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生活習慣病を予防しよう…5

新 型コロナワクチン 接 種

4回目接種

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）
N o .13 2 7

ごみゼロ運動…8

問ワクチン対策室☎446・2601

に向けた準備 を 進めています

新型コロナワクチンの4回目接種の実施について、国から方針が示されました。
市では、国の方針に基づき、順次4回目接種を実施します。
※令和4年4月28日時点の内容です

対象者
❶
❷
❸

3回目接種の完了から5カ月以上が経過した人のうち、
次の ❶〜❸ のいずれかに該当する人

60歳以上の人
基礎疾患を有する18歳以上60歳未満の人
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い
と医師が認める、18歳以上60歳未満の人

4回目接種の接種券などの発送予定時期

❶ の場合

接種券などの発送は、4回目接種の時期に応じて、
令和4年5月末から順次発送します。
3回目を接種した年月日
令和3年12月

4回目の接種券の
発送予定時期
5月23日

令和4年1月1日〜15日

5月23日

令和4年1月16日〜31日

5月27日

令和4年2月1日〜15日

6月21日

令和4年2月16日〜28日

6月28日

４回目接種が
可能となる月
令和4年5月

接種会場
●集団接種＝総合福祉保健センター
●個別接種＝市内医療機関など
※詳しくは、個 別に 送 付した 通 知をご確認ください

1 、2 回目および
3 回目接 種 が

済んでいない人へ

令和4年6月
令和4年7月

令和4年3月

7月下旬

令和4年8月

令和4年4月

8月下旬

令和4年9月

❷・❸ の場合
接種券などの送付には、
申請が必要です。
申請方法 市ホームページの申し出フォームまたは市ホームページで

配布する申請書に記入して健康増進課ゆ〒273-0195／窓口

現時点では、公費で新型コロナワク
チン接種を受けられる期間は令和4
年9月30日までです。接種を希望する
場合は計画的に接種をしてください。

予約なしでの接種について（集団接種会場）
3回目接種を行う18歳以上の人を対象に、
5月中、
次の日程で武
田／モデルナ社製ワクチンを予約なしで接種することができます。
日時 ●5月19日・26日の各
（木）10時〜11時30分
●5月20日・27日の各
（金）
10時〜11時30分、14時〜16時
対象 18歳以上で3回目接種を希望する市民
持ち物 ●接種券一体型予診票
●3回目接種用新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
（接種券が送られたときに同封されています）
●本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

新型コロナウイルス感染症などの影響で
家賃が支払えない人を援助します

問社会福祉課☎445・1286

離職・廃業または新型コロナウイルス感染症などの影響により減収し、住居を失う恐れがある人に対して、原則3カ月間住居確保給付金を支給します。
対象 住居を失う恐れのある次のいずれかの条件を満たす人

支給期間 原則3カ月

●離職・廃業から2年以内
●やむを得ない休業などにより収入を得る機会が減少し、離職などと同様の状況にある
●現在住居を喪失している
支給上限額 ●単身＝月額41,000円
●2人世帯＝月額49,000円
●3人〜5人世帯＝月額53,000円
※6人以上の世帯はお問い合わせください

※一定の条件を満たす場合は9カ月支給
その他 ●賃貸住宅の家賃の支払いを支援する制度です
●就職活動を行うことが条件です
●収入要件および資産要件があります
申し込み 市ホームページをご覧いただくか、
社会福祉課
☎445・1286にお問い合わせください

市長メッセージ
住民税非課税世帯や低所得の子育て世帯を支援
政府は緊急経済対策として、令和４年度住民税（均等割）が非課税の世帯を新たに対象に加え、給付金未支給の世帯に１０万円を
支給する方針です。また、低所得の子育て世帯の子ども１人当たり５万円を支給する「子育て世帯生活支援特別給付金」について、６
月以降に支給を始める方向です。いずれも一部の対象世帯を除き、申請する必要がない「プッシュ」型で支給するものとされていま
す。国のスケジュールが示され次第、本市での支給につきまして、必要としている人に１日でも早く支援が届くよう、速やかに対応し
てまいります。

鎌ケ谷市長
芝田 裕美

新型コロナワクチン接種の４回目の接種開始へ
４回目の接種は重症化予防を目的に、
６０歳以上の方と、
１８歳から60歳未満の方で基礎疾患がある方と重症化リスクが高いと医師
が認めた方が対象となります。
３回目の接種から５カ月が経過する方から順次、
接種券を送付いたします。
なお、
基礎疾患がある方は事
前に申請していただく必要があります。
申請の方法等詳細につきましては、
本紙の関連記事をご覧ください。
感染拡大前の日常を一日も
早く取り戻すため、
早めの接種につきましてご協力をお願いいたします。
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令和4年度 予算の概要

行財政運営

予算の 使い道をお伝えします

問財政室☎445・1079

詳しくは、
市ホームページ、
図書館
（分館を含む）
、
情報公開コーナー
（市役所3階）
に
おいて、
「予算の概要」
や
「予算書」
で見ることができます。

新型コロナウイルス感染症対策や子育て世帯への支援などを盛り込んだ令和4年度予算を編成
令和4年度予算は、本年3月11日に鎌ケ谷市議会の議決をいただき成立しました。私にとって
市長として初めて編成する予算となりましたが、ひとりひとりの心に寄り添いつつ、持続可能な行
財政運営を基本に、編成させていただきました。
この方針の下、限られた財源を有効に活用すべく、まずは「緊急に取り組むべき事業」として、
「新型コロナウイルス感染症対策」
「子育て世帯への支援」
「北千葉道路の整備を見通したまちづく
り」に必要な予算措置を行い、合わせて福祉、教育、産業振興、防災対策、都市基盤整備など、様々
な分野で可能な限り予算化いたしました。
事業の詳細は、記事の中でご紹介いたしますが、
「今を大切に 未来に希望を」持てる街づくりを
目指して、全力で鎌ケ谷の街づくりを進めてまいります。

