（水）

12月26日（月）

  1月31日（火）

  2月28日（火）

  3月31日（金）

1期

2期

3期

4期

固定資産税

都市計画税

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

介護保険料

(普通徴収)

下水道
受益者
負担金

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

国民健康
保険料

(普通徴収)

市営住宅
使用料

(駐車場含む)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

後期高齢者
医療保険料
(普通徴収)

1期

2期

学校給食費

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

市・県民税

(普通徴収)

全期

軽自動車税

(種別割)

[　]＝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

対象 国民健康保険または後期高齢者医療制度に

加入している、次のいずれかの条件を満たす人

●新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休

んだ

●発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感

染症の感染が疑われ仕事を休んだ

※その他要件について詳しくは、お問い合わせく

ださい

対象期間6月30日（木）まで

支給額直近の継続した3カ月間の給与収入の合計

額を就労日数で割った金額×3分の2×支給対象

日数

※支給額には上限があります

注意●事業主や医療機関の証明が必要です

　  ●療養期間中に給与などが支給されている

場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支

給が制限される場合があります

申し込み 保険年金課窓口（市役所1階）および市

ホームページで配布する申請書に記入して同課窓

口へ持参／ゆ〒273-0195

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＝県後期高齢

者医療広域連合☎043・216・5013／保険

年金課☎445・1207

　新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあり仕事を休んだ従業員に、傷病手当金を

支給しています。

　この支給についての対象期間が延長されました。対象となる人は、申請を忘れないようご注意ください。

問企画政策室☎445・1073

市外から転入する
新婚世帯を応援します
市外から転入する

新婚世帯を応援します

新婚新生活支援事業新婚新生活支援事業

　結婚を機に市外から鎌ケ谷市へ転入する新婚世

帯を応援するため、住宅費・引っ越し費用などを最

大30万円助成します。

主な要件

●令和4年1月1日〜5年3月31日までの間に婚姻

　届が受理された夫婦であること

●夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であ

　ること

●夫婦の合計所得が400万円未満であること

●夫婦の双方または一方が、婚姻を機に市外から

　鎌ケ谷市へ転入し、夫婦で今後2年以上継続して

　居住する意思があること　など

対象費用

▶住宅の取得費

▶住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

▶新居への引っ越し費用

▶住宅のリフォーム費用

定員10人(申し込み先着順)

申請方法企画政策室（市役所3階）および市ホーム

ページで配布する申請書に記入して、必要書類と合

わせて同室窓口へ持参
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電話de詐欺に注意！常に留守番電話に設定して詐欺被害を防ぎましょう
　詐欺かな？と思ったら電話ｄｅ詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を



