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安全で安心な水を将来に渡り
安定して供給するために
〜君津地域水道事業の統合・広域化〜

水は日常生活に直結し、欠かすことのできないライフラインです。しかし、全国
的に節水機器の普及や水需要の減少などにより経営状況が厳しくなるなか、施
設の老朽化による更新や耐震化を行う必要があり、袖ケ浦市を含む君津地域
でも同じ状況にあります。
このため、君津地域の水道事業（袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市）と四
市に水を供給している君津広域水道企業団において、皆さんに災害時でも安全
で安心な水を供給するには、今後どのようにしていくのがいいのかを検討し、君
津地域水道事業統合広域化に関する基本計画（案）を策定しました。
この計画（案）について、市民の皆さんから意見を募集するため、パブリックコ
メント手続きを7月31日（月）まで行っているほか、市民説明会を開催します。
水道局 ☎（62）3804

市水道事業の施設整備状況

市民説明会を開催します

平成12年度から老朽管（古くて耐震性のない
管）の更新を進めており、
平成27年度末では、全
体の約9割が更新されています。
また、浄・配水場の施設の耐震化率は100％
となっていますが、
今後も、残りの老朽管更新に
加え、基幹管路の耐震化とこれまで整備した施
設の更新を行っていかなければなりません。

計画（案）策定にあたり、君津地域水道事業統合・広域化について、
市民の皆さんを
対象に説明会を開催します。申込は不要ですので、都合のよい会場にお越しください。
保育があります
保育の対象は、満2歳〜就学前までのお子さんで、
おやつ代などで一人300円が必要
です。
日程

市水道事業の経営状況

給水人口と水道料金収入の対象となる水量の変化
給水人口（実績）
給水人口（見込み）

（千㎥）
10,000

水道料金収入の対象となる水量（実績）
水道料金収入の対象となる水量（見込み）

60,000
8,000

統合・広域化

（人）
62,000

場所
平川公民館 2階視聴覚室
根形公民館 2階視聴覚室
長浦公民館 2階研修室
中央図書館 2階視聴覚ホール

保育の申込期限
7月19日（水）
7月19日（水）
保育なし
7月24日（月）

水道事業の課題と統合効果
現状

平成22年度以降、現行の水道料金を維持していますが、節水機器の普及や生活ス
タイルの変化などにより、水道の使用量が減少し、料金収入も年々減少しています。こ
れまでも、経費の削減を行うなどの経営努力をしてきましたが、
固定費用
（受水費、減価
償却費、支払利息）が全体の8割を占めているため、厳しい経営状況となっています。
また、
これまでに水道管の更新や、浄・配水場の施設整備のために借り入れした残
高が、
平成27年度末で約72億円あり、
他の水道事業と比較しても多くなっています。
このため、
一般会計から年間1億5千万円の補助を受け、経営を維持していますが、
市民の皆さんに安全で安心な水を将来に渡り安定して供給するために、経営基盤を
しっかりさせていく必要があります。