令 和4 年度 予算

「今を大 切に 未 来に希望を」
〜実 現に向けて〜
鎌ケ谷市長 芝田裕美

令 和4 年度予算

会計別の
予算 規 模

総額 579億9,400万円（1.8％増）

区 分

令和4年度予算額

令和3年度予算額

一般会計

362億4,000万円

365億8,000万円

特別会計

217億5,400万円

204億

300万円

6.6%

106億

600万円

101億4,500万円

4.5%

94億9,100万円

87億1,700万円

8.9%

16億5,700万円

15億4,100万円

7.5%

579億9,400万円

569億8,300万円

1.8%

（0.9％減）
一般会計 362億4,000万円

国民健康保険特別会計

（6.6%増）
特別会計の合計 217億5,400万円

介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
合 計

一般会計

対前年度比較増減率
▲0.9%

（福祉・教育・道路整備など、市の基本的な事業の収支を表すもの）
財産収入

分担金および負担金

消防費

（市が保有する未利用地の売却など）
約2.3億円

（利用者や団体が
負担する料金）
約2.9億円

その他

（消防車の更新など）
約15.5億円

市税

（防災・防犯、広報、
戸籍、住民票など）
約25.7億円

（地方譲与税、
各種交付金など）
約10.0億円

繰越金

（前年度から
繰り越したお金）
約4.0億円

（市民の皆さんに
納めていただく税金）
約135.7億円

諸収入

（雑入など他に分類
できない収入）
約9.8億円

歳 入
362.4億円

市債

国・県支出金

地方交付税

繰入金

土木費

（道路、河川、公園などの
整備や維持管理）
約29.0億円

（市が行う事業へ国・
県が支払うお金）
約91.8億円

（銀行などからの借金）
約20.6億円
（貯金していた基金から
取り崩すもの）
約20.7億円

総務費

地方消費税交付金

（消費税のうち地方消費税）
約24.1億円

その他

（議会、産業関係）
約８．5億円

衛生費

歳 出
362.4億円

民生費

（子どもや障がい者の
医療費など福祉関係）
約173.2億円

（各種検診、
ごみ処理関係）
約34.1億円

（地方公共団体（市）の財政力に
応じて、国が市に交付するお金）
約40.5億円

公債費

（市の借金の返済）
約37.9億円

教育費

（小・中学校などの
整備や維持管理）
約38.5億円

緊急に取り組む3つの事業
新型コロナウイルス感染 症対策

新型コロナウイルスワクチン接種の実施

PCR検査の実施

事 業 費：約 4 億 5 ,9 9 8万円

事 業 費：約 716万円
保育所、放課後児童クラブ、障害者支援施設など、介護サー
ビス施設および小・中学校で、新型コロナウイルス感染者が発
生した際に行政検査の対象とならない人などに対し、PCR検
査を行います。

令和3年度に引き続き新型コロナウイルスワクチンの3回目接
種を実施するため、接種体制を構築し、令和4年7月末までにおお
むね完了することを目指して進めます。
なお、
国の方針などに基づく前倒しについては適宜対応を行います。

【その 他 の主な事 業】 ●在宅高齢者・在宅障がい者への短期入所・在宅介護支援の給付 約495万円

子育て世帯への支援

●成人式のインターネット配信 約104万円

多子世帯への保育料減免

高校 生等医療 費の助成

多子世帯への学校給食費の減免

事 業 費：約3 ,7 9 0万円

事 業 費：約3 ,0 0 0万円

事 業 費：約1, 3 03万円

子ども医 療 費 助成の対
象とならない高 校 生等 を
対象として、通院・入院費を
助成します。

多子世帯の負担軽減を
図るため、第3子以降の市
内小中学校の学校給食費
の半額を免除します。

多子世帯の負担軽減を図るため、軽減算定につ
いて、所得に関わらず18歳未満の子を対象に変
更し、第2子以降の保育料を減免します。なお、第
2子は半額、第3子以降は全額免除となります。

北千葉道路の整備を見通したまちづくり

都 市 計 画マスタープランの 策 定
事 業 費：約391万円

平成14年度に策定した「都市計画マスタープラン」について、
新たなプランを策定します。
令和4年度中に策定を完了する予定
であり、
目標年次はおおむね20年後の令和25年の予定です。

【その 他 の主な事 業】
●都市計画道路3・4・5号船橋我孫子バイパス線整備の推進 約1,292万円
●北千葉道路の早期全線開通の実現に向けた要望活動などの実施 約171万円

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
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まちづくりの5つの政策
柱1 子育てがしやすいまちづくり

通学路における安全対策の強化

小中学校トイレ洋式化の推進

令和3年6月に八街市で起きた交通事故を受け、以下の3事業につ
いて総額で約1億1,477万円を計上し、児童生徒の安全確保を重点
的に行います。
●通学路整備事業 約7,949万円
●歩道等整備事業 約1,778万円 ●通学路安全対策事業 約1,750万円
※通学路安全対策事業は、国の令和3年度補正予算を活用して令和3年度3月補正予算にも
約941万円を計上し、安全対策の取り組みを強化しています

引き続き市内全小・中学校のトイレ洋式化のための改修工事を行います。
令和4年度は、
第三中学校、
第四中学校および第五中学校の工事を予定しており、
これにより全小・中学校の洋式化が完了します。

事業費：約1億3,000万円 ※

事 業 費：約1億1, 47 7万円

（仮称）
東部地区児童センターの整備に向けた工事への着手

※令和4年度予算では、第三中学校の工事費用（約1億3,000万円）のみを計上していまし
たが、国の令和3年度補正予算を活用して令和3年度3月補正予算に約6億3,800万円
を計上し、三つの中学校の整備を前倒ししています
ほてん

学校給食用賄材料費の公費補填の実施
事業費：約1,628万円

事業費：約1億4,530万円

近年、消費税の引き上げや食材費の値上げの影響を受けている状況の中、保
護者の負担に配慮し、学校給食費は据え置きつつ、安定的に魅力ある学校給食
を提供するため、1食当たり10円を公費で補填します。

