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ごみを設備が整わない状態で焼却する
と、煙や臭いによって近所に迷惑が掛か
り、ごみの種類によっては有害な物質を
発生させて大気汚染の原因にもなりま
す。ごみの焼却は、風俗習慣上のもの
など一部の例外を除いて禁止されてお
り、違反者には5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金が科せられます。
なお、例外的に認められたごみの焼却
でも、近隣住民から苦情が寄せられた
場合は指導の対象になります。

☎712-6318生活環境保全課

店舗、事務所、飲食店など事業所から排
出される書類、段ボール、生ごみなどの
事業系一般廃棄物は量に関わらず家
庭ごみ集積所や集団資源回収所には
出せません。クリーンセンターに自己
搬入（有料）か、一般廃棄物収集運搬許
可業者に委託（有料）のいずれかの方
法で適正に処理してください。なお、自
宅と事業所が併用の場合、面積や排出
量の要件によっては家庭ごみ集積所に
出せる免除規定がありますので、お問
い合わせください。

☎712-6318生活環境保全課

NPO法人ライフ・サポートの税理士に
よる相続・贈与に関する相談会を行い
ます。

6月15日(月)午前10時～午後5時（相
談は1人20分）

ボランティア・NPO活動センター
申込順12人
6月11日（木）までに☎712-8704ボ

ランティア・NPO課

第1期の納期限は6月30日(火)です。税
証明は6月10日(水)以降に 納税・債
権管理課証明窓口、行徳支所、南行徳
市民センター、大柏出張所、市川駅行政
サービスセンターの他、個人番号カード
(利用者証明用電子証明書が有効なも
の )または住民基本台帳カード (税証
明の多目的サービス利用申請済みのも
の )を利用して一部コンビニのマルチコ
ピー機でも発行できます。詳しくは市
公式Webサイトを確認してください。

課税相談＝☎712-8660市民税課、
納税相談＝☎712-8653納税・債権管理
課、口座振替＝☎712-8652納税・債権
管理課、証明＝☎712-8658納税・債権
管理課

個人市民税における寄附金税額控除の
対象となる NPO法人と認められるに
は、基準を満たしたうえで本市税条例に
規定される必要があります。このことに
ついて、相談及び新規の申し出を受け付
けます。基準及び必要書類については、
市公式Webサイトを確認してください。

6月22日(月) ～7月10日(金)
ボランティア・NPO課（旧八幡市民

談話室）
認証NPO法人
☎712-8704同課へ事前申し込み

社会福祉協議会では、結婚50周年の夫
婦に祝い品を贈呈しています。「敬老の
日」前後に、結婚50周年の祝品を贈呈い
たします。祝品は山武杉製の靴べらと
台座のセットです。ご希望の方はお申

し込みください。
昭和45年9月1日から昭和46年8月

31日までの間に結婚され、夫婦おそろ
いの方

７月２０日(月)までに、❶結婚年月日
❷夫婦の氏名❸住所❹電話番号を☎
320－4001同協議会へ

（地域支えあい課）

8月1日（土）から使用できる子ども医療
費助成受給券は、保護者の令和2年度
課税分の所得（令和元年中の所得）など
をもとに助成内容を決定し発行します。
所得及び住民税額が確認できない場
合、受給券の交付ができません。所得

及び住民税額が確認できない方には、6
月初旬に個別に通知しますので手続き
をしてください。

☎712-8539こども福祉課

「令和2年度児童手当・特例給付現況
届」を5月下旬に送付しました。6月1日
現在、市で児童手当を受給している方
は、6月30日（火）までに現況届を提出し
てください。提出内容を基に6月分以
降の手当を支給します。現況届の提出
がない方は児童手当の振り込みができ
ません。また、提出が遅れると10月支
払分の振り込みが遅くなりますので期
限までに提出してください。

☎712-8539こども福祉課

子育てについて経験豊かな相談員がお
話を伺います。気軽に相談してください。

いちかわインフォメーション
暮らしに役立つ市川市の情報をお届けします。

【申し込み事項記入例】
申し込み先は下記の で確認してください。
※往復はがきの場合は返信用のあて先も記入。
※熱を加えると消える筆記用具は使用しない

でください。
　　　があるものは、市イベントポータルサイト

（右記２次元コード参照）から申し込めます。

①行事・講座名など
　（日時・コースも）
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話・FAX番号
⑥その他必須事項

