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2　アルパカってこんな動物

　もうすぐ新生活の始まる季節、春がやってきます。動植物園にも今年の春、山
や ま こ し

古志アルパカ牧場から
アルパカが仲間に入ります。好奇心旺盛で愛らしい、新しい仲間をあたたかく見守ってください。

☎338-1960動植物園

３月２１日（日）は千葉県知事選挙の投票日です。
必ず投票しましょう。
お詫び：投票所入場整理券（第8投票区）の案内図に誤りがありました。詳しくは4ページを確認してください。

※千葉県知事選挙に関する
　詳細な情報はこちらから

ようこそ市川市動植物園へ

ラクダ科ビクーニャ属

アルパカ

体長約150～175㎝、
体高約90㎝、
体重60㎏前後です

寒さに強い
モコモコな体毛ですが、
暑さに弱いので
春に毛刈りをします

草食動物で
主に草を食べます

まもなく新しい仲間がやってきます

見るだけでなく触れて楽しめる
動物園を目指します



3頭の子どもがいるお父さん、イーバ
ンくん

トゲトゲの針のような毛で外敵から身
を守る、ブラッドくんとリーフちゃん

ハデハデな羽
毛でメスにア
ピールする、
コンくん

3歳になり、遊びたい盛りのポポ
ちゃん

カチコチの固い甲羅で体を守る、
アンディーくん

イケメンと人気のムギくん

サラサラの長い毛が気持ちいい、
モップくん

ライバル出現でモコモコ人気はどうな
るかな、元祖モコモコあずきちゃん

モルモットキンケイ
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　羊のような毛並みでキリンのような見た目をしているアルパカは、ラクダやリャマの仲間
です。好奇心旺盛で社交的な半面、臆病でもあります。
　アンデス山脈の標高の高い所に住んでいます。夜間はｰ20℃ぐらいまで気温が低下し、日
中は日差しがとても強いためモコモコの毛で体を守っています。

　4月上旬より公開予定です。詳細は決まり次第
市公式Webサイトなどでお知らせします。

アルパカってこんな動物

仲間になる3頭です

こんな仲間も
　　待ってます

レッサーパンダ

ケヅメリクガメ

ヒツジ

施設案内

スマトラオランウータン

スマトラオランウータンアフリカタテガミヤマアラシ

場所＝大町284番1
開園時間＝午前9時30分～
午後4時30分（入園は午後
4時まで）
休園日＝毎週月曜日（祝日
と重なった場合は翌日）、
年末年始（1月3日から開園
します）
入園料＝一般：大人440円、
小人110円（未就学児は無
料）

新型コロナウイルスの感染状
況により開園時間などが変更
になる場合があります。

はじめまして

生年月日 令和元年8月22日

性 別 メス

毛 色 黒・濃茶

生年月日 令和元年9月10日

性 別 メス

毛 色 濃茶・チャコールグレー

生年月日 令和2年7月18日

性 別 メス

毛 色 ベージュ・白
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☎市川市の市外局番は047 00 ♥ 市民活動事業補助金対象…市公式Webサイトのイベントポータルサイトで申し込めます。  　　…エコボポイント対象 　 　…健康マイレージポイント対象 00

「（2021年2月時点）新型コロナウイルス感染症の“いま ”に関する11の知識」（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000749530.pdf）を加工して作成

今後も新型コロナウイルス感染症の影響が続くことから、公衆衛生の向上を図るため、ごみの収集曜日を4月1日（木）から変更します。
変更後の収集曜日を確認のうえ、午前8時までにごみ集積所へ出してください。
各世帯へ配布しているカレンダーが3月25日までに届いていない方は、☎712-6317生活環境整備課に連絡してください。

収集体制に関すること： ☎712-5781循環型社会推進課
ごみの分別・出し方に関すること： ☎712-6317生活環境整備課
収集日・収集作業・集積所に関すること： ☎712-6301清掃事業課

お問い合わせ

　アプリを利用して、ごみの収集曜日や分別方法を簡単
に調べることができます。

地区別収集曜日一覧
地区 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

❶ 燃やすごみ プラスチック製
容器包装類 燃やすごみ 紙類・布類 燃やすごみ

燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝

❷ 燃やすごみ
燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝
燃やすごみ プラスチック製

容器包装類 燃やすごみ 紙類・布類

❸ 燃やすごみ 紙類・布類 燃やすごみ
燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝
燃やすごみ プラスチック製

容器包装類

❹
燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝
燃やすごみ 紙類・布類　 燃やすごみ プラスチック製