市内6コミュニティエリアで未整備となっている東部地区に児童セ
ンターを整備します。令和4年度は整備工事に着手し、令和5年度中
の完成および開館を目指します。

保 育 所 および 放 課 後 児 童 クラブの 待 機 児 童 ゼ ロ 継 続 に 向 け た 取り組 み
◆東部小学校放課後児童クラブの2クラブ体制化に向けた
実施設計

◆令和4年4月新規開園の認定こども園の運営
事業費：約1億3,065万円

事業費：約270万円

本市初の認定こども園（1園）が令和4年4月に開園したことに伴
い、当該園に対し、運営費の給付を行います。
なお、別途経営者に対して、当該園の円滑な運営を図ることを目的
として補助金の交付も予定しています。

柱

2

東部小学校放課後児童クラブについて、2クラブ体制
による運営を行うとともに、施設環境の改善を図るため、
既存のクラブ室の改修を行います。

お年寄りや障がいを持っている人が安心して暮らせるまちづくり
令和6年度末までに整備予定の特別養護老人ホーム
（1施設（100床））整備 予定事業者の選考

障がい者（児）に係る計画相談支援推進事業補助金の交付
事 業 費：約 5 0万円

事業費：約5万円

障がい者（児）がケアサービスの提供を受けるために必要なケアプ
ランを策定できる相談支援事業所を新設する場合の開設費用など
について補助を行います。
【その他の主な事業】 ●シルバー人材センター補助金の交付 約1,596万円

柱
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令和6年度末までに市内に特別養護老人ホーム1施設（100床）が整備されるこ
とを目指し、引き続き整備予定事業者の選考を行います。
●敬老事業補助金の交付 約1,300万円

●後期高齢者への生活習慣病重症化予防の啓発 約111万円

災害に強い安全、安心なまちづくり
しゅんせつ

準用河川中沢川の緊急浚渫の実施

串崎新田貯留池整備に係る用地取得の完了及び実施設計

準用河川中沢川について、土砂の堆積により流下能力が低下して
いることから、安全対策のため、堆積土砂の掘削や樹木伐採を実施
します。なお、事業期間は令和3〜6年度を予定しています。

浸水被害の軽減を図るため、串崎新田貯留池整備に向けて用地購入および実
施設計を行います。令和4年度には用地購入が完了する予定です。

事 業 費：約 5 0 0万円

事 業 費：約 8 , 33 4万円

河川等水位監視カメラの設置（2か所）

事 業 費：約1, 5 4 4万円

事 業 費：約 4 4 0万円

準用河川二和川の浸水被害対策の一環として、横下貯留池および
二和貯留池に水位監視カメラを設置します。
【その他の主な事業】 ●主要市道の整備 約2億5,506万円

柱
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中央消防署の感染症対策強化に向けた内装改修等に係る実施設計
中央消防署の感染症防止対策の強化および機能拡充を図るため、トイレ改修
や仮眠室の個室化などの内装改修および資機材備蓄倉庫整備に係る実施設計
を行います。

●準用河川二和川
（馬込沢地区）
のバイパス整備及び用地取得 約8,131万円

にぎわいあふれる発展し続けるまち

北初富駅前広場及びアクセス道路等の整備に向けた用地取得の着手
事 業 費：約 7, 2 63万円

市民の日常生活に身近な商業などのサービス機能の充実を目指す北初
富駅周辺地区において、
駅前広場、
アクセス道路および浸水対策のための
雨水流出抑制施設の整備に必要な用地の購入を行います。

新鎌ケ谷西側の都市計画道路整備に向けた用地取得
事 業 費：約1億 3 ,76 6万円

新鎌ケ谷地区と西部地区を接続し、
新鎌ケ谷地区の発生集中交通を円滑
に処理するとともに、
本市の東西を結ぶアクセスを容易にするため、
市道5
号線
（鎌ケ谷総合病院付近）
から国道464号線
（貝柄山公園入口）
までの都
市計画道路の整備を行います。
なお、
令和4年度は用地購入を行います。

柱
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●避難場所案内標識の更新 約528万円

新京成線連続立体交差事業の推進（関連側道の整備に向けた工事の実施）
事 業 費：約1億1,973万円
県が実施する新京成線の連続立体交差事業
（初富駅、
新鎌
ケ谷駅および北初富駅の高架化：延長3,257m）
に対して地
元負担金を支出します。
令和4年度は、
令和6年度の完了に向
けて、
引き続き関連側道整備に向けた工事などを進めます。
【その他の主な事業】
●初富駅前広場およびアクセス道路の整備に向けた用地取得 約3,741万円
●新鎌ケ谷地区中街区の歩行者専用道路の整備に向けた設計などの実施
約520万円

緑にあふれ、豊かな産業が 育つまち

囃子水公園の改修に向けた測量

次期みどりあふれる都市農業創造プランの策定

囃子水公園において、
市民が散策できるための改修について検
討するため、
現況測量を行います。

平成24年度に策定した
「みどりあふれる都市農業創造プラン」
の期間が令和4年度末ま
でのため、
新たなプランを策定します。

貝柄山公園池の水質改善に向けた社会実験

次期観光ビジョンの策定に向けたアンケート調査等の実施

貝柄山公園の池の水質改善のため、
水生生物による水質浄化に
ついて社会実験として実施し、
効果検証を行います。

平成25年度に策定した
「観光ビジョン」
の期間が令和5年度末までのため、
新たなビジョ
ンを策定するための学識経験者を含む会議の開催およびアンケート調査を行います。