申し込みフォーム

情報ひろば
※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが変更・中止

　となる場合があります

　環境保全への関心を深めることを

目指したパネル展に出展する団体・企

業などを募集します。

対市内で環境保全活動を行っている、

または市民に環境保全の啓発を行っ

ている団体など
期間6月9日（木）〜6月21日（火）

所市役所1階 市民ホール

申応募書類を4月28日（木）まで（必

着）に環境課窓口（市役所1階）へ持参／

郵送／電子メールで提出

※詳しくは、同課窓口および市ホーム

ページで配布する応募要項を参照

問同課☎445・1227

「かまがや環境パネル展2022」に
出展する団体・企業などを募集

　市の子育て支援についてパネル展

を開催します。自宅でも作れる幼児向

けの手作りおもちゃもあります。

時4月26日（火）〜5月13日（金）

所市役所1階 市民ホール

問子育て支援センター☎441・8905

市の子育て支援と紹介
子育て・子育ち応援展

時4月22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）

申公園緑地課☎445・1487

第4回 鎌ケ谷市緑の基本計画検討
委員会の傍聴

令和5年以降、18歳から裁判員に選
ばれる可能性があります

　調停は、話し合いによって問題の解決を

図る裁判所の手続きです。令和4年10月

に、発足から100周年を迎えます。詳しく

は、裁判所ホームページをご覧ください。

問●民事調停＝千葉地方裁判所事務局

☎043・333・5238

　●家事調停＝千葉家庭裁判所事務

局☎043・333・5303

調停の歴史
〜調停制度発足100周年〜

　成年年齢の引き下げに伴い、令和5

年から18歳と19歳の人も裁判員に選

ばれる可能性があります。

●毎年11月ごろ＝くじで裁判員候補

者になった人にその旨をお知らせ

●翌年の1月以降＝裁判の6〜8週間

前までに選任手続期日をお知らせ

●選任期日当日＝出席した人の中から

くじで裁判員6人を選任

※裁判員候補者に選ばれた場合でも、

　学生であることを理由に裁判員を

　辞退することが可能です

問千葉地方裁判所事務局☎043・

333・5238

NECグリーンロケッツ東葛
小・中学生と保護者を対象に無料招待

お知らせ・相談

内成年後見などに関する相談会

時5月10日、6月7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

　裁判をより身近に感じてもらうため

に「法廷傍聴会」を開催します。

対一般市民・学生

時5月12日（木）13時〜16時

所県弁護士会松戸支部

定20人（申込先着順）

申4月26日（火）10時以降に同支部

☎047・366・6611

法廷傍聴会

　耐震改修などに係る費用について、最大60万円の補助を行って

います。詳しくは、同課へお問い合わせください。

※対象となる住宅には条件があります

木造住宅耐震改修等補助制度

家庭教育セミナー

〜クスリは正しく使ってこそくすり！～
おくすりの疑問にお答えします

　薬の使用目的に応じた服用方法や副作用の防止に関する留意点を分

かりやすく説明します。薬は、見かけは同じでも服用方法が異なるもの、

管理に配慮が必要なものがあります。薬の疑問を解消しませんか？

日時5月13日（金）15時〜17時　対象市内在住・在勤の人

場所中央公民館 集会室　定員60人（申込先着順）

講師日本大学薬学部教授の日髙慎二さん

申し込み4月16日（土）10時以降に中央公民館☎445・2012／窓口

　県建築士会鎌ケ谷支部の建築士が相談員となり、耐震相談を実施し

ます。耐震診断に併せ、無料で耐震に関するアドバイスも受けられます。

対象建築物市内で昭和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）

※建築年や工法などがわからない場合はご連絡ください

日時5月14日（土）10時〜13時

※1件当たり40分程度

場所くぬぎ山コミュニティセンター　定員6人

持ち物住宅の図面など（手書きでも可）

※作成が難しい場合は、職員が自宅を訪問し必要な図面を作成します

申し込み4月22日（金）までに、建築住宅課窓口（市役所4階）／☎445・

1466／ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

問建築住宅課☎445・1466

相談してみませんか？

木造住宅の無料耐震相談会

イベント

内野外体験活動

対6歳児〜小学生とその保護者

時4月29日（金）10時〜12時30分

（雨天時は5月1日（日））

所貝柄山公園

定200人

申市スカウト連絡協議会 太田尻

☎443・1690

「元気なちびっこあつまれ〜」　駐輪場南側の歩行者専用道路（市道

1545号線）が新鎌通りまで開通しま

した。

問道路河川整備課☎445・1435

新京成連続立体交差事業
〜歩行者専用道路が開通しました〜

市道1
545線

鎌ケ谷
市役所

新
鎌
通
り

船
取
県
道

新鎌
ヶ谷

駅

開通箇所

総合福祉
保健センター

時5月1日（日）14時30分から（12時

30分開場）
試合 NECグリーンロケッツ東葛対埼

玉ワイルドナイツ

対市内在住の小・中学生と保護者

所柏の葉公園総合競技場

定150組300人

申4月22日（金）13時

までに二次元コードで

申し込み

問NECグリーンロケッ

ツ東葛ｍinfonecgr@

citytickets.jp.nec.

com

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●コスメテックスローランド株式会社から新型コロナウイルス感染