容器包装類 燃やすごみ

❺ プラスチック製
容器包装類 燃やすごみ

燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝
燃やすごみ 紙類・布類 燃やすごみ

❻ 紙類・布類 燃やすごみ プラスチック製
容器包装類　 燃やすごみ

燃やさないごみ・
有害ごみ・

ビンカン・剪定枝
燃やすごみ

Androidの方 iPhoneの方

4月1日（木）からごみの収集曜日が変更になります

❶❶
❷❷

❸❸

❹❹

❺❺

❻❻

月・水・金
「燃やすごみ」の日

火・木・土
「燃やすごみ」の日

ごみ分別アプリ

令和3年4月1日（木）以降

地区割については従来どおりです。

JR総武線

引き続き　新型コロナウイルス
感染防止対策を徹底しましょう

新型コロナワクチン
接種のお知らせ

　第3波のピークは過ぎたものの、本市では2月下旬頃から再び新規感染者が増加傾向にあります。ま
た、千葉県内では変異株の感染者が確認されており、依然として警戒が必要な状況です。
　新型コロナウイルス感染症は主に飛沫や接触によって感染するため、3密（密閉・密集・密接）の環境
を回避しましょう。
　また、下記の「5つの場面」でも感染が起きやすいため、注意が必要です。

☎712-8661新型コロナウイルス対策コールセンター

新型コロナワクチン接種券の
発送時期

場面❹ 狭い空間での共同生活場面❸ マスクなしでの会話 場面❺ 居場所の切り替わり

新型コロナワクチンの接種に関する
お問い合わせはコールセンターで
受け付けています

　65歳以上の方への接種券の発送
は、ワクチンの供給状況から4月中旬
を予定しています。詳細が決まりま
したら、市公式Webサイトや広報い
ちかわなどでお知らせします。

電話番号　 ☎0120-923-118
　　　　  3月22日（月）から
　　　　  または
　　　　  ☎ 0570-001-056　
F A X　04-7103-0583
受付時間　午前9時～午後5時
　　　　  （土・日曜日、祝日を含む）

場面❶ 飲酒を伴う懇親会など 場面❷ 大人数や長時間におよぶ飲食

感染リスクが高まる「5つの場面」
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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）で申し込めます。

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

新型コロナウイルスの感染防止のため、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。

お知らせ

執務室が変更になります
清掃事業課の執務室が、3月29日（月）
からクリーンセンターに変更になりま
す。
変更前　住所＝市川南2-9-12、☎ 712-
6301、FAX712-6302
変更後　住所＝田尻1003、電話番号及
びFAX番号は変わりません
☎ 712-6301清掃事業課

令和3年度
固定資産税縦覧帳簿の縦覧
土地や家屋を所有している納税者が、
他の土地や家屋との比較を通じて、自
己の土地や家屋の価格が適正である
ことを確認することができます。納税
通知書は4月1日（木）に発送予定。
4月1日（木）～30日（金）午前8時45

分～午後5時15分（土・日曜日、祝日は
除く）

第12階大会議室前（行徳支所での縦
覧は行いません）
縦覧できる帳簿　土地価格等縦覧帳
簿（所在・地番・区域・地目・地積・価格）、
家屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・価格）
令和3年度固定資産税の納税者
☎712-8667固定資産税課

防犯カメラの運用状況を公表
市の防犯カメラの適正な設置及び利
用に関する条例第10条の規定に基づ
き、防犯カメラの運用状況について公
表します（令和2年12月31日現在）。
（1）防犯カメラ設置利用基準の届け
出の状況（第3条の規定による届け出
の状況）
防犯カメラ設置者 防犯カメラ設置台数

市

952 
(街頭防犯カメラ 290)
 (駐輪場カメラ　 326)
 (施設内カメラ　 336)

市から事務または事
業の委託を受けた者
及び指定管理者

89

自治会など 34
商店会 21

その他規則で
定めるもの 92

計 1，188台

（2）違反者に対する指導、勧告の状況
（第6条の規定による指導または勧告
の状況）＝無
（3）違反事実の公表に伴う質問、報告
の状況（第8条の規定による質問また
は報告の徴収の状況）＝無
（4）苦情の申し出の状況（第9条の第1
項の規定による苦情の申し出の状況）
＝無
☎ 334-1129市民安全課

対象科目　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産
税（償却資産）、軽自動車税（種別割）、介護保険料、市営住宅使用料、
保育園保育料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、霊園管理
料、自転車等駐車場使用料、放課後保育クラブ保育料

☎712-8652納税・債権管理課

　4月1日（木）からPayPayで下記の対象科目を納付でき
るようになります。ただし、納付書1枚につき30万円以
下の払い込みに限ります。領収証書は発行されません。
使い方はPayPay公式サイト（右記2次元コード参照）を
確認してください。

　投票所入場整理券の投票所案内
図に誤りがあり、別の投票所の案内
図を掲載したものを発送いたしまし
た。正しい投票所は富美浜小学校と
なります。案内図を右記のとおり訂
正してお詫び申し上げます。なお、
投票所入場整理券はそのままご使用
いただけます。
☎ 321-6158選挙管理委員会事務局

市税などの支払いがPayPayで
できるようになります

第8投票区の皆様への訂正とお詫び

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員

民事一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
７
１
２
・
８
５
２
９
予
約
・
問
い
合
わ
せ

第1・支（電話相談）
毎週月～金曜日

  8：50～12：00
13：00～17：00
（受付16：30まで）

民事に関する一般的な相談、
市政案内〈市民相談員〉

行政書士 12（月）、19（月）
13：00～17：00
（受付16：30まで）
（電話相談）

相続手続、遺言書、贈与、成年
後見、契約書、官公署提出書
類作成、外国人の在留などに
関する申請など〈行政書士〉

行政
第1  28（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉支  なし

登記
第1  7（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）

不動産登記、会社登記、境界
調査など〈司法書士・土地家
屋調査士〉支  21（水）

不動産取引
第1  5（月）､19（月） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉支  12（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