事 業 費：約 2 8 5万円

事 業 費：約 8 5万円

事 業 費：約3 49万円

事 業 費：約 75万円

4 市政情報・お知らせ

広報

令和 4年度

第1回

支給要件確認書の提出期限を延長しました

市職員採用試験

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

問人事室☎445・1057

試験日

●第一次試験＝7月10日（日） ●第二次試験＝8月下旬
●第三次試験＝10月上旬

※管理栄養士職は第二次試験まで
受験案内 人事室窓口
（市役所3階）および市ホームページで配布
申し込み 5月18日
（水）〜6月1日（水）までに受験案内に記載されている申
し込みフォームで
その他 各職初級・消防職などの採用試験を実施する場合は、
今後の広報か
まがやおよび市ホームページでお知らせします

問住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
担当窓口☎404・8120

試験区分など 下表参照

市ホームページ

試験区分

受験資格

一般行政職
(上級)

昭和62年4月2日〜平成13年4月1日に生まれた人で、学歴不問。ま
たは平成13年4月2日以降に生まれた人で学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した人（令和5年3月までに卒業見込みの人
を含む）。

土木職
(上級)

予定人員
若干名
若干名

昭和62年4月2日〜平成13年4月1日に生まれた人で、次のいずれか
に該当する人。
●学校教育法に基づく学校（高等学校以上）において、建築の専門課程
を修めて卒業した人（令和5年3月までに卒業見込みの人を含む）
●1級建築士または2級建築士の資格を有する人（令和5年春季までに
資格取得見込みの人を含む）

若干名

保育士

昭和62年4月2日〜平成15年4月1日に生まれた人で、保育士の資格
を有する人（令和5年春季までに資格取得見込みの人を含む）。

若干名

保健師

昭和57年4月2日〜平成14年4月1日に生まれた人で、保健師の資格
を有する人（令和5年春季までに資格取得見込みの人を含む）。

若干名

建築職
（上級）

昭和57年4月2日〜平成13年4月1日に生まれた人で、学歴不問。
【要件】
●次に掲げる手帳などのうち、いずれかの交付を受けている人
◆身体障害者手帳
一般行政職
◆都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳
（上級・障が
◆知的障害者更正相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、障
い者）
害者職業センター、精神保健指定医による知的障害があることの
判定書
◆精神障害者保健福祉手帳
●活字印刷文による出題に対応できる人
管理
栄養士職※

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 5 日 号

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の生
活・暮らしの支援のため、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金支給事業を実施しています。
このたび、市が確認書を発出した日から3カ月としていた支給要件
確認書の提出期限を、令和4年9月30日（金）まで延長しました。
支給要件確認書を提出していない人は、忘れないよう期限内に提
出してください。
なお、対象と思われる人には、令和4年2月に支給要件確認書を
送付しましたが、再発行などを希望する場合は 住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付金担当窓口までお問い合わせください。

まなびぃプラザ パソコン講座
問まなびぃプラザ☎446・1111／
ｍsyogaisuisin@city.kamagaya.chiba.jp
内容 Zoom主催者講座

対象 市内在住・在学・在勤で、
簡単な文字入力とマウス操作ができ

る人
日時 6月8日(水)・9日(木)の各13時30分〜16時30分
場所 まなびぃプラザ3階 研修室2
定員 10人
（申込先着順）

若干名

昭和62年4月2日以降に生まれた人で、管理栄養士の資格を有する人。 1人程度

費用 1,000円

講師 まなびぃパソコン普及会

持ち物 USBメモリー

その他 ●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
●まなびぃ100対象
注意 車での来館はご遠慮ください

申し込み 各講座開催日の1週間前の17時までにま
なびぃプラザｍ syogaisuisin@city.kamagaya.
chiba.jp／窓口、または申し込みフォームで

※：管理栄養士職は、令和4年10月1日採用です

令和3年度予算の執行状 況・財産などの状 況
（令和4年3月31日現在）
問財政室☎445・1079

■歳入歳出予算の執行状況

内訳

会計名
一般会計
特別会計
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療
合 計

予算現額
収入済額
支出率
支出済額
収入率
473億1,728万円 398億5,478万円 84.2% 375億4,917万円 79.4%
215億9,351万円 193億1,189万円 89.4% 200億1,675万円 92.7%
109億6,495万円 99億4,805万円 90.7% 107億3,645万円 97.9%
90億7,318万円 78億2,824万円 86.3% 79億8,466万円 88%
15億5,538万円 15億3,560万円 98.7% 12億9,564万円 83.3%
689億1,079万円 591億6,667万円 85.9% 575億6,592万円 83.5%

■地方債の現在高

■財産 ※特別会計を含む

残高
区分
367億9,710万円
一般会計債
68億
60万円
下水道事業債
435億9,770万円
合 計

建物
土地
車両

175,353.37㎡
基金 59億4,293万円
854,997.60㎡ 有価証券 1億8,391万円
114台

申し込みフォーム

寄せられた善意

〜ありがとうございました〜

●鎌ケ谷西高等学校生徒会から防災啓発のために防災セットを
（財政室）
●鎌ケ谷市住宅増改築・修繕相談団体連絡会から福祉のために
20,000円を
●株式会社ベルク鎌ケ谷富岡店お客様一同から福祉のために
32,090円を
●垂水貞幸さんから福祉のために20,000円を
●国際ソロプチミスト船橋から福祉のために50,000円を
●匿名の人から福祉のために100,000円を
（市社会福祉協議会）

■公営企業会計の執行状況
会計名
収益的収入
下水道 収益的支出
事業 資本的収入
資本的支出

予算現額
収入・支出済
執行率
18億4,165万円 19億2,590万円 104.6%
17億7,541万円 16億4,822万円 92.8%
10億7,715万円
7億7,156万円
71.6%
16億9,951万円 14億1,556万円 83.3%

※下水道事業会計の 予算 現額 及び収入・支出済み 額には、減価償却費等
の現金収支の伴わない費用・収益が含まれます
※下水道事業会計の収入・支出済額には、未収金・未払金が含まれます
※令和４年度への繰越事業に係る前払い金は含みません

令 和3年度

ふるさと納税の受け付け状 況
全国の皆さんから市に寄せられた「ふるさと納税（寄付）」は、
2,099件（2,968万8,355円）でした。
ご支援ありがとうございました。今後の市政運営に活用します。
問財政室☎445・1079