症対策のために消毒液を

●上田もゆさんから鎌傘事業での活用のために傘を

（財政室）

●匿名の人から音声訳の活動のために21,672円を

（市社会福祉協議会）

老後を心豊かに過ごす為に
「親子で話そう・親の老後！」
　家族信託・成年後見などについて親

子で話をしてみませんか？

対市内在住・在勤の人

時5月21日（土）10時〜12時

所中央公民館

定40人（申込先着順）

師NPO法人老いじたくあんしんねっ

との井栗禎子さん

持筆記用具

申4月16日（土）10時以降に同館☎445・

2012／窓口

危険物取扱者試験受験者講習会
（前期）

　危険物関係法令などを学びたい人

や危険物取扱者試験乙種第4類受験

者向けの講習会を開催します。

時5月16日（月）9時30分〜16時45分

所船橋市中央公民館

費3,700円

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

18日（月）〜22日（金）に同協会へ持参

問消防本部予防課☎444・3273

講座・講演
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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



陸・海・空自衛官
種目①一般曹候補生

　　②技術海上幹部・技術航空幹部

　　③技術海曹・技術空曹

対①＝18歳以上33歳未満の人

　②＝大卒以上で、応募資格に定めら

れた学部・専攻学科などを卒業

後、2年以上の業務経験のある人

　③＝20歳以上で国家資格取得者など
受付期限①＝5月10日（火）まで

　　　  ②③＝5月20日（金）まで

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

おじいちゃん先生（保育園無資格職員）
パートタイム会計年度任用職員

　「おじいちゃん先生」とは、人生経験

豊かな中高年齢者が保育士の補助を

することで、乳幼児の豊かな情操を育

むことを目的として働く職員のことで

す。子どもたちの笑顔に囲まれて、楽

しく働いてみませんか？
任用期間4月1日〜5年3月31日
勤務日時 毎週（月）〜（土）のうち週2日

程度で、9時〜13時
勤務場所南初富保育園
報酬等時給1,030円（通勤費規定内支

給、有給休暇あり）

他業務内容や園見学について詳しく

は南初富保育園（☎443・2093）にお

問い合わせください

募集
元気っ子ゼミナール参加者募集

今年のテーマは「歴史」
　自然体験や学校外学習体験など、さまざまな体験活動を通して社会

性を培うとともに「生きる力」を身につけます。

　弓道の基本を学び、初段を取得することを目的とした教室です。

対象18歳以上の人（通学先などの弓道部に所属している人を除く）

日時 5月15日・22日・29日、6月5日・12日・19日・26日、7月3日・10

日・17日の各（日）10〜12時

定員7人（多数抽選）

費用●市内在住・在勤・在学の場合＝4,500円

　　●市外の場合＝6,000円

　　（いずれも用具使用料含む。初回時持参。返金不可）

服装動きやすいもの

その他 教室の進捗に応じ、参加者各自で用意してもらうものがある場

合があります

申し込み4月20日（水）〜4月30日（土）に弓道場・アーチェリー場窓口／

☎446・5910

市国際交流協会

2022年度語学講座 受講者募集 問市国際交流協会☎070・8906・3350／ｍmain@kifa.gr.jp

日程下表参照（いずれも全30回）

対象 ①〜⑤＝18歳以上の人

　　⑥＝小学校1年生〜6年生

費用①〜⑤＝27,000円（テキスト代など別途）

　　⑥＝24,000円（テキスト代・保険料など別途）

　　※会員割り引きあり

場所まなびぃプラザ（⑤のみ中央公民館）

その他詳しい日程や振込先などは、後日、受講決定者に通知します

注意●一度納入された会費・受講料・テキスト代などは、返却できません

　　●定員に満たない講座は中止になる場合があります

申し込み往復はがきで住所・氏名・電話番号・メールアドレスと、希望講座名、会員

または非会員か、返信宛先（⑥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（金）まで（必着）に市国際交流協会ゆ〒273-0101 富岡1-1-3