2（金）、9（金）、16（金）、
23（金）、30（金） 13：00～16：00

（電話相談）

相続・遺言、損害賠償、金銭貸
借、離婚、借地借家、成年後
見などの専門的な法律の知
識を必要とする相談〈弁護士〉
〈認定司法書士〉
※弁護士法律相談（平日）の
予約は毎週金曜日（閉庁日の
場合は前日）8：45から翌週
分を直通電話で受け付けま
す。

弁護士法律
（土曜） 10（土）

司法書士
法律（昼間） 21（水） 13：00～16：40

（電話相談）

司法書士
法律（夜間）

7（水）、14（水）、
21（水）、28（水）

17:00～20:00
（電話相談）

税金
第1  13（火）

13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉支  なし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容  〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週
月～金曜日、毎月第2・4
土曜日 10：00～16：00

（電話相談）

消費生活に関する相談、苦
情処理及び消費者トラブ
ル解決のあっせん
〈消費生活相談員〉消費生活センター

☎320-0666

多重債務
予約制

第1  6（火）、20（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）支  なし

女性のための
法律相談
予約制

男女共同参画センター
毎週水曜日※休館日を除く

13：00～17：00 女性市民を対象とした法
律相談〈女性弁護士〉男女共同参画センター相談室

☎323-1777

建築行政

第1  毎週月・金、第3水曜日 9:00～12:00
13:00～17:00

（受付16：30まで）

建築にかかわる民事的な相
談（中高層建築物を含む）
〈建築行政相談員〉

支  毎週水（第3水除く）

建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

勤労福祉センター
7（水）、21（水）

18：00～20：00
（窓口及び電話相

談）

労働上のトラブルに関す
る相談〈社会保険労務士〉

商工業振興課☎704-4131

住宅リフォーム
予約優先

第1  8（木）、22（木）
13:00～16:00

（受付15：00まで）

増改築、修繕など
〈市川住宅リフォーム相談
協議会相談員〉

街づくり推進課
☎712-6327

後見制度
予約制

社会福祉協議会　
20（火）

9：00～16：00
高齢者・障がい者の成年後
見制度の相談〈社会福祉
士〉社会福祉協議会

☎711-1437

4月の市民相談 第1＝第1庁舎、支＝行徳支所

※4月の人権擁護、交通事故相談は中止となります。

千葉県知事選挙について



●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。
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☎市川市の市外局番は047

内容 場所 日にち 時間
問
合
せ

対象・定員

産後ママのための
ボディケア教室

 （詳細は
市公式Webサイト）

28（金） 9:45～ ②
R2年10～12月生ま
れの子どもとその保
護者各7組（先着順）

歯とお口の
相談

歯科医師会
口腔サポート
センター

（八幡2-9-9）

月～金曜日 9:00～17:30 ③
在宅で療養中の方、身
体にハンディを抱えて
いる方など

妊婦
歯科健康診査

市妊婦歯科健康
診査指定歯科医院 ー ー ① 市に住民登録があり妊

娠の届け出をした方

問診・口腔診査。受診票は母子健康手帳交付時に母子保健相談窓口（ア
イティ）で交付。市外からの転入者や手元にない方は連絡してください。

内容 場所 対象・定員
問
合
せ

保健推進員の
訪問

生後3か月過ぎの赤ちゃんがいるご家庭に保健推
進員が訪問し、4か月あかちゃん講座や母子保健相
談窓口（アイティ）の案内をします。訪問時に物品販
売はしません。

生後3か月の乳
児およびその保
護者

①

②

新生児・
1～2カ月児訪問

母子健康手帳別冊にある出生連絡票を書き、郵送。同票到着後、保
健師・助産師が訪問。同票の郵送がない場合は、生後2カ月以降に訪
問。生後28日までに訪問を希望する場合は、同票の送付と各保健セ
ンターに電話してください。

①

②

保健センターからのお知らせ

＝保健センター、 ＝南行徳保健センター　
①☎377-4511保健センター、②☎359-8785南行徳保健センター、③☎

332-0187歯科医師会口腔サポートセンター

健康相談（電話・面接）は各保健センターへ5月

ドッグラン会員登録のお知らせ
令和3年度の会員登録を受け付けて
います。なお、会員登録は年度切り替
えのため、現在利用している方も引き
続き利用する場合は再登録が必要で
す。
会員登録期間　4月1日（木）～令和4年
3月27日(日)
登録要件　本市に住民登録をしてい
る飼い主及び畜犬登録をしている犬。
狂犬病予防注射及び5種以上の混合
ワクチンを1年以内に接種しているこ
と。ドッグランの自主管理に協力でき
る方など
受付場所　生活環境保全課（市川南
仮設庁舎）、 総務課、大柏出張所で受
付（FAX・電話申請は不可）
申請書類　申請書兼誓約書（様式第1
号）、1年以内の5種以上混合ワクチン
接種証明書（写し）、犬の全体写真（カ
ラー）1枚（大きさはL判程度）
☎ 712-6309同課