日時
7月22日（土）午後4時30分〜
7月23日（日）午後4時30分〜
7月27日（木）午後6時30分〜
7月30日（日）午後2時〜

施設（モノ）

管理体制（ヒト）

料金、費用、財源（カネ）

石綿管が多い
管路・設備の老朽化

ベテラン職員の退職
一般部局との人事異動

企業債残高の増加
料金収入の伸び悩み

安定給水の危機

技術継承の危機

経営の危機

・専門技術者の確保
・統合交付金の活用
・管理水準の統一
・出資金の活用

強靱な水道の実現

58,000

・施設の統廃合
・庁舎の集約
・組織のスリム化
・委託の集約・拡充
・統合交付金の活用
・出資金の活用

・施設の統廃合

経営基盤の強化
将来の料金引き上げ幅抑制

高品質なサービス

6,000
56,000

統合の形態

統合広域化すると
現状

4,000
54,000

用水供給事業（取水〜送水）

水道用水供給事業
（君津広域水道企業団）

水道事業

H32年

H37年

H42年

H47年

2,000

袖ケ浦市の状況（平成28年4月1日現在）
給水人口 1日最大配水量 老朽管の割合
59,933人

22,109㎥/日

耐用年数を超えた
水道料金収入
設備の割合

11.2%

袖ケ浦市
水道事業

H27年

富津市
水道事業

H22年

君津市
水道事業

H17年

木更津市
水道事業

H12年

千葉県営
水道事業

52,000

千 葉 県営
水道事業

木更 津 市
給水区域

君津市
給水区域

富津市
給水区域

袖ケ浦市
給水区域

借入残高

32.7% 1,369百万円 7,222百万円

インデックス

（仮称）協働のまちづくり推進条例骨子の
介
提言書を紹介／婚活支援事業補助金
護保険料の決定通知書を発送／年金請求書の
手続き漏れはありませんか／市役所周辺道路
屋外広告物にはルー
の通行方法が変更
ルがあります／交通災害共済に加入しましょう
下水道終末処理場の探検ツアー／根形公民
夏のトショロ月
館の2階和室を無料開放
パートナー＆イ
間／図書館のおはなし会
袖ケ浦市民夏まつり／千葉
ベント・ガイド
ロッテマリーンズ公式戦にご招待／休日当番医

住民票などの
証明書交付窓口開設日
7/23・8/13・8/27

毎月第 2・第 4 日曜日 午前 9 時〜午後 5 時
場所 市役所 1 階
「広報そでがうら」
は古紙配合率70％の再生紙とエコマー
ク認定の大豆系インク
「SOY INK」
を使用しています。

夏休み特別企画

市内施設見学バスツアー「そでがうらの今・昔を学ぼう」を開催します

市では、昨年度より市政
の見える化の取組の一環と
して、市が行っている事業や
市政の状況などへの理解を
深めてもらうため、市内施設
たたき染め体験
見学バスツアーを行っていま
す。
今年度の第1回目は、夏休
み特別企画として、学び・体
験をテーマに、
「袖ケ浦今昔
物語〜そでがうらの今・昔
しいのもりの里山散策
を学ぼう〜」と題して開催し
ます。たたき染めの体験や里山散策、袖ケ浦駅海側地
区の新しい街並み見学などを通じて、袖ケ浦の今・昔を
楽しく学べます。
親子連れでの参加も大歓迎ですので、
ぜひ申し込ん
でください。

日時 8月26日
（土）午前9時30分〜午後3時頃
集合・解散場所 袖ケ浦市役所
コース（予定）
郷土博物館（たたき染め体験）⇒アクアラインなるほ
ど館・旧進藤家住宅⇒バラのカフェ ローズヒップ（昼
食）⇒椎の森工業団地・しいのもりの里山散策⇒袖ケ
浦駅海側地区の街並み見学
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 30名（応募多数の場合は抽選）
参加費 無料
※ただし、昼食代として一人1,600円が必要です。
申込方法 電話または電子メールで、参加希望者の住
所・氏名・年齢・電話番号をお知らせください。
申込期限 8月7日
（月）必着
※抽選結果などの通知は、後日、郵送します。
秘書広報課 ☎（62）2465
Eメール koho@city.sodegaura.chiba.jp

TM

■マイナンバーカードの交付通知書（はがき）が届いた方で、まだカードを受け取っていない方は、至急受取りをお願いします

受取りの際は、事前に電話予約をお願
いします。
市民課 ☎（60）1147

例 骨 子の提 言 書が︑ 月

6

23

提言書の項目構成
（1）前文
（2）総則

① 目的

（3）各主体の役割と
責務

② 定義

① 市民の役割

（4）協働のまちづくり
を推進するしくみ

①
②
③
④

（5）その他

① 推進体制

③ 基本理念

② 区・自治会などの各種団体の役割
③ ＮＰＯ・ボランティア団体の役割
④ 事業者の役割

情報共有
まちづくりの計画への関わり
担い手づくり
拠点づくり

⑤ 行政の責務

⑤ 財政的な支援
⑥ まちづくり協議会の設立と支援
⑦ 協働事業提案制度

︵仮称︶協働のまちづくり推進条例骨子の提言書を紹介

市では︑
地 域コミュニティの

日に市民検討 会議から出口

市では︑
この提言書を踏ま

活 性 化 と︑
市 民 と行 政の協

協働のまちづくり推進条例

え︑ 月議会への条例案提出

9

働 を 推 進 するため︑︵ 仮 称 ︶ 市長へ提出されました︒

の制 定に向けた作 業を進め

に向 けて作 業 を 進めていき

この条例の検討にあたり︑ ます︒

ています︒

→

6

な お ︑提 言 書 は 市 ホーム

空き家等対策審議会
日時 8月4日
（金）
午前10時〜
場所 市役所 7階会議室
議題 空き家バンクについて ほか
傍聴定員 4名
（申込先着順）
申込期限 8月1日
（火）
担当課 都市整備課