Ichikawa
Information

お知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

令和3年4月1日（木）採用の職員採用試験を実施します。
詳しくは、市公式Webサイト（下記2次元コード参照）の
受験案内を確認してください。

※情報システムの構築・運用管理などの職務を希望する方は「事務」を受験してください。

採用予定日　令和3年4月1日（木）を予定していますが、欠員の状況により既卒者については3月以前に採用する場合
もあります。
申込方法　6月15日（月）までに市公式Webサイト（右記2次元コード参照）の募集内容、受験案内を確
認の上、Web上の申込フォームで申し込み。郵送での申込み不可。

☎712-8573人事課

受験区分

一
般
行
政
職
／
大
学
卒
業
枠

専
門
職
／
年
齢
・
学
歴
制
限
撤
廃
枠

募集人数

40人程度

6人程度

2人程度

1人程度

1人程度

1人程度

1人程度

事務※

保健師

臨床心理士

土木

建築

電気

機械

以下の（1）または（2）に該当する方
（1）学校教育法に基づく大学（短期大学を
除く）を卒業した方、または令和3年3月まで
に卒業見込みの方

（2）市川市が（1）に掲げる者と同等の資格
があると認める方

採用予定日までに保健師の免許を取得して
いる方（取得見込み含む）

以下の（1）～（3）のいずれかの資格を採用
予定日までに取得している方（取得見込み
含む）

（１）公認心理師
（２）臨床心理士の資格（（公財）日本臨床心
理士資格認定協会が認定する資格）

（３）臨床発達心理士の資格（（一社）臨床発
達心理士認定運営機構が認定する資格）

平成4年4月2日以降に生
まれた、令和3年4月1日
現在で28歳までの方

昭和36年4月2日以降に
生まれた、令和3年4月1
日時点で59歳までの方

学歴または資格 年　齢

子ども医療費助成受給券の更新

市職員募集

幼稚園子育て相談

条例個別指定制度に関する相談
及び新規申し出の受付について

ごみの焼却禁止

市民税・県民税の納税通知書を
6月10日(水)に発送

事業系ごみの適正処理方法

市川市協働事業による相談会

結婚50周年の夫婦に祝品

健康・福祉

「児童手当・特例給付現況届」の
提出

子ども・教育
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6月17日（ 水 ）、7月8日（ 水 ）、7月16日
（木）、いずれも午前9時30分～午後4時

百合台幼稚園（曽谷6-10-1。車での
来園可、申し込み時に伝えてください）

0歳～未就学児童の保護者
相談日の午前9時～午後4時に☎

080-3150-9804幼児教育相談員
☎383-9338指導課

令和2年度使用教科用図書と令和3年
度使用教科用図書見本を展示します。

6月12日（金）～27日（土）（月曜日を
除く）、7月21日（火）～8月30日（日）（8月
10日以外の月曜日と7月31日（金）、8月
11日（火）を除く）、いずれも午前10時～
午後5時