マイナンバーカード未取得者へ
の2次元コード付き交付申請書の
再送付　
マイナンバーカードが令和3年3月か
ら健康保険証として利用できるよう
になることなどを踏まえ、まだカード
を持っていない方に、都道府県・市区
町村が共同して運営する組織である
地方公共団体情報システム機構（略称
J-LIS）より、オンライン申請に必要な2
次元コード付きマイナンバーカード交
付申請書が送付されています。
送付対象者　マイナンバーカードを
持っておらず、交付申請を行っていない
方。ただし、下記の方には送付されま
せん。
①令和2年10月31日時点で75歳以上
の方
②令和2年中に出生、転入などにより個

人番号通知書または通知カードが送付
された方
③出入国在留管理局より、マイナンバー
カードの申請について周知をうけた中
長期在留などの外国人の方など
送付期間　令和2年12月下旬～令和3
年3月下旬
☎ 712-8676市民課

市営駐輪場の空き状況
令和3年度（4月～翌3月）の市営駐輪
場の定期使用を随時受付しています。
申請方法や駐輪場の空き状況につい
ては、市公式Webサイトを確認してく
ださい。なお、空き状況は掲載時点の
ものですので、最新情報はお問い合わ
せください。
☎ 712-6342交通計画課

新型コロナワクチンに便乗した
詐欺にご注意を
新型コロナウイルス感染症のワクチン
接種に必要とかたり、金銭や個人情報
をだましとろうとする電話に関する相
談が全国の消費生活センターに寄せ
られています。市区町村などが、ワク
チン接種のために金銭や個人情報を
電話で求めることはありません。困っ
た時は、消費生活センターに連絡して
ください。
なお、新型コロナワクチンに関する情報
は、首相官邸Webサイトや厚生労働省
Webサイトに掲載されています。
☎ 320-0666消費生活センター

手続きの事前予約サービスを
ご利用ください

国際交流ラウンジが開設されます
　4月1日（木）から国際交流ラウ
ンジが開設されます。外国人の
ための生活情報を提供するほか
住民同士の交流の場として、利用
してください。

ラウンジ開設日　月～金曜日、午前9時
～午後5時（祝日・年末年始を除く）
休所日　祝日・年末年始
ラウンジ電話番号　☎ 332-0100
八幡2-4-8（旧八幡市民談話室3階）
☎ 712-8590国際政策課

　いちかわ観光・物産案内所が移転し、4月1日（木）からいちかわ観光
物産インフォメーションとしてリニューアルオープンします。ぜひ足を
運んでください。

移転に伴う休所期間　3月22日（月）～31日（水）
移転場所　八幡2-4-8（旧八幡市民談話室1階）
開館時間　午前10時～午後4時
休館日　毎月第1月曜日・年末年始
移転に伴い、電話番号及び FAX番号が変わります。
新電話番号＝☎ 335-1711
新FAX番号＝FAX335-1713
☎  711-1142観光事業推進課

いちかわ観光物産インフォ
メーションがオープン

　毎年2月後半～4月前半は住所などの異動届が多くなる時期です。特
に月曜日や休み明け、週末は第1庁舎が大変混雑します。時間に余裕を
持って手続きをお願いします。

来庁しなくてもできる手続き

◯ 郵送での住民票や戸籍証明書の取得
◯ マイナンバーカードを利用してコンビニマルチコピー機での住民票
などの取得

第1庁舎以外の窓口について

大柏出張所、市川駅行政サービスセンター、行徳支所市民課、南行徳市民セ
ンターの各窓口。詳しくは市公式Webサイトを確認してください。
☎047-712-8649市民課

庁 舎 の 混 雑 緩 和 にご 協 力を

　第1庁舎の窓口では、来庁者の待ち時間の短縮を図るため、事前予約
サービスを行っています。
　窓口では予約されたお客様を優先的に案内します。
　対象の手続きは転出入、戸籍の届け出、妊娠・子育て、介護保険、国民
健康保険、後期高齢者医療、国民年金、障がい者支援などです。
インターネット予約　右記2次元コード参照、または
https://madoyoyaku.city.ichikawa.lg.jp
電話予約　☎047-707-2752
（受付時間　平日午前8時40分～午後5時25分）
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日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子どもにおすすめ第2庁舎第1庁舎

6

新型コロナウイルスの感染防止のため、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。

 月・日 曜日     清掃地域

03.21 日 鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島尻、
広尾１、日之出、南行徳１・２

03.22 月 八幡６、東菅野４の一部(古八幡、冨
貴島）、富浜（全）、宮久保(全）

03.25 木 新田１・５
03.28 日 東菅野４・５（美里苑）、福栄(全)、高石

神、宮久保１（大境）、河原、下新宿、本
塩、欠真間(全）、本行徳、妙典(全）、塩
焼、関ケ島、伊勢宿、末広(全）、相之川
(全）

03.29 月 本北方１

03.30 火 曽谷６・７(第５)、下貝塚(全)
04.01 木 市川４(根本）、北方２、本北方１の一

部（北方中央）、本北方３、北方３、若
宮２

04.02 金 若宮３(上町）
04.03 土 本北方２
04.04 日 押切、湊、湊新田(全)、新浜１、南行徳

３・４、大洲(全）、大和田１・３・５、田尻４・
５の一部、原木４、国分２・３（根古屋）、
若宮１、北方町４（東南・富士見台）、曽
谷１、奉免町（ひめみや）、柏井町１（第
１、東昌台）、柏井町３（第３団地）