市民検討会議の委員の皆さんと出口市長

月に︑
自 治 会な

国民健康保険運営協議会
日時 8月1日
（火）
午後1時15分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 平成28年度国民健康保険特別
会計決算案について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 7月31日
（月）
担当課 保険年金課 ☎
（62）
3031

年

文化財審議会
日時 7月27日
（木）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題
市指定文化財について
（諮問）ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 7月24日
（月）
担当課 生涯学習課 ☎
（62）
3744

☎
（62）
3516 FAX
（63）
9670

平成

↓
介護保険運営協議会
日時 7月25日
（火）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 高齢者福祉計画・第7期介護保
険事業計画策定に係るアンケート集計
結果について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 7月21日
（金）
担当課 介護保険課 ☎
（62）
3158

28

ページに掲載しています︒

審議会などの会議予定

どの各種団体︑
市 民 公 募︑
学

日時 7月26日（水）午後2時30分〜
場所 市役所 2階第一会議室
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 7月24日（月）
その他 人事に関する議件などは、非公開とすることがあります。
担当課 教育総務課 ☎（62）3691

市民活動支援課

教育委員会議（7月定例会）

識 経 験 者で構 成された﹁ 協

市では、市政やまちづくりに関して、市
民の皆さんの意見や提言などを行政に
反映させるため、
「市民と市長のふれあい
トーク」の申込を受け付けています。これ
は、各種団体や市民グループと市長が、
皆さんの希望するテーマに沿って直接意
生活クラブ虹の街の皆さんと
見交換を行うもので、平成28年度は、6団
意見交換を行う出口市長
体174名と意見交換を行いました。
市政をより身近に感じていただく機会として、ぜひご利用ください。
期日 随時（議会期間中などを除く）
時間 午前10時〜午後9時の間で1時間30分程度
場所 申込者と協議して決定します。
対象 市内に在住、在勤、在学の、おおむね5名以上の団体・グループ
申込方法 希望する団体・グループの代表者は、予定日の20日前までに、申込書
に必要事項を記入し、提出してください。申込書は秘書広報課で用意していま
す。また、市ホームページからダウンロードできます。
▶詳細は、お問い合わせください。
秘書広報課 ☎（62）2435

☎︵62︶3102

市民と市長のふれあいトーク
まちづくりなどについて市長と意見交換しませんか

働のまちづくり推進条例市

民 検 討 会 議 ﹂を設 置 すると

ともに︑
市 民の皆さんからの

意 見 をいただきながら作 業

市民検討会議では︑
これま

8

を進めてきました︒

で 回の会議を行い︑
条例に

盛り込むべき項目と考 え方

を検討してきました︒今回︑

あなたの会社の広告を掲載しませんか
市では、市役所の窓口業務や各種手続きのほか、市勢の概要や医療機関など
の情報をまとめた「袖ケ浦市民便利帳2018」を、民間事業者「株式会社サイネック
ス」と共同で製作・発行し、市内全世帯へ配布します。
製作にあたり、袖ケ浦市民便利帳に掲載する広告を募集するため、企業、事業
所、団体の皆さんを訪問しますので、ご協力をお願いします。
配布時期 平成30年1月〜
配布方法 市内全世帯へのポスティング
▶掲載内容について 秘書広報課 ☎（62）2435
▶広告について 株式会社サイネックス ☎043（238）8280