文学ミュージアム資料室
☎383-9338指導課

資格・経験不問の仕事も多数あります。
入会希望者は、次のいずれかの説明会
を受講してください。

❶6月10日（水）・17日（水）・24日（水）、
7月1日（水）いずれも午後2時30分から

同センター（平田1-20-17）

市内在住で60歳以上または年度内
に60歳を迎える健康で働く意欲のある
方

各回前日までに☎326-7000同セン
ター

（地域支えあい課）

「Windows10基本講座（便利な付属ソ
フトを活用しよう、インターネットを活
用しよう）」などのパソコンスキルアップ
講座を開講します。

7月5日・12日・19日、いずれも日曜日
午前10時～正午

男女共同参画センター
市内在住の方、申込順12人
4,500円（全3回、テキスト代含む）
ノートパソコン（OS＝Windows10、

インターネットに無線接続可能なもの）
☎712-8704ボランティア・NPO課
☎080-5432-0508いちかわ ITイン

ストラクターズ

　新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除され

ました。市民のみなさまや事業者のみなさまには、感染拡大防止や本市の

対応にご理解とご協力をいただきありがとうございました。

　本市では、2月末から学校の休校や一部施設の休館などの措置を行って

まいりましたが、学校については、6月1日から段階的に再開しました。休校

中、子どもたちの自宅学習などを支えていただいた保護者のみなさまに感謝

いたします。2カ月遅れとなりますが、子どもたちには新たな出会いを大事に

して新しい学校生活のスタートを切ってほしいと願っています。

　また、休館などの対応をとっていた施設については、３つの密の発生抑制

が比較的容易な施設から感染拡大防止対策を最大限講じながら段階的に

再開しています。今しばらくご不便をおかけしますが、ご理解いただきますよ

うお願いします。

　本市では、新型コロナウイルスの影響で収入が減った市民のみなさまや

事業者のみなさまに対して緊急的な経済対策を行ってまいりましたが、今後

は地域経済の活動再開に向けた対策も行ってまいります。引き続き感染終

息に向けて取り組むとともに、流行の第2波があった場合、今回の経験を活

かし、万全の態勢で市民の安全を守ってまいります。みなさまと一緒に笑顔

で過ごせる日常になるよう引き続き頑張ります。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

新たな日常へ

　現在、水道料金は県で、下水道使用料は市で請求しています
が、市民サービスの向上や業務効率化のため、千葉県企業局に
下水道使用料徴収業務を委託することになりました。令和3
年１月の検針分から、下記のとおり同局による水道料金と下水
道使用料の一括請求を開始します。
納入通知書発送日　検針の翌月の1日※
口座振替日・納入期限　検針の翌月の16日※
※土・日曜日、祝日などにより、前後する場合があります。
各種手続き窓口　引っ越しに伴う使用開始・中止や口座振替
など料金に関する申し込み手続きは、県水お客様センターに
一本化します。ただし、下水道使用料の減免などの一部手続

きは、これまでどおり市下水道経営課への連絡が必要です。
公共下水道を使用されている方（水道と井戸の併用者、井

戸のみの使用者を含む）
使用者名義・支払方法が水道料金と下水道使用料で異なると
きは、水道料金の名義・支払方法に自動で統一されますので、
手続きは原則不要です。また、井戸のみの使用者で下水道使
用料の支払い方法として口座振替を利用している方へは、一括
請求開始後も口座振替を継続するための書類を秋ごろに送付
します。

☎712-6359下水道経営課

令和3年1月検針分から

水道料金と下水道使用料が一括請求に変わります

んな方も『これぞ日本一』と、ひそかに心に決め
た風景をお持ちでしょう。ちなみに私の日本

一の風景は〈江戸川鉄橋を渡る電車からの遠景〉で
した。午後四時ごろの下り列車で市川へ入っていく
ときの眺めにはすばらしいものがあります。」（井上ひさ
し「市川通いの理由」、『月刊いちかわ』、2009年4月

号、28ページ）
　市川市ゆかりの作家・井上ひさし（1934―2010）は20年間居を構えた市川で
作家としての地位を確立させました。小説では『吉

き

里
り

吉
き

里
り

人
じん

』『四千万歩の男』
『東京セブンローズ』、戯曲では『小林一茶』『きらめく星座』など、数多くの作品で
国府台や下総国分寺、江戸川といった市川の地名や街並みが登場します。市川
が登場する作品は枚挙にいとまがありません。
　人気番組『ひょっこりひょうたん島』（ＮＨＫ教育テレビ）の脚本（共作：山

やま

元
もと

護
もり

久
ひさ

）
を担当し放送作家として活躍していた1967（昭和42）年、東京都内から市川の国
分町へ転居しました。川向こうに広がる国府台の樹々の豊かさや黒松の広がる落
ち着いた街並み、手児奈伝説、憧れの作家・永井荷風をはじめとする多くの文人が
暮らした市川の魅力に、井上ひさしは引き込まれていったようです。

　井上ひさしもある時期編集長を務めていた雑誌『面白半分』にはエッセイ「鴻ノ
台だより」が掲載されています。ここでは多忙を極めていた執筆活動中に、自宅周
辺の下総国分寺や真間山、中山法華経寺、江戸川をよく散歩していたこと、市川の
歴史や地理に興味を持って調べて尽くしていた
ことなどが、時には手書きの地図とともに紹介され
ています。
　近年、国分地区は外環道路の開通により井
上ひさしの住んでいたころの景観とは様変わりし
つつあるものの、国分三丁目から下総国分寺へ
と上る水汲み坂や馬頭観音、庚

こう

申
しん

塔
とう

は当時と変
わらずに、井上ひさしが散歩の途中で見たであろ
う風景をそのまま目にすることができます。
　今年は井上ひさしの没後10年にあたります。
この機会に井上ひさしの作品を読んで、彼の描
いた風景に出会うために歩いてみてはいかがで
しょうか。