04.05 月 香取(全）、行徳駅前３・４、国府台(全）
04.07 水 八幡１、南八幡１(八幡上・下）
04.08 木 稲荷木(全）
04.10 土 高谷、二俣(全)
04.11 日 中国分(全）、国分１、大和田２・４、東

大和田(全）、大町、大野町（全）、稲越
町、北方町４(千足）、曽谷５・８（第６）

04.12 月 真間４・５
04.13 火 北国分(全）、中山３・４
04.14 水 中山１・２
04.15 木 須和田(全）、北方１、若宮３（下町）、市

川南１～４、市川２

04.16 金 南八幡１（しらさぎ）
04.18 日 新田２～４、曽谷１～４（第１から第

４）、鬼越(全）、鬼高（全）、新井（全）、島
尻、広尾１、日之出、南行徳１・２

04.19 月 平田（全）
04.22 木 八幡６、東菅野４の一部(古八幡、冨

貴島）
04.25 日 新田１・５、高石神、宮久保１（大境）、

河原、下新宿、本塩、欠真間(全）、本行
徳、妙典(全）、塩焼、関ケ島、伊勢宿、
末広(全）、相之川(全）

●自治（町）会・個人の自主的な清掃活動です。ご協力ください。●協力していただいた際に揚げられた泥土は市で回収します。●泥土の回収は、清掃日直後の月曜日か火曜日
（清掃日が月・火曜日の場合は、その週）に伺います。●なお、一般ごみ・一般廃棄物などは回収しません。●不定期（臨時）に側溝清掃する場合は連絡してください。  （道路安全課）排水側溝清掃

国民年金の手続きを忘れずに
国民年金は、日本国内に住所がある
20歳以上60歳未満の全ての方が加入
する制度です。納付書は日本年金機
構より送付され、金融機関・コンビニ
エンスストアなどで納めることができ
ます。
次のような場合、届け出が必要です。
①会社を退職したとき②収入増加や
離婚、配偶者の退職などにより被扶養
配偶者でなくなったとき
届出先　市役所、市川年金事務所（い
ずれも予約優先）
令和3年度の国民年金保険料　月額
16,610円
☎ 712-8538国民年金課

4月・5月の無料耐震相談会
木造戸建て住宅の耐震診断、補強方
法について、専門の建築士が相談に応
じます。相談は1人1時間程度（予約
制）。

4月16日（金）＝市川公民館、5月7
日（金）＝行徳公民館、5月22日（土）＝市
川駅南公民館、いずれも午前10時～正
午、午後2時～4時
各日申込順4人
自宅の図面
相談会開催日の4日前までに☎ 712-

6337建築指導課

健康・福祉

大人の風しん抗体検査・予防接種
令和元年度から抗体保有率が他の世
代と比べて低い以下の生年月日の男
性を対象に風しん抗体検査とワクチ
ン接種のクーポン券を発送しています
が、クーポン券の有効期限が延長され
ます。詳しくは、市公式Webサイトを
ご確認ください。

対象者

昭和47年4月
2日から昭和
54年4月1日生
まれ

昭和37年4月
2日から昭和
47年4月1日生
まれ

クーポン券
発送時期

2019年5月
10日発送済

2020年3月
30日発送済

有効期限

2020年3月、2021年3月と表
示されたクーポン券をお持ち
の方は2022年3月までその
クーポン券を使用できます。

その他
抗体検査未受検の方でクー
ポン券がお手元にない方は
下記まで連絡してください。

指定医療機関
☎377-4512疾病予防課

子ども・教育

令和3年度の児童扶養手当の
手当額について
来年度4月分からの児童扶養手当の手

当額は令和２年度と同じ額です。各手
当の額は下表のとおり。

支給区分
手当月額

令和3年4月分から

第1子
手当額

全部支給 43,160円

一部支給 43,150～10,180円

第2子
加算額

全部支給 10,190円

一部支給 10,180～5,100円

第3子以降
加算額

全部支給 6,110円

一部支給 6,100～3,060円

☎ 712-8539こども福祉課

令和3年度の特別児童扶養手当な
どの手当額について
来年度4月分からの特別児童扶養手当
及び障害児福祉手当などの手当額は
令和2年度と同じ額です。各手当の額
は下表のとおり。