検討結果を取りまとめた条

袖ケ浦市民便利帳2018の製作にあたり広告を募集

２０１７年（平成２９年）7 月１５日

② 委任

婚活支援事業補助金を交付します
〜出会いの機会をサポート〜
市では、平成23年度から婚活イベントを開催しており、昨年度はイベントを2回
行い、11組のカップルが誕生しました。今年度も引き続きイベントを開催していき
ますが、
さらに未来をひらく袖ケ浦創生プラン（まち・ひと・しごと創生総合戦略）
の少子化対策として、結婚を望む方々のために出会いの場を提供する団体や法
人に対し、
「市婚活支援事業補助金」を交付する補助事業制度を新たに創設し
ました。
現在、今年度に事業を行う団体や法人を募集していますので、ぜひ応募してく
ださい。
応募方法 募集要領にある所定の様式に必要事項を記入し、窓口に提出してく
ださい。募集要領は、市民活動支援課で用意しています。また、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
応募期限 12月28日（木）必着
▶受付は予算の範囲内で、先着順となります。
市民活動支援課 ☎（62）3102

Eメール sode25@city.sodegaura.chiba.jp

農業委員会総会
日時 8月7日
（月）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 農地法の規定による許可申請に
ついて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 8月4日
（金）
担当課 農業委員会事務局
☎
（62）
3918
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp
総合開発審議会
日時 8月8日
（火）
午後2時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 次期総合計画策定方針について
ほか
傍聴定員 10名
（申込先着順）
申込期限 8月1日
（火）
担当課 企画課
☎
（62）
2327 FAX
（62）
5916
Eメール sode01@city.sodegaura.chiba.jp
男女共同参画会議
日時 8月9日
（水）
午後1時30分〜
場所 市役所 2階第二会議室
議題 男女共同参画市民意識調査につ
いて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 8月2日
（水）
担当課 市民活動支援課
☎
（62）
3102 FAX
（62）
3877
Eメール sode03@city.sodegaura.chiba.jp

■市立幼稚園の臨時幼稚園教諭を募集

平成30年4月1日採用

市職員を募集

平成30年4月1日採用における2回目の
職員採用試験を行います。
受付期間 7月24日（月）〜8月7日（月）
消印有効
申込書の配布
総務課、平川・長浦行政センターで配
布しています。また、市ホームページから
ダウンロードできます。なお、郵送を希望
する方は、封筒にA4判の書類が入る封筒
（140円分の切手を貼り、宛先を明記した
もの）を同封して、総務課まで送付してく
ださい。

給与 市給与条例の規定に基づき支給
採用予定日 平成30年4月1日
※消防職の救急救命士を希望する資格
取得見込みの方は、平成30年5月1日が
採用予定日となります。
なお、資格・免許などの取得見込みの
方で、
その資格の取得ができなかった
場合は、採用されないことがあります。
第一次試験
日時 9月17日（日）午前10時〜
場所（予定） 市役所
総務課 ☎（62）2106

試験職種

採用予定人員

受験資格

上級

１名程度

昭和62年4月2日〜平成8年4月1日に生まれた方、または平
成8年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く）を卒業した方もしくは平成30年3月までに卒
業見込みの方

初級

１名程度

平成8年4月2日〜平成12年4月1日に生まれた方

保育士

４名程度

昭和62年4月2日以降に生まれ、保育士資格と幼稚園教諭
免許の両方の資格・免許を有する方、または平成30年3月
までに資格・免許を取得見込みの方

保健師

１名程度

昭和 62年4月2日以降に生まれ、保 健師の資格を有する
方、または平成30年3月までに資格取得見込みの方

社会福祉士

２名程度

昭和57年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を有す
る方、または平成30年3月までに資格取得見込みの方

栄養士

１名程度

昭和62年4月2日以降に生まれ、管理栄養士の資格を有す
る方、または平成30年3月までに資格取得見込みの方

初級

６名程度

平成4年4月2日〜平成12年4月1日に生まれた方

救急
救命士

１名程度

平成4年4月2日以降に生まれ、救急救命士の資格を有する
方、または平成30年4月までに資格取得見込みの方

一般
行政職

消防職

勤務形態 月〜金曜日の間で原則5日 ※働いてみたいという方は、
臨時職員の登録が必要です。
学校教育課 ☎
（62）3718
勤務時間などの詳細は、
お問い合わせください。