※複数受講する場合、1講座につき1枚の往復はがきで応募してください

※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

講座名

①英語初級

②英語中級

③ハングル 会話

④ハングル 中級

⑤中国語 会話

⑥スマイリーキッズ

基礎英文法を学びながら、日常英会話（リーディング、リスニング）を学びます。

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びます。

基本文型や発音、あいさつなど日常会話を学びます。

韓国語会話でトレンドや歴史、韓国社会を学びます。

発音を重点に日常会話まで学びます。

小学生の英会話講座（学年・レベル別によるクラス編成）

5月17日（火）午後

5月17日（火）午後

5月17日（火）午前

5月17日（火）午前

5月16日（月）午前

5月21日（土）午前

内容 講座開始日

内容

※時間は後日連絡

開講式、仲間をつくろう

ウォークラリー

野外炊飯

宿泊研修

歴史冒険ツアー（施設などの見学）

体験・レクリエーション

壁新聞作り、クラフト、閉講式

1

2

3

4

5

6

7

5月15日（日）9時30分〜12時30分

6月5日（日）9時30分〜12時30分

7月10日（日）9時30分〜12時30分

8月26日（金）〜28日（日）※

10月9日（日）※

11月12日（土）9時30分〜12時30分

12月11日（日）9時30分〜12時30分

日時

対象市内在住の小学校4年生〜6年生

定員30人（多数抽選）　費用9,000円（宿泊費含む。交通費別途）

場所南部公民館 他

申し込み郵便はがき（1人1枚）に住所・氏名（ふりがな）・性別・電話

番号、学校名・学年・クラスと緊急連絡先を記入して、4月28日（木）

（必着）までに生涯学習推進課「元気っ子ゼミナール係」宛て

ゆ〒273‐0101富岡2-6-1

注意説明会について、後日連絡します

問生涯学習推進課☎498・6101

弓道教室で
弓道を始めてみませんか？

問●クリーン推進課

　　☎445・1223

　●クリーンセンターしらさぎ

　　☎443・5300

　リチウムイオン電池などを含む電子機器が原因で、ごみの収集や処理の過程

での発火事故が全国的に増加しています。特に、「プラスチック製容器包装類」

のごみ袋に混ぜて排出されてしまうと、周囲のプラスチック類に延焼する恐れ

があり大変危険ですので、絶対に「プラスチック製容器包装類」のごみ袋には入

れないでください。

　モバイルバッテリー、加熱式た

ばこ、電子機器の小型充電池など

　リチウムイオン電池などを含む電子機器は、毎月2回の「燃やさないごみ」

の日に、小型充電池が容易に外せるものは外し、外した小型充電池についても

中身の見える袋に入れて、その他の「燃やさないごみ」とは分けてごみステー

ションに出してください。

　また、リサイクルマークの表示があるもの

は、市役所などに設置されている（一社）JBRC

のリサイクルボックスでも回収しています。

※電動アシスト自転車のバッテリーについて

　は、購入販売店にお問い合わせください

発火の原因に！
リチウムイオン電池などを

「プラスチック製容器包装類」の
ごみ袋に入れないでください

リチウムイオン電池などを
含む機器の例

ごみの出し方

申写真を貼付した履歴書を幼児保育

課窓口（総合福祉保健センター2階）へ

持参／ゆ〒273-0195

※後日、南初富保育園で面接あり

問幼児保育課☎445・1363
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問文化・スポーツ課☎445・1528