手当名称
手当月額

4月分から

特別児童扶養手当（1級） 52,500円

特別児童扶養手当（2級） 34,970円

障害児福祉手当 14,880円

特別障害者手当 27,350円

経過的福祉手当 14,880円

☎ 712-8512・FAX712-8727障がい
者支援課

義務教育に必要な費用を援助
「就学援助制度」
経済的な理由により義務教育に必要な
学用品費などの支払いが困難な保護
者の方に、費用の一部を援助します。
援助内容　①就学奨励費（学級費、
生徒会費などの一部）②学用品・通学
用品費③校外活動費（宿泊を伴わな
いもの）④校外活動費（宿泊を伴うも
の）⑤修学旅行費⑥卒業アルバム代
⑦学校給食費⑧体育実技用具費（中
学校のみ）（生活保護を受けている方
は③・⑤のみ対象）
市内在住でⒶまたはⒷに該当する

保護者の方。Ⓐ生活保護を受けてい
る方Ⓑ生活保護世帯に準ずる程度に
経済的にお困りの方
各学校にある申請書に申し込み事

項を書き、必要な書類を添えて学校に
提出。認定結果は学校から通知
各小・中、義務教育学校または☎ 

704-0256就学支援課

妊婦健診などで利用するタクシー
料金の一部を助成します
令和3年4月1日以降に妊婦健康診査
などを受診する際に利用するタクシー
料金の一部を助成します。1回当たり
の上限は1,500円、最大34回まで利用
できます。申請には領収書が必要にな
ります。
☎ 377-4511健康支援課

チ ーパ ス が
変 わりま す
　現在お持ちのチーパスは、3月31日（水）で使用期限を迎えます。新しい
チーパスは、各市町村の受取窓口を通じて3月から配布しています。市内
の小・中学校、幼稚園、保育所などに通う児童・生徒・園児がいる家庭には、
各学校・施設を通じて3月末までに配付予定です。市内の受取窓口につ
いては、市公式Webサイト（下記2次元コード参照）を確認してください。
　新しいチーパスは、さらなる子育て家庭支援のため、対象年齢を「18
歳未満まで」に引き上げています（使用期限は18歳になって初めて迎え
る3月31日まで）。
　また、4月1日（木）から、新しいWebサイト・アプリ「チー
パス・スマイル」が配信されます（利用にはアプリ内での
登録が必要です）。
☎711-0677こども家庭支援課

4月から

　散歩中の園児たちが事故に遭わないよう
に、市内6エリアに「キッズゾーン」をつくりま
した。エリア内の128カ所にキッズゾーンを
標示し、ドライバーへの注意を促します。ド
ライバーのみなさん、この標示をみたらより
一層の安全運転を心がけましょう。

市内6エリア　北国分駅エリア、市川大
野駅エリア、市川駅北エリア、市川駅南エ
リア、行徳駅エリア、南行徳駅エリア

☎ 711-1798こども施設運営課

「キッズゾーン」ができました

路面標示 電柱幕

安全運転を心がけましょう

▲市内の受取窓口
　はこちらから

▲市内6エリアの詳細
　はこちらから

お知らせのつづき
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☎市川市の市外局番は047

高齢者

家族介護慰労金を給付します
在宅で、介護保険の給付（サービス）を
受けていない要介護4以上の方の介護
をしている家族に対し、慰労金（年間
10万円）を支給します。申請前にお問
い合わせください。
次の要件をすべて満たしている要

介護高齢者などを介護する市民税非
課税世帯に属する家族の方
①要介護4・5の認定を受けて1年以上
経過していること
②支給対象者と同居し、かつ、その居
宅において介護を受けていること
③過去1年間に介護保険のサービス（7
日以内の短期入所は除く）を受けてい
ないこと
④過去1年間に通算90日を超える入
院をしていないこと

⑤市民税非課税世帯に属すること
☎ 712-8540介護福祉課

講座・講演
スマホで「映える」写真を撮ろう
前編3回・後編3回（各3～5分程度）の動
画を市公式YouTubeチャンネルで公
開します。
配信期間中は、講座内容に関する質問を、
動画の説明欄に記載の問い合わせフォー
ムから受け付けます。問い合わせには回
答受信用のメールアドレスが必要です。
配信期間　3月25日（木）～31日（水）
☎ 320-3334文学ミュージアム

スポーツ

妙典公園「greenerパークヨガ」
東京メトロが実施するアウトドア

フィットネスクラブ「greener（グリー
ナー）」が外で心地よく体を動かすパー
クヨガを開催します。天候により中止
の場合は申し込み時に登録したメール
アドレス及び施設Webサイトでお知ら
せします。
①4月25日（日）午前10時30分～11

時15分②5月22日（土）午後1時15分～
2時③6月27日（日）午前10時30分～11
時15分（雨天中止）
妙典公園
18歳以上の方（親権者同伴で小学

生以上参加可）
ヨガマット、動きやすい服装、飲料、

帽子、タオルなど（greener店頭にて一
部用具のレンタル、飲料の購入可）
同施設Webサイト（右

記2次元コード参照）で申
し込み
☎ 318-2013スポーツ

課

市民硬式テニスシングルス大会
　詳しくは市川市テニス協会Webサ
イトを確認してください。
参加資格　市内在住・在勤の方、市内
クラブ・スクール在籍者
種目　男子・女子上級・中級クラス、年齢
別クラス（男子45、55、65）（女子45、55）
5月9日（日）～6月20日（日）毎週日曜