公共下水道の供用区域を拡大しました

コンビニ
ドラッグ
中川
ストア
駐在所
スーパー

できるようになります︒

平成25年度から千葉県で工事を進めてきました県道長浦上総線・富川橋が完了予定
となり、7月28日
（金）午後2時から通行できるようになります。
当日は、開通式と記念式典（テープカットなど）
を行います。

至千葉

市役所

市では︑袖ケ浦 駅 海 側 特

富川橋が通行できるようになります

至木更津

このため︑区域内の全ての

至 千葉

定 土 地 区 画 整 理 事 業に伴

袖ケ浦駅

至 木更津

場 所で︑下 水 道が使 用でき

主要地方道 袖ケ浦中島木更津線

下水対策課

ならわ北通り

るようになりました︒

信用金庫

☎︵62︶3651

市道奈良輪
一丁目6号線

線

袖ケ浦駅北口線

奈良輪第一雨水幹線

ギフト
ショップ

輪 9号
市道奈良

高須箕和田線

市道奈良輪１号線

袖ケ浦アンダーパス

い︑公 共 下 水 道の整 備 を 進

18

整 理 区 域 内において下 水 道

供用開始済みの区域

めてきましたが︑今回︑区画

月 日から下水道が使用

7

7月から供用開始の区域

市道奈良輪一丁目1号線

袖ケ浦市役所

平成25年より工事を行っ
てきた高須箕和田線JRアン
ダーパスの工事が完了する
こととなり、
「袖ケ浦アンダー
パス」の 名 称 で、7月1 8日
（火）正午から県道として通
行ができるようになります。
高須箕和田線（袖ケ浦ア
ンダーパス）の開通に伴い、
市道奈良輪9号線の道路の
取り付け位置を変更しまし
た。
通行の際は、
ご注意くだ
さい。
土木建設課
☎（62）3625

供用開始区域

凡例

高須箕和田線（袖ケ浦アンダーパス）の開通に伴い
市役所周辺道路の通行方法が変更になりました

が使用できなかった区域で︑

２０１７年（平成２９年）7 月１５日

介護保険料の決定通知書（兼特別徴収開始通知
書）を黄色の封筒で発送しました
今年度の介護保険料が決定しましたので、7月13日付けで、65歳以上の方へ通
知書を発送しました。保険料額や徴収方法をご確認ください。
※徴収方法の欄には、年金天引き（特別徴収）、または納付書払いなど（普通徴
収）の記載があります。
介護保険課 ☎（62）3158

国道409号

年金請求書の手続き漏れはありませんか
堂谷
横田
富川橋

打越

小櫃

県道長

阿部

百目木
公園

川

浦上 総

線

国民年金の追納制度を活用しましょう

▶土木管理課 ☎（62）3558
▶君津土木事務所 ☎（25）5131

解体前の市職員住宅などを活用して消防訓練を行います
消防業務の知識・技術の向上と再確認などを目的に、解体前の市職員住宅な
どで消防訓練を行います。複数の消防車両の通行や、訓練時における粉塵・作業
音などの発生が予想され、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
期間 7月18日（火）〜9月21日（木） ※土・日曜日、祝日を除く
時間 午前9時〜午後5時
場所 市職員・教職員住宅（坂戸市場1653−2）
▶安全確保のため、一般の方の立入りはご遠慮ください。
消防本部 総務課 ☎（63）6169
ふ ん じ ん

使用済小型家電リサイクルを行っています
使用済小型家電リサイクルは、対象
となる家電（13品目）を選別し、適正な
リサイクルを行う認定事業者に引き渡
すことで、金・銀・銅・レアメタルの回収
を図るものです。
使用済小型家電の正しい出し方に
ご協力をお願いします。
使用済小型家電の出し方
一部出せないものもありますが、燃
せないごみ専用の指定袋に入れて、ご
みステーションに出すか、市が設置し
ている専用回収ボックスまたはクリーン
センターへ持ち込んでください。なお、
専用回収ボックスは、市役所1階ロビー
と長浦・平川公民館1階ロビーに設置し
てあり、投入できる大きさは、30㎝×45
㎝×10㎝程度までとなります。
対象となる使用済小型家電
・携帯電話端末・PHS端末・タブレッ
ト型情報通信端末、パソコン
※ごみステーションには出せません。ま
た、
事前にデータを消去してください。
・電話機、ファクシミリ