広報
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令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 5 日 号

6/1（水） 特定健診・後期高齢者健診で
から開始

生活習慣病を予防しよう

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

共通項目

国民健康保険特定健康診査（特定健診）
対象 国民健康保険に加入している40歳〜74歳の人
（7

月末までに加入の届け出をし、加入した人）
費用 自己負担1,000円
（前年度市民税非課税世帯に属
する人は無料）
ワンコイン受診
自己負担額 500円
●前年度市の特定健診を受けている人（人間ドックなど
の結果提供を含む）
●今年度40歳になり初めて特定健診の対象になる人
特定保健指導
健診の結果により、対象者には特定保健指導の案内
を送付します。指導を受けた人には、健康グッズをプレ
ゼントします。

後期高齢者健康診査（後期高齢者健診）
対象 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している

人（65歳以上で一定の障がいのある人を含む）
費用 無料

検査項目 身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査

※基準該当者は貧血、眼底、心電図検査を追加
受診期間 6月1日
（水）〜12月31日（土）
（指定医療機関の休診日を除く）
受診方法 受診券と被保険者証を持参して、
指定医療機関（受診券同封の案内参照）で受診
その他 ●各健診の実施日時などについては、
事前に希望する医療機関にご確認ください
●受診券は5月下旬に対象者に送付します

特定健 診・後 期高齢 者健 診 の代わりに
受検する人間ドック等の費用を一部助成します
対象 特定健診・後期高齢者健診の代わりに人間ドック等を受検する人

※保険料滞納者、すでに上記健診を受診した人、農家健診・消防団健診など市から助成
がある健診を受診した人は対象外
対象となる人間ドック等
特定健診・後期高齢者健診の検査項目に加え、
貧血・心電図・胸部エックス
線検査を含む人間ドック等で、
6月1日
（水）
〜12月31日
（土）
に受検するもの
助成額 自己負担額の2分の1
（上限15，000円）
申し込みフォーム
注意 受検前に保険年金課にご連絡ください
申し込み ●40歳〜74歳の人＝申し込みフォーム／保険年金課☎445・1418
●75歳以上の人＝保険年金課☎445・1207

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
絵本の読み聞かせ

小学生のためのおはなし会

さくらんぼぐみ
対0歳〜2歳程度
時6月8日・22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 5月15日（日）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6月5日（日）11時〜11時30分
定10人（申込先着順）
申 5月15日（日）10時以降に図書館本
館へ電話

「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6月11日（土）15時〜15時30分
定10人（申込先着順）
申 5月15日（日）10時以降に図書
館本館へ電話

市消防団員の異動

問消防本部警防課☎444・3235

消防団は、八つの分団に分かれており、
消防団員はそれぞれの職業に就きなが
ら、火災や災害が発生した時に出動し、消
防署と一体となり市民の生命財産を守る
ために活躍しています（敬称略）。

受講者 追加募集
問身体障がい者福祉センター☎445・1543
身体に障がいのある人向けに、次の講座の新規参加者を追
加募集します。講座を通して仲間と交流してみませんか？
日程 下表参照
対象 18歳以上の市民で、
次の要件を全て満たす人

●身体障害者手帳を交付されていて、排泄など身辺自立して
いる（介助者同伴は可）
●自力で通所もしくは家族などの送迎が可能である
場所 総合福祉保健センター・市役所
定員 ●水墨画・習字②＝3人
（多数抽選）
●その他＝5人（多数抽選）
その他 講座の受講は7月からです
申し込み 障がい福祉課（総合福祉保健センター2階）、身体障が
い者福祉センター（総合福祉保健センター5階）、学習センター
（各公民館）で配布している申込用紙に記入して、6月10日（金）
まで（必着）に身体障がい者福祉センターゆ〒273-0195／窓
口へ持参
※結果は6月中旬以降に書面で通知
講座名
折紙
水墨画
習字①（かな・漢字）
習字②（かな・漢字）
川柳

「新分団長」
（4月1日付け）

「退職団員」
（3月31日付け）

第1分団
第2分団
第3分団
第4分団
第5分団
第6分団
第7分団
第8分団

第1分団
第2分団
第4分団
第4分団
第6分団
第6分団

中䑓博和（再任）
皆川智寛
笠川真治
吉田健人
中野翔太
石井治由己
川上泰弘
虎谷主税

令和4年度身障センター講 座

川上貴広
櫻井松二
松本明宏
井手優太
石井長一
石原寛之

「新入団員」
（4月1日付け）
第4分団 秋田重之
第4分団 岡本昌丈

月1回
月1回
月1回
月1回
月1回

日時
第2（火）13時20分〜14時30分
第1（月）13時20分〜14時30分
第1（木）10時〜11時10分
第1（木）13時50分〜15時
第2（木）13時20分〜14時30分

※開催日が祝日などと重なる場合は、他の週や曜日になります

販売中

市民の歌「きらり鎌ケ谷」CDを販売中
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。
（市役所３階）
販売場所 ●広報広聴室
●きらり鎌ケ谷市民会館
販売価格 1枚500円 問広報広聴室☎445・1088

6 情報ひろば・伝言板
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ゴーヤの種を配布します

イベント

新京成線連続立体交差事業
道路工事のお知らせ

「おもちゃの病院」がやってくる！

既存踏切撤去完了に伴う道路築造
工事のため、車両片側交互通行などを
行います。
工事期間 5月下旬〜9月下旬のうち、
昼
間工事（9時〜17時）、夜間工事（21時
〜5時）各90日間程度
問 県 柏 土 木 事 務 所 ☎ 0 4・716 7・
1218

展示部門
内 華道、盆栽、美術工芸、服飾、書道、
文芸など
時 5月27日（金）〜29日（日）の各10
時〜17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）
所きらり鎌ケ谷市民会館
発表部門
内舞踊、バレエ、詩吟、民謡、三曲、ハー
モニカ、語り部、ギターなど
時5月29日（日）10時〜18時
所きらりホール
定540人（当日先着順）
問市芸術文化協会 清水☎444・4497