日午前9時から
J：COM北市川スポーツパーク、福

栄スポーツ広場
2，000円
郵便振込用紙に申込事項（4面上段

参照）と種目を書き、4月10（土）までに
参加費を市川市テニス協会（口座
00150-5-537526）へ振り込み
☎ 371-2458同協会（飯塚）

（スポーツ課）

00 ♥ 市民活動事業補助金対象…市公式Webサイトのイベントポータルサイトで申し込めます。  　　…エコボポイント対象 　 　…健康マイレージポイント対象 00

市民スポーツ教室（定期教室）
　土曜日を中心とした種目別・通年のスポーツ教室です。家族や友人と気軽に参
加してください。なお、種目によっては年齢制限がある他、日程などが変更になる
場合がありますので、詳しくは各問い合わせ先に確認してください。

市内在住の方
種目によってはスポーツ保険、用具などの実費負担あり
運動のできる服装、飲料水
☎318-2013スポーツ課

※テニスの申し込みは市川市テニス協会のWebサイトを確認してください。

種　目 対　象 初回の日時 会　　場 問い合わせ先
1 ソフトテニス 小学生以上 5月22日（土）午前9時 J:COM北市川スポーツパーク ☎338-4345藤枝
2 テニス(※） 小学生 4月17日（土）午前9時 J:COM北市川スポーツパーク ☎080-1242-7791飯塚
3 卓球 小中学生、一般 4月17日（土）午前9時 国分小学校 ☎090-8744-4699小泉
4 陸上競技 小学4年生～高校生 5月15日（土）午前9時 スポーツセンター ☎090-8118-8113永田
5 ハンドボール 小学生 4月11日（日）午前9時 昭和学院屋外コート他 ☎090-3696-5490西谷
6 バスケットボール 主に小学生 4月3日(土）午前9時 冨貴島小学校 ☎090-6509-1085梅﨑
7 バスケットボール 小・中学生 4月10日（土）午前9時 大和田小学校 ☎393-1030木村
8 インディアカ 小学生以上 4月17日（土）午前10時 妙典小学校 ☎396-6553清水
9 バドミントン 小学生以上 4月3日(土）午後1時30分 幸小学校 ☎090-6543-4416光明
10 バドミントン 小学生以上 4月10日（土）午後1時30分 信篤小学校 ☎090-4676-3823美濃
11 バドミントン 小学生・中学生・高校生 4月6日（火）午後7時 東国分中学校 ☎090-6493-1023佐野
12 バレーボール 小・中学生 5月15日（土）午前9時 スポーツセンター ☎090-2541-0709田嶋
13 バレーボール 小・中学生 4月10日（土）午前9時 行徳小学校 ☎090-2541-0709田嶋
14 アーチェリー 小学生高学年以上 4月17日（土）午前9時30分 曽谷公民館 ☎090-3800-7674板橋
15 合気道 6歳以上 4月3日（土）午後4時 スポーツセンター ☎090-4711-4114野本
16 フェンシング 小学生以上 4月4日（日）午前10時 市川小学校 ☎371-6779相田
17 弓道 小学4年生以上 4月10日（土）午前10時 曽谷公民館 ☎335-5675福場
18 ラグビーフットボール 3歳～15歳 4月17日（土）午前9時 スポーツセンター他 ☎090-1039-6930大口
19 ソフトボール 小学4年生以上 4月3日（土）午前9時 原木公園ソフトボール場 ☎090-7276-3980井上
20 柔道 小学生以上（柔道着着用者） 4月10日（土）午後5時30分 塩浜体育館 ☎090-3095-9218岩﨑
21 なぎなた 一般 4月11日（日）午前9時30分 市川小学校 ☎080-5517-9512橋本
22 バウンドテニス 親子（幼稚園～中学生）、単独可 6月12日（土）午後1時30分 スポーツセンター他 ☎090-4135-0118関根

たのしもう
………………イベント・公演会………………
●エドロックアート受賞者作品展/3月
26日（金）～28日（日）午前9時30分～午
後4時30分（26日は午後2時から、28日
は午後３時まで）/木内ギャラリー /エド
ロック実行委員会/☎377-3031同委員会
（昼間）
●第55回市川デッサン会作品展/3月26
日（金）～4月4日（日）午前10時～午後5時
（4日は午後4時まで）/芳澤ガーデンギャ

ラリー/市川デッサン会/☎372-1680泉水
（せんすい）

やってみよう
……………仲間募集～趣味・交流……………

その他
●将棋（初心者向けの教室です）/毎週
火曜日午前9時30分～正午/勤労福祉セ
ンター分館/入会金2,000円、月3,000
円/本八幡将棋教室/☎090-6508-3925
内ヶ崎（昼間）

●将棋（初心者向けの教室です）/第１・
３日曜日午前9時30分～正午/勤労福祉
センター分館/入会金2,000円、月1,500
円/本八幡子供将棋教室/☎090-6508-
3925内ヶ崎（昼間）
●朗読　お仲間募集/第2・4水曜日午後1
時30分～3時30分/中央公民館/1回3000
円、テキスト代、コピー代実費/安希の会
いちかわ/☎090-5333-1933野沢（夜間）