老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間）が、
「25年」から「10
年」に短縮されることになり、これまでに日本年金機構では、対象となる方に黄色
の封筒（A4サイズ）を送付しています。
制度の開始は、8月1日（最も早い年金の支払いは10月）からとなりますので、まだ
請求手続きをしていない方は、早めにねんきんダイヤルに連絡し、予約のうえ、年
金事務所で手続きを行ってください。
ねんきんダイヤル ☎0570（05）1165

・ラジオ
・デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィル
ムカメラ
・映像用機器（DVDプレイヤー、ビデ
オテープレコーダーなど）
・音響機器（CDプレイヤー、ICレコー
ダー、補聴器など）
・ 補助記憶 装置（ハードディスクな
ど）
※ごみステーションには出せません。ま
た、
事前にデータを消去してください。
・電子書籍端末
・電子辞書、電卓
・理容用機器（ドライヤー、電動歯ブ
ラシなど）
・ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機
など）
・カー用品（カーナビ、カーオーディオ
など）
・これらの付属品（リモコン、ACアダ
プタなど）
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセン
ター内） ☎（63）1881

■蛍光灯の正しいごみの出し方にご協力ください

国民年金保険料の納付について、免除や猶予を受けた期間は、年金を受け取
るための受給資格期間には入りますが、
受け取る年金の額は、全額納付した方より
少なくなります。これを補うために、10年以内に免除や猶予を受けていた期間の保
険料を納める追納制度があり、納めることにより年金額を増やすことができます。
ただし、2年以上経過してしまうと、
一定の加算額が発生しますので、
ご注意くだ
さい。
また、老齢基礎年金を受給している方は追納できません。
免除制度と年金額
受け取る老齢基礎年金額
制度の種類

年金を受け取る
ための資格期間
に入るかどうか

平成21年3月以前の
免除期間

平成21年4月以後の
免除期間

全額免除

年金額に
1/3が反映されます

年金額に
1/2が反映されます

入ります

4分の3免除

年金額に
1/2が反映されます

年金額に
5/8が反映されます

入ります（※）

半額免除

年金額に
2/3が反映されます

年金額に
3/4が反映されます

入ります（※）

4分の1免除

年金額に
5/6が反映されます

年金額に
7/8が反映されます

入ります（※）

学生納付特例

年金額に反映されません

入ります

若年者納付猶予

年金額に反映されません

入ります

※受給資格期間に含めるためには、
免除されない分の保険料の納付が必要です。
木更津年金事務所 ☎（23）7616

イノシシなどの獣害対策用電気柵の安全対策
平成27年に静岡県西伊豆町で、獣害対策用の電気柵による感電死亡事故が発
生しました。
外遊び、
ウォーキング、旅行先などで電気柵を見かけても、不用意に近づいた
り、さわったりしないでください。また、電気柵を設置している方は、電気用品安全
法などの関係法令を確認し、安全確保をお願いします。
詳細は、農林水産省のホームページでご確認ください。
農林振興課 ☎（62）3426
HP http://www.maff.go.jp
蛍光灯は、透明・半透明の袋に入れるか、販売用の箱や新聞などで保護してから出
してください。
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881

区で︑
屋 外 広 告 物の掲 出 を

さらに︑
景観形成推進地

などについて︑設 置 業 者へご

条 例 などに適 合 しているか

者は︑屋 外 広 告 物が法 律や

より良い景観形成のために

また︑新たに屋 外 広 告 物

都市整備課

。

屋外広告物にはルールがあります

常 時︑または一 定 期 間 継

行 う 場 合や︑
禁 止 地 域で道

確認ください︒

屋外広告物とは

続して屋外で公衆に表示さ

行 う 場 合は︑
県 条 例の許 可

を 設 置 する場 合には︑事 前

標や案内図板の掲出などを

申 請 とは別に︑
市景観条例

にご相談ください︒

板・壁 面 広 告・のぼり・はり

に基づく届出が必要です︒

れる 広 告 物のことで︑広 告

紙などがあります︒

屋 外 広 告 物は︑まちを活

館山自動車道
アクアライン
連絡道

☎
︵62︶
3514

市では、自主的に景観まちづくりに取り組んでいる団体
を支援するために、一定の条件を満たす団体を「景観まち
づくり推進団体」として認定しています。
認定後は、推進団体に対して、景観まちづくりに関する
情報を提供するとともに、推進団体の活動内容を本紙や
市ホームページで紹介していきます。
申請方法 様式に必要事項を記入し、提出してください。
様式は、市ホームページからダウンロードできます。
都市整備課 ☎（62）3514