お知らせ・相談
5月のマイナンバーカードの日曜交
付窓口について
マイナンバーカードの交付窓口は毎
月第4（日）に開設していますが、5月は
システムメンテナンスのため第5（日）
に開設します。
なお、マイナンバーカードの受け取
りは電話による事前予約が必要です。
問市民課☎445・1177

新鎌ケ谷駅

第35回芸術祭

新鎌通り

「おもちゃの病院」のボランティア
が壊れたおもちゃを無 料（部品代除
く）で修理します。
時6月4日（土）14時〜16時
所北中沢児童センター
持壊れたおもちゃ・付属品・部品（電池
など）
注お預かりして修理します
問同センター☎442・2011

大型商業
施設

工事箇所

駅

ケ谷

新鎌

募集

千葉県調理師試験

対市内在住の人
配布期間 5月16日
（月）から
所環境課窓口（市役所1階）
配布数量 250袋
（1袋当たり種6粒）
※1人1袋、なくなり次第終了
問同課☎445・1227

※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

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）5 月 1 5 日 号

大型商業
施設

鎌ケ谷市役所

法務局における自筆証書遺言書保
管制度
令和2年7月10日から、法務局で自
筆証書遺言書を保管する制度が開始
しました。遺言書を法務局に預けるこ
とで、遺言書の紛失や、置き換えなど
のトラブルを防げます。
また、死亡時の相続人などに遺言書
の存在を知らせる通知制度があり、家
庭裁判所の検認手続きも不要です。
詳しくは、法務省ホームページをご
覧いただくか、法務局へお問い合わせ
ください。
問 千葉 地 方 法 務 局
市 川支 局 ☎ 0 4 7・
339・7701
法務省
ホームページ

伝言板
内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください
掲載のきまり
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

催し
▶夏休みの自由研究・ドングリの育て方
対小学生と保護者時 5月29日（日）10時から所 鎌ケ谷消防署付近の竹林
定5人（多数抽選）
申464ドングリ広場の会 薮内☎080・3618・0404
▶認知症サポーター養成講座（中学生版）
無料ランチ付き
対 市内中学生時 5月21日（土）10時から所 コミュニティハウスここから
いっぽ定6人（申込先着順）申フロンティア未来2025 高田☎080・9396・
0518
▶無料太極拳教室
時5月16日・23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

時10月29日（土）
所幕張メッセ
（国際展示場・国際会議場）
他願書は習志野保健所で配布
申込期間 5月30日
（月）〜6月3日（金）
問習志野保健所☎047・475・5153
無料法律相談
時6月4日
（土）
10時〜15時
（1人30分）
所県弁護士会松戸支部
定15人（申込先着順）
申5月20日（金）10時以降に同支部
☎047・366・6611

スポーツ
みんなのスポーツDay
内 インディアカ、シャッフルボード、ト
ランポリン、卓球、バドミントン、バッ
ゴー、オーバルボールなど
時 5月28日（土）13時30分〜16時
（13時30分から受け付け）
所福太郎アリーナ
持飲み物・室内履き
問文化・スポーツ課☎445・1531
ポールウォーキング
対市内在住・在勤・在学の人
時5月21日（土）10時福太郎アリーナ
正面玄関前集合〜12時（9時30分か
ら受け付け。雨天中止）
定20人（申込先着順）
持ポール（貸し出し可）
・飲み物
服装 動きやすいもの・運動靴
申 5月20日（金）12時までに文化・ス
ポーツ課☎445・1531

新聞を購読していない市民の皆さんへ

鎌ケ谷市社会福祉協議会
一般事務パート職員
業務内容 地域福祉に関する企画や関
連団体との連絡調整など
任用予定日 6月1日
（水）
勤務日時 毎週
（火）〜（土）のうち週3日
で各9時〜16時(うち休憩1時間）
採用人数 1人
勤務場所 中央東地区社会福祉協議会
（東初富公民館内）
報酬等 時給1,040円
申市社会福祉協議会☎444・2231
※面接あり
問同協議会☎444・2231／ｆ446・
4545

福祉作業所友和園嘱託職員
業務内容 福祉作業所での生活指導・作
業指導に関する業務
採用予定日 6月1日
（水）
採用人数 1人
勤務時間 毎週
（月）
〜
（金）
の8時30分〜
17時15分(うち休憩1時間）
報酬等 月 給176,0 0 0 円（ そ の 他 手
当支給）
申市社会福祉協議会☎444・2231
※面接あり

納期限は 5月31日
（火）
〇軽自動車税
（種別割）
全期分
※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

広報かまがやを
無料でお届け

プ!

ストッ

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。
申し込み 広報広聴室☎445・1088
注意 宛先変更や配達不要の場合はご
連絡ください

ＡＴＭ
振り込め詐欺
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。

▶太極拳体験教室
時 5月18日・25日の各（水）13時30分〜15時30分所 くぬぎ山コミュニ
ティセンター定5人（申込先着順）費300円申 太極拳水曜会 吉田☎090・
8174・0783
▶スクエアダンス無料講習会
対 70歳以下の人時 6月1日・8日の各（水）10時〜12時所中央公民館定20
人（当日先着順）問ベルフラワースクエアーズ 松永☎444・7817
▶ゆるふわ ひきしめ ストレッチ体操
（体験会）
時5月20日、6月3日・10日・17日の各（金）10時〜11時所まなびぃプラザ
（6月3日（金）のみ中央公民館）定5人（申込先着順）費800円申パル（骨盤教
室）小川☎090・5588・4862

会員募集
▶プチトマト（3B体操）
対 女性時 毎週（火）10時〜12時所 鎌ケ谷コミュニティセンター定若干名
入2,000円月3,000円申村井☎445・9838
▶和み着付けサークル
対 初心者時 第4（金）10時〜12時所 道野辺コミュニティセンター定 6人
月1,300円申森田☎080・1085・3932