　日本が誇る伝統芸能である能楽の鑑賞教室を3年ぶりに開催します。

　「能楽は敷居が高く難しそうだ」と思っていませんか？能楽鑑賞教室では、初心者でも楽しめるよ

うに、せりふと解説が日本語・英語で表示される字幕画面付き（タッチパネル方式）で鑑賞できます。

　この機会にぜひ、能楽の世界に浸ってみましょう。

　広報かまがや令和4年4月1日号5ページ「伝言板」の催し「草月流生け花・フラ

ワーアレンジメント社中展」の記事において、団体名に誤りがありました。正しく

は、「Fragrance of Flower」となります。おわびして訂正いたします。

　4月1日から、鎌ケ谷市の行政手続き約880件で

押印の必要がなくなりました。

　押印を求めていた市の行政手続きは約1,200件

ありましたので、そのうちの約7割が押印不要とな

りました。その範囲は市が扱う分野すべてに及び、

例えば、ごみ集積所新規申請や介護保険負担限度

額認定申請などがあります。市民や事業者の皆さん

は、多くの行政手続きではんこを持参しなくてもよ

くなりました。

　押印廃止は、行政手続きのデジタル化に沿った措

置です。社会では今、さまざまな情報をオンライン

上でやり取りするデジタル化が進んでいます。相手

先に出向いたり書面を作成したりすることなく、ス

マートフォンなどで買い物や契約が可能です。行政

手続きも例外ではありません。国はオンライン上

で行政手続きができる社会を目指し、デジタル庁

を創設しマイナンバーカードの普及に力を入れて

います。

　市でもAI（人工知能）による手書きデータ読み

取り、住民票などの交付が可能なマルチコピー機

導入、新型コロナウイルスのワクチン接種予約サ

イト開設などデジタル化を実施しています。

　デジタル化をさらに進める際の壁が、書面には

んこを押す様式でした。そこで押印廃止が決まっ

たのです。国は法律などを改正し、既に昨秋より

出生届、婚姻届、離婚届などの押印を廃止してい

ます。これに続き、今春から市関連の行政手続き

も押印廃止となりました。

　ただ、これまで通り押印が必要な行政手続きも

残ります。印鑑登録をした実印などが必要な登

記・登録、協議書・覚書など契約書の性質を備えて

いる書類、見積書・請求書など金銭支払いに関する

書類ははんこを押さなくてはいけません。

　はんこの起源は紀元前4,000〜3,000年頃の古

代メソポタミアの「円筒印章」にさかのぼるとされ

ます。日本でもはんこは古くから使われ、最古のも

のは歴史教科書でお馴染みの九州北部で発見され

た「漢委奴国王（かんのわのなのこくおう）」と刻ま

れた金印です。西暦57年に中国の漢王朝が奴国の

王に授けたはんこだとみられています。701年に制

定された基本法「大宝律令」では官印制度が定めら

れ、本格的使用が始まります。以来、1,300年以上

に渡りはんこは日本人にとって身近な存在であり

続けています。

　デジタル化により押印の機会は減っていますが、は

んこという日本文化が消え去ることはないでしょう。

（市魅力発信アドバイザー）

記載がないものは所図書館本館

問図書館本館☎443・4946

図書館ボード図書館ボード

　日本の鉄道が開業してから150年目となる今年は、「第64回こど

もの読書週間〜ひとみキラキラ 本にどきどき〜」に合わせて鉄道に

関する読み物や絵本を展示します。
期間 4月23日（土）〜5月15日（日）

児童図書展示
「ガタンゴトンガタンゴトン　鉄道大好き！」

さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度

時5月11日・25日の各（水）10時45分〜11時・11時15分〜11時30分

定各5組（申込先着順）

申4月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話

ひまわりぐみ
対小学校低学年以下

時5月1日（日）11時〜11時30分

定10人（申込先着順）

申4月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話

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5月14日（土）11時〜11時30分、15時〜15時30分

定10人（申込先着順）

申4月15日（金）10時以降に図書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

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

▶かまがやキッズオペラ オリジナルストーリー「ヘンゼルとグレーテル」
時4月16日（土）15時から所きらりホール定200人（申込先着順）費大人

2,000円、小学生以下1,000円問かまがやキッズオペラ 河内☎090・

8058・5840

▶ソフトテニス体験会（無料）
対市内在住の小学生時4月17日・24日の各（日）12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