本広場への掲載は、各施設にある「市民
の広場掲載依頼書」により、‘記載の決ま
り’に従ってお申し込みください。なお、市
民のみなさんの依頼に基づき掲載してお
り内容についての責任は負いかねます。

☎712-8632、
FAX712‐8764広報広聴課

▲申し込みは
　こちらから



eモニに登録をeモニに登録を
　e-モニター制度（eモニ）は、登録者にメール
で市からアンケート等を配信し、みなさんの声
を広く集めて市政に反映していくものです。
　回答ごとにポイントがたまり、市の施設で利
用できる「エコボ満点カード」と交換できます。 

■登録できる方
国内在住の16歳以上の方で、インターネット及び電子メー
ル（スマートフォン・携帯電話を含む）の使用が可能な方
■登録方法は2通り
◎ 市川市  eモニ で検索
https://www.e-moni.city.ichikawa.
chiba.jp/em/
◎2次元コードを読み取り、
em@e-moni.city.ichikawa.chiba.jp
に空メールを送信。
（事務局から会員登録のため
のメールを送ります）
☎７１２-８６３４ eモニ事務局

（広報広聴課内）
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市では有料広告を掲載しています。なお広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。詳しくは広告主にお問い合わせください。

広告

お出かけ

「ボランティアガイド市川案内人
の会」によるまち歩き
いちかわの桜を巡る　
感染症拡大防止に配慮し、少人数での
まち歩きを実施します。
3月26日、4月2日、いずれも金曜日

午前10時～正午
コース（約4キロメートル）＝JR本八幡
駅北口集合→藪知らず→葛飾八幡宮
→真間川（八幡橋～宮久保橋）→昭和
学院小学校前（解散）
（桜の開花状況によりコースを変更す
る場合があります）
申込順各回10人
☎ 711-1142いちかわ真間川堤桜

まつり実行委員会事務局（観光事業推
進課内）

市川手児奈文学賞入賞作品を
発表します
「市川を詠む」をテーマに短歌・俳句・
川柳・詩を募集した第21回市川手児
奈文学賞。全国から集まった5，000
点以上の作品の中から、入賞作品が
決定しました。市公式Webサイトと
市公式YouTubeチャンネルで、入賞
作品および選者講評を発表します。
☎ 320-3334文学ミュージアム

新型コロナウイルスの感染防止のため、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。

風景画家　東山魁夷の軌跡Ⅱ
ドイツ再訪の旅と白い馬の見える風景

東山魁夷記念館　開館15周年記念通常展

　1969年(昭和44)年、東山魁夷は青春時代を過ごした思い出の地、ドイ
ツに向かいました。還暦を迎えた魁夷にとって、第二の故郷として瑞

みず

々
みず

し
く描きあげることとなったドイツ・オーストリアの旅程はモーツァルトの再
考でもありました。豊かな音楽性を感じさせる人気の連作「白い馬の見
える風景」とともに、若き日の情熱を甦

よみがえ

らせたドイツの情景をたどります。

3月27日（土）～5月23日（日）
東山魁夷記念館
一般520円、65歳以上410円、高校生・大学生260円、中学生以下

無料
☎ 333-2011同館

☎047-712-8632広報広聴課

スマートフォン・タブレット端末用アプリ
スマートフォンに届く

マチイロ
ぜひご利用ください
・広報いちかわ発行日
に通知でお知らせ
・全国約６００自治体
の広報紙も読めます

が

Android用iOS用

インストールは下の2次元コードからどうぞ

旬の野菜でおいしく健康

新じゃがいも……………………………… 大1個（150g）
新玉ねぎ……………………………………… 1/4個（50g）
ピーマン………………………………………… 1個（25g）
ベーコン…………………………………………………20g
サラダ油……………………………………………小さじ1
　　カレー粉……………………………………小さじ1/3
A 　塩 ………………………………………… ひとつまみ
　　こしょう………………………………………… 少量

材　料（2人分） 1人分130kcal、塩分0.5ｇ
じゃがいもは皮つきのままよく洗い、芽を取り除く。
細切りにして水にさらし、水気を切る。
玉ねぎは、薄切りにする。
ピーマンは、縦半分に切り、5ミリ幅に切る。
ベーコンは、5ミリ幅に切る。

フライパンに油を熱し、ベーコンをさっと炒める。
じゃがいも、玉ねぎ、ピーマンを加え、
火が通ったら、Ａで調味する。

1

2

作り方

　春が旬の新じゃがいもと新玉ねぎのシャキシャキ食感をスパイシーなカレー風味に。
塩分を控えることでおいしさが引き立ちます。
　市公式Webサイトでは、毎月19日の食育の日に簡単でおいしい適塩レシピを紹介しています。
　また、すぐできる「塩分を減らすコツ」も掲載していますので、新生活スタートの時期に、食生活
を見直してみませんか。

適塩レシピはこちら

始めよう

新じゃがのカレーソテー

　春が旬の新じゃがいもと新玉ねぎのシャキシャキ食感をスパイシーなカレー風味に。