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み
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講座・講演

老後を心豊かに過ごす為に！

初級書道教室
手紙やのし紙の表書きなどの実用
文が書けるようになることを目標に学
びませんか？
時 6月6日・20日、7月4日・25日の各
（月）10時〜12時（全4回）
所社会福祉センター
定20人
（申込先着順） 費1,000円
師洗心書会審査会員の山口永雲さん
持筆（中・細）、墨、硯、文鎮、下敷き
他まなびぃ100対象
申5月30日（ 月 ）までに同 センター
☎444・0121
陶芸教室（初級講座）
対市内在住で60歳以上の人
時 6月9日・16日・30日、7月14日の
各（木）13時30分〜16時（全4回）
所社会福祉センター
定15人
（多数抽選） 費1,000円
師市陶芸クラブ会員の西村光和さん
持タオル・手拭い・筆記用具・メモ帳
他まなびぃ100対象
申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号を記入して、
5月27日（金）まで（必着）に同センター
「陶芸教室係」宛てゆ〒273-0121初
富802-116
問同センター☎444・0121

今年度76歳に
なる皆さんへ

「楽しく充実した老後を過ごすため
に！」ボランティア活動やITの活用に
ついての講座です。
対市内在住・在勤の人
時6月18日（土）10時〜12時
所中央公民館
定60人（申込先着順）
師 NPO法人老いじたくあんしんねっ
と監事の上平慶一さん
持筆記用具
申5月16日（月）10時から中央公民館
☎445・2012／窓口

危険物取扱者保安講習（第１回）

マンション管理セミナー・相談会の
ご案内

時7月8日(金)
●給油取扱所＝9時45分
●一般＝13時40分
所アミュゼ柏
定400人
費4,700円（県収入証紙で支払い）
申 防火安全協会（市消防本部予防課
内）で配布する願書に記入して、5月
23日
（月）
〜27日
（金）
に同協会へ持参
問消防本部予防課☎444・3273

内 ①マンション管理セミナー「管理組
合が向き合うトラブル その対応
と解決策・長期修繕計画の見直し
のポイント」
②個別相談会
時6月4日（土）
①＝13時〜15時20分
②＝15時30分〜16時30分
定①＝15人（申込先着順）
②＝4組（申込先着順）
所中央公民館 学習室4
申 県マンション管 理 士 会 ☎ 0 43・
244・9091／ｆ043・244・9094／
ｍinfo@chiba-mankan.jp

甲種防火管理新規講習会（前期）
防火管理者として必要な資格を取得
します。
時 7月5日（火）
・6日（水）の各9時50
分から（9時20分から受け付け）
所まなびぃプラザ3階
定70人
費8,000円
申5月24日（火）〜31日（火）に（一財）
日本 防火・防 災協 会 ホームページか
ら／ｆ 03・6274・6977
問●同協会☎03・6263・9903
●消防本部予防課☎444・3273

スマホで「広報かまがや」を配信中！
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
マチイロ
●その他＝広報広聴室☎445・1088
ホームページ

こうくう

歯科口腔健康診査を実施します

今年度中に76歳になる被保険者を対象 ※指定医療機関の休診日を除く
に歯科口腔健康診査を実施します。対象者 費用 1回まで無料
受診方法 送付された受診票と、
保険証を持参
には5月中旬以降に受診票を送付します。
内容 口腔診査
（虫歯、歯肉の炎症、かみ合わ して、指定医療機関で受診
せ、物を飲み込む力などの診査）、口腔衛生 ※詳しくは、受診票に同封された案内をご覧
ください
指導（虫歯、歯周疾患の予防法などの指導）
注意 ●受診の前に予約をしてください
対象 次のいずれかに該当する人
●健診後の治療は自己負担となります
●昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日に
●令和3年度に受診できなかった人は、
生まれた後期高齢者医療被保険者
昨年度の受診票で受診できます
●昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日に
生まれた後 期高齢者医療被保険者のう 問い合わせ ●受診票について＝保険年金課
☎445・1207
ち、令和3年度の歯科口腔健康診査を受
●その他＝県後期高齢者医療広
診できなかった人
受診期間 6月1日
域連合☎043・216・5013
（水）〜12月28日（水）

ごみの分別に迷ったら

スマートフォン向け

問クリーン推進課
☎445・1223

ごみ分別アプリが便利！

ごみの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！

主な機 能

インストール方法

ごみ分別辞典
品目名から分別方法を検
索できます。
収集日カレンダー
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。

「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。

Google Play

App Store

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
献血にご協力を
時6月7日
（火）10時〜11時45分・13時〜16時
所市役所1階 市民ホール
持本人確認書類、献血カード（お持ちの場合）
他 事前予約をすると待ち時間を短縮できます。予約につい
ては、献血Web会員サービス「ラブラット」または県赤十字
血液センター☎0120・892・760
問☎445・1390
個別育児相談
内身体計測、
保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談
時5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
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

Welcome Baby Advice（完全予約制）
内●妊娠中〜産後に心掛けたい食事・家族の
食生活の話
●産後の過ごし方と家族のサポートの話
●赤ちゃんのお世話・沐浴体験 など
対初めてお母さんになる人（妊娠5カ月以上を
推奨。第2子以降を妊娠中の人は要相談）
※夫婦での参加可
時5月25日（水）
●9時30分〜11時
●11時〜12時30分
定各6組
所総合福祉保健センター3階
問☎445・1393

ストップ 受動喫煙
5月31日は世界禁煙デーです
厚生労働省では禁煙週間（5月31日〜6
月6日）を定め、普及活動を行っています。
たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む
煙「主流煙」と、火の付いた先から立ち上る
煙「副流煙」があります。フィルターを通ら
ない副流煙には、喫煙者本人が吸う主流
煙より高濃度の有害物質が含まれていま
す。たばこを吸わなくても周囲に喫煙者が
いると副流煙を吸ってしまい、自分の意志
とは関係なく喫煙している状態になってし
まいます。あなたとあなたの大切な人のた
めにたばこの 煙 のない 環 境を目指しま
しょう。
問☎445・1546
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参加