▶楽しく英語で話そう会
身近な話題で外国人の先生と英会話。対高校生以上時4月16日・23日、5月

14日・21日・28日の各（土）15時〜17時所中央公民館定8人（申込先着順）

申シンプルライフ 西川☎090・7811・7783

▶第7回「人新世資本論」第7章
内「気候危機と環境破壊」の原因と対策についての読書会対市民時4月24

日（日）14時〜16時30分所中央公民館定72人（当日先着順）問九条の会鎌

ケ谷‐この指とまれ‐ 菊池☎443・3597

催し

国立能楽堂能楽鑑賞教室
能楽を生で観てみませんか？

申し込み 往復はがきに、「能楽鑑賞教室希望」と

代表者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番

号（日中連絡を取れるもの）・希望人数（2人ま

で。記入がない場合は1人として受け付け）・返

信宛先を記入して、4月21日（木）まで（消印有

効）に文化・スポーツ課ゆ〒273-0195

※抽選結果のはがきが5月6日（金）までに届か

ない場合はご連絡ください

内容●解説「能楽のたのしみ」

　　●狂言「清水」（大蔵流）

　　●能「小鍛冶」（観世流）

対象市内在住の人

日時6月21日（火）7時30分市役所出発〜16

時30分帰着（現地解散不可）

場所国立能楽堂（東京都）

定員21人（多数抽選）

費用4,000円（昼食代を含む）

※事前に文化・スポーツ課窓口（市役所5階）

で支払い

問安全対策課☎445・1278

水防法改正に伴う更新
新しく

「鎌ケ谷市水害ハザードマップ」
が完成しました

新しく
「鎌ケ谷市水害ハザードマップ」

が完成しました

　水防法の改正に伴い、想定し得る最大規模の雨が降っ

た場合の浸水想定を反映したハザードマップに更新しま

した。

　また、より読みやすくするために、レイアウトや防災情

報を最新のものに編集

しました。

　なお、完成したハザー

ドマップは4月15日〜

6月ごろまでに全世帯

に配布します。

おわびと訂正
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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

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〜

　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5月19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

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への切り替え差額をお知らせ

　生活習慣病などに関する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、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

　

問子育て支援センター☎441・8905

11時〜11時45分

12時20分〜13時5分

13時40分〜14時25分

１回目

２回目

３回目

脱衣・入浴時間(45分)

11時45分〜12時

13時5分〜13時20分

14時25分〜14時40分

着衣時間(15分)

12時〜12時20分

13時20分〜13時40分

14時40分〜15時

消毒時間(20分）

子育てサポーター養成講座 地域の子育てを応援できる人を募集します

社会福祉センターの
浴室・カラオケの利用を再開

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のために休止していた浴室およびカラ

オケの利用について、5月2日（月）から再開します。

　なお、浴室の利用は、事前申込制となります。

日時 毎週（月）・（水）・（金）の各11時〜15時（祝日を除く。利用時間を3回に分け

た入替制）

定員1回当たり男性4人、女性4人まで（申込先着順）

申し込み 利用希望日の1週間前以降の9時〜16時30分（（火）、祝日を除く）に社

会福祉センター☎444・0121／窓口

※1週間前が祝日などで休館の場合、その翌日から受け付け

注意予約は1週間に1回まで、複数の予約は不可

問高齢者支援課☎445・1375

浴室の利用について

　子育てサポーターは、地域の子育てを支え合う場「子育てサロン」などで活動しています。子育てサポーターになるための講座は次のとおりです。講座終了後

にボランティア登録をします。子育てサポーターとして遊びや会話を通じて地域の子育てを楽しく応援してみませんか？

内容①講義「ボランティアについて」「鎌ケ谷市の子育て支

援について」「鎌ケ谷市のサポーター活動内容」「サ

ポーターとして心がけていること」

　　②児童センターの見学

対象地域の子育てを応援でき、全日程参加出来る人

日時①＝5月24日（火）14時30分〜16時

場所①＝総合福祉保健センター5階 団体活動室

その他②の日時と場所については、後日調整

定員10人程度（申込先着順）

申5月23日（月）までに子育て支援センター（粟野児童セ

ンター内）☎441・8905／ｍko-sien@city.kamagaya.

chiba.jp

安定した家賃収入を保証します

シニアの皆さんへ
マイホーム借り上げ制度

●公的制度に基づく安定した

 家賃収入

●入居者との契約終了時に解

　約可能

●土地・建物は子どもに相続

●良質な借家の循環

●敷金なし、壁紙など自ら

 一定の改修可

●入居を継続したい場合は

　優先して再契約

内部準備金

賃貸物件を借りたい人

子育て世代など制度利用者

マイホームを貸したい人

借家契約

定期
借家契約

（一社）移住・住みかえ支援機構

賃借料支払い

準備金積立空き家保証

賃料収入

万が一の　 場合の保証

高齢者住宅財団の基金

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

　単独処理浄化槽やくみ取りトイレから合併処理浄化槽に取り換える（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。