（文学ミュージアム　山本夏子）

「ど

井上ひさしの散歩道
歴史と
文化の
散歩道

Vol.87

展覧会予告
井上ひさし展
―とにかく書くのが楽しかった―

7月18日（土）～9月6日（日）

シルバー人材センター入会説明会

使用教科書展示会

高齢者

市協働事業によるパソコンスキル
アップ講座（全3回）

講座・講演
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

普段も災害時も利用できる
大洲防災公園
　平成16年4月に開園した大洲防災公園。普段は住
民がリラックスして伸び伸びとした開放感を感じら
れる公園ですが、災害時には、避難場所や支援物資
の輸送拠点となります。
　この公園には、かまどになるベンチや非常用トイ

レ、備蓄物資を保管する防災備蓄倉庫、地下には避難者用の飲料水を確保
するための耐震性貯水槽などを整備しています。
　普段は多目的に利用できる広場や遊具が設置されているピクニック広場、
遊歩道などがあります。

I C H I K A W A  S P O T

大洲1-18　　 ☎712-6367公園緑地課

18

　デング熱は、感染した人の血を吸った
蚊が、他の人の血を吸うことで感染を広
げていきます。
●蚊に刺されないためには
・できるだけ肌を露出しない
・網戸などを活用し、屋内への蚊の侵入
を防ぐ
・家庭用殺虫剤や虫よけスプレーなどを
有効に活用する
●蚊を増やさないためには
・ヒトスジシマカ（幼虫）の発生源となる
水たまりをなくす
発生源の例＝屋外に放置された空き缶・
空き瓶・ペットボトル、植木鉢やプラン
ターの水の受け皿

☎377-4512疾病予防課

　4月20日、ワオキツネザルの
О次郎（オージロウ）とアナの
間に双子の赤ちゃんが生まれ
ました。赤ちゃんの体長は尻
尾を含めると20センチメート
ルぐらいで、性別は分かりませ
ん。
　アナは2度目の出産というこ
ともあってか、落ち着いて育児
を行っています。昨年生まれ
た兄のアトムも育児のお手伝
いをしています。生まれたばか
りの姿をお見せできませんで
したが、まだまだかわいらしい
時期は続くので、動物園の再開
時にはみなさんに見ていただ
きたいです。

☎338-1960動植物園

　市内イベント、小学校や保育園などで、地球温暖化対策や生活排水対策など
の環境にやさしい生活（エコライフ）を普及する活動を市と協働で行います。
委嘱期間　9月1日（火）～令和4年8月31日（水）
活動例　環境紙芝居の読み聞かせ

市内在住・在勤でエコライフを実践している、または興味のある方、15人
報償金　月額2,000円

6月26日（金）までに☎712-6306生活環境整備課。後日、面接日程などの詳
細を通知。

環境紙芝居の読み聞かせの他に、保育園やイベントなどで、マイエコバッグ作りやアクリルたわし作りを子ども
に教えたりしています。

▲ワオキツネザルのアナと新しく動植物園の仲間に加わった双子の赤ちゃん

　外出自粛などで自宅の片付けを行う方が増えたことに伴い、クリーンセン
ターに持ち込まれる大型ごみの量が増加しています。このことからご家庭
で使わなくなった家具などをリサイクルする活動を支援するため、リサイクル
キャンペーンとしてリサイクル品の運搬に公用車（軽トラック・軽ワンボック
スカー）を無料で貸し出しします。

6月6日（土）から当面の間の土・日曜日、祝日 午前9時30分～午後5時

引き取り場所：リサイクルプラザ市川（二俣新町13-1）　 ☎327-4147
営業時間：午前9時30分～午後5時

リサイクルプラザ市川では、家具等で再使用できるものを無償で引き取ります。

☎712-6368管財課

スマートフォンで利用登録

仮本庁舎へ
車両をご返却

市役所仮本庁舎で
車両受け渡し

予約画面で
利用希望日時を入力

ご家庭から
リサイクルプラザ市川へ

まだ使えるごみを減らそう

利用方法

1 3

2

4iOS Android

5

デング熱を
予防しましょう

ワオキツネザルの双子の赤ちゃんが生まれました


	ichikawa_0606_web 8
	ichikawa_0606_web 9
	ichikawa_0606_web 10