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？

者

国立劇場歌舞伎鑑賞教室 募 集

ファミリー・サポート・センター

問文化・スポーツ課☎445・1528
名場面の上演や出演者による解説で、初心者でも
歌舞伎を楽しむことができます。また、上演中にイヤ
ホンで解説を聞けます。
この機会に日本の伝統芸能「歌舞伎」を楽しんで
みませんか？
内容 解説
「歌舞伎のみかた」
、
歌舞伎
「紅葉狩」
対象 市内在住の人
日時 7月9日
（土）8時市役所出発〜16時30分市役
所帰着（市のバスを利用、現地解散不可）
場所 国立劇場
（東京都）
定員 21人
（多数抽選）
費用 6,450円
（チケット代・イヤホン代・昼食代）
※費用は文化・スポーツ課窓口（市役所5階）で事前支払い
申し込み 往復はがきに
「歌舞伎鑑賞教室希望」と希望人数（2人まで。未記入の場合は1人扱
い）、代表者の住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号（日中連絡を取れる番号）と返信宛先
を記入して、5月20日（金）まで（消印有効）に文化・スポーツ課ゆ〒273-0195
※結果が5月30日（月）までに届かない場合はご連絡ください

募集
保護者に代わって、
通園・通学の送迎や自宅で子ども
を預かるボランティア
「ファミリー・サポート・センター
提供会員」
を募集します。
活動時間に応じて報酬が支給
されます。
次の研修の受講後に、
会員登録が必要です。

研修

日時 6月1日
（水）
9時30分〜15時30分
場所 市役所3階 303会議室
申し込み 5月27日
（金）
までにファミリー・

サポート・センター☎445・1354

問ファミリー・サポート・センター☎445・1354

その他の
イベントも
チェック
問きらりホール☎441・3377

きらりホール
ホームページ

1945年8月15日、終戦。その前夜、日本で何が起こったのか。伝え
たい、知られざる運命の日々。
出演 役所広司、
本木雅弘、松坂桃李 他
日時 8月14日
（日）
●10時から（9時30分開場）
●14時から（13時30分開場）
費用 500円
その他 ●全席指定
●親子席
（要予約）
に限り未就学児入場可
申し込み きらりホール窓口／☎441・3377

自治会の協力の下、市内全域の道
路などに散乱する空き瓶・空き缶など
の清掃活動を行います。
集めたごみは、
市内の建設業協会、
市
管工会、電設協力会、清掃事業協同組
合、
有価物資源組合などが回収します。
日時 5月29日
（日）
8時〜9時
（雨天決行）
注意 ●道路などに散乱するごみの清掃が目的です。
家庭・事業所・空き
地などからのごみは出さないでください
●拾ったごみは、各自治会が指定した場所（赤いカラーコーンが
目印）
に集めてください

平常時の訓練や広報活動に仕事に支障のない範囲で参
加しています。
消防団の前身は、
江戸時代に8代将軍徳川吉宗が設置
した町火消「いろは四八組」だそうです。そういえば、テ
レビの時代劇でも町火消が活躍していましたね。
地域に
おける消防防災のリーダーという役割は江戸時代も今
も変わっていません。
市内の消防団員は現在
（令和4年4
月1日現在）、146人います。このうち女性は12人で、最
年少は19歳、最高齢は74歳。職業は約4割が会社員
など勤め人で、他は自営業や農業ですが、
学生も1人い
ます。
ただ、
市の消防団員の定数は条例で177人と決まって
おり定数に足りていません。
昨年度は8人、
今年度も2人
入団してくれたのですが、
高齢や家庭の事情などで退団
していく人の方が多いため定数割れとなっています。こ
の
「消防団員減少」
は鎌ケ谷市だけでなく全国的な問題

以前、
日中に鎌ケ谷市役所からそう遠くない場所の火
災を目撃しました。
「野焼きの煙かな」と思っていたら、
あっという間に黒煙と炎が吹き上がりました。
翌日の新
聞記事で住宅や小屋が全焼したことを知りました。
人的
被害はなかったようですが、
火災は恐ろしいです。
市内では令和3年中に13件の火災が発生しました。
現
場に駆け付け、消火を行うのが市消防本部の消防職員
と消防団の団員です。
消防職員が常勤なのに対し、
消防
団員は仕事を持ちながらボランティアで活動します。
ボ
ランティアとはいえ、
消防組織法に基づく非常勤特別職
の地方公務員でもあります。消防団は各市町村に置か
れ、
消防団員は火災、
地震、
台風などの災害活動のほか、

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

5 月29 日 日 ごみゼロ運動
問クリーン推進課☎445・1223

きらりシネマvol.24 「日本のいちばん長い日」

二次元コードを読み取ることで接続できます

きれいなまちづくりに参加しませんか？

となっています。背景には、過疎地域では若年層の減
少、都市部では地域への帰属意識の希薄化など社会構
造、
国民意識の変化があると思われます。
消防団員は火
災や災害時に頼りがいのあるなくてはならない存在で
す。
入団希望者が増えてほしいものです。
そういいながら筆者自身、
会社員時代は転勤族だった
こともあり消防団経験はありません。そこで、消防団員
だった故郷の友人に聞いてみました。友人は最初、訓練
は渋々参加し、
火災現場では焦って何もできなかったそ
うです。でも続けるうちに、地域社会に貢献できる活動
にやりがいを感じるようになったと言います。
消防団は原則、18歳以上で市民か市内に通勤・通学
する人なら入団できます。
興味のある方は市消防本部警
防課までお問い合わせください。
（市魅力発信アドバイザー）

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 109,699人
（前月比+23）
男 54,081人 女 55,618人
世帯数
51,219世帯（前月比+158）
〔R4.4.1現在〕