※詳しくは、市ホームページを確認するか、同課へお問い合わせください

定数20基まで（申込先着順）

申請期限5年1月31日（火）まで

注意●新築・建て替えや集合住宅の場合は補助交付対象外となります

　　●補助交付対象地域については、クリーン推進課へお問い合わせください

設置費補助（例）
384,000円

（5人槽）

転換費（例）
180,000円

（単独処理浄化槽

からの転換）

交付額（例）
564,000円

水質汚染を防ぐため設置・
転換費を補助します

　シニアの皆さんのマイホームを、最長で終身に

わたって借り上げて転貸し、家賃収入を保証する

「マイホーム借り上げ制度」。これにより、自宅を

売却することなく、住み替えや老後の資金として

活用できます。

対象 一定の耐震性が確保されている住宅を日本

国内で所有する、50歳以上の人など

問●制度の概要、パンフレットの配布など＝建築住宅課☎445・1472／窓口

（市役所４階）

　●制度の活用などの相談＝（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）☎03・

5211・0757／ｕhttps://www.jt-i.jp
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　市では男性が作る料理「おとう飯レシピ」を募集します。応募されたレシピは、市

が行う事業や情報紙などで紹介し、男性の家事・育児への参加について料理の側

面から応援します。

　また、応募者には漏れなく参加賞を、投票で上位2人には記念品の進呈もありま

す。奮ってご参加ください！

期間4月15日（金）〜5月31日（火）

対象市内在住・在勤の男性（年齢、既婚・未婚、料理のプロアマ不問）

※団体での申し込み不可

注意●応募は個人で、1人1点まで

　　●合成や加工のない写真で応募すること

　　●材料費・通信費などは応募者が負担すること

　　●料理技術を競うものではありません

　　※詳しくは、市ホームページをご確認ください

申し込み 住所・氏名、日中に連絡が取れる電話番号と、「5つの心得」

に則ったレシピ（レシピ名、材料（1人分）、材料費、調理手順、所要時

間、PRポイントなどの一言）、完成した料理の写真1枚（真上から）、応

募者の写真（調理中または料理を持っているもの）1枚を添付して、男

女共同参画室ｍ dan jyo@c i t y.kamagaya .ch iba .jp 

※メール容量は送信1回につき3メガバイト以内

※市外在住で市内に勤務している人は勤務先名も併せて記載

※紹介時にハンドルネーム表記を希望する場合はハンドルネームも

　併せて記載

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4年（2022年）4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▶
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住民基本台帳人口      109,676人（前月比-113）
男　54,085人　女　55,591人

世帯数　 51,061世帯（前月比-11）
〔R4.3.1現在〕

おとう飯（はん）レシピ募集！レシピ募集！

レシピ応募者には参加賞のほか、投票結果によっては記念品を進呈！

鎌ケ谷市版

市制記念公園児童用電気自動車がリニューアルしました

　市制記念公園にある児童用電気自動車が、4月から9台全て新しくなりました。　新たにハイウェイパト

カーや救急車、市公式マスコットキャラクター“かまたん”のイラストが入ったバス「キキョウ号」など、魅力

のある多種多様なタイプを用意しました。

　ぜひ乗りに来てください。

費用1回100円

その他子どもの付き添いが必要な場合は大人も乗車できます

かまたんバスも登場！

きらり!  ワンコイン＋コンサート 山宮るり子 ハープ リサイタル
　新進気鋭の若手ハーピストが奏でる美しい音色がきらりホールを優しく包みます。

曲目ニーノ・ロータ「サラバンドとトッカータ」、ドビュッシー「月の光」、スメタナ「モルダゥ」 他

日時7月10日（日）13時30分（13時開場）

場所きらりホール

費用800円（全席指定）

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

その他親子席（要申込）に限り未就学児入場可

問きらりホール☎441・3377

問公園緑地課☎445・1489

「おとう飯」とは？

　「手早く、簡単に、リーズナブルな食

材で、家の調味料を使う、後片付けは

最後まで」の5つの心得がモットー。
（内閣府男女共同参画局ホームページより）

問男女共同参画室☎445・1277

■ 令和4年度「KING OF“おとう飯”」は投票で決定します！

　「おとう飯」の主旨により近いレシピを、市ホームページなどでの投票で

決定します。投票者には抽選で10人に景品を進呈します。詳しくは、今後

の広報かまがやまたは市ホームページをご確認ください。

投票期間6月15日（水）〜6月29日（水）
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