広 告 主や︑屋 外 広 告 物が

景観まちづくり推進団体を募集中

性化させる役割をもつ一方︑

●
市役所

設 置されている土 地の所 有

景観形成
推進地区

無秩序な表示により︑
まちの

屋外広告物
規制図

景 観 を 損 ねた り ︑
交 通の妨

げになったり する場 合 があ

ります︒また︑
不適切な管理

じる場合もあります︒

により︑
落下などの危険が生

これらを防止するため︑
県

屋外広告物条例や市景観計

画で表 示 基 準 を 定めていま

市内に屋外広告物を表示す

す︒

る場合は

一定の要 件に該 当する自

家 用 広 告 物などを 除 き ︑
原

市では、新たな眺望ポイントを発掘するため、
「〜私だ
けが知っている〜袖ケ浦市の眺望ポイント」と題し、市
内の優れた眺望の写真を募集しています。
募集内容 市の特徴、魅力、美しさなどが感じられる市
内の眺望ポイントを、写真と解説文などを用いて紹介
してください。
応募方法 応募用紙に撮影場所や作品の説明などの
必要事項を記入し、写真を添えて、郵送、電子メール、
または持参してください。用紙は市役所、各公民館、
各図書館で配布しています。また、市ホームページか
らダウンロードできます。
応募期限 7月31日（月）必着
都市整備課 ☎（62）3514

則︑
市の許 可
︵ 県 条 例 上の許

〜私だけが知っている〜
袖ケ浦市の眺望ポイントを募集中

可︶
が必要です︒

袖ケ浦市景観まちづくり賞

２０１７年（平成２９年）7 月１５日

明るい選挙啓発のポスターと標語を募集します

交通災害共済に加入しましょう

きれいな政治が行われるためには、明るい選挙が行われなけ
ればなりません。
そこで、
明るい選挙の推進を一層図るために、
千葉県選挙管理
委員会と千葉県明るい選挙推進協議会では、
明るい選挙推進に
役立つポスターと標語を募集します。
募集内容
・ポスターの部
千葉県明るい
明るい選挙の推進を表すもの（一人1点、
自作のもの）。描画材
選挙シンボル
キャラクター
料は自由、画用紙の四ツ切（542㎜×382㎜）、八ツ切（382㎜×271
「せんきょ君」
㎜）
またはそれに準じる大きさのもの。
・標語の部
きれいな選挙の推進、
または棄権防止の呼びかけを表すもの（一人2点以内、
自
作のもの）。字数は20字以内。
応募方法 応募用紙に住所・氏名（ふりがな）
・年齢を記入し、
作品を添えて、窓口
または電子メールで提出してください。用紙は、市ホームページからダウンロード
できます。
応募期限 9月8日
（金）
注意事項
・応募作品は原則として返却しません。
・入賞作品の版権は主催者に帰属し、展覧会・啓発ポスターなどへ利用します。
ま
た、
作成者の市町村名と氏名を公表します。
選挙管理委員会事務局 ☎（62）3913
Eメール sode33@city.sodegaura.chiba.jp

交通災害共済は、利益を目的としない住民相互の共済制度です。
8月は交通災害共済の一斉加入推進月間となりますので、
この機会にご家族そ
ろって加入することをお勧めします。
なお、見舞金などの詳細は、お問い合わせください。
対象 市の住民基本台帳に記載されている方、
またはその方に扶養されている学
生 など
共済期間 9月1日
（金）〜平成30年8月31日
（金）
年会費 700円
申込方法 市民活動支援課、
または平川・長浦行政センターで申し込んでください。
申込期間 8月1日
（火）〜31日
（木）午前9時〜午後5時
※土・日曜日、祝日の場合は、
午前9時から午後4時の間、
平川・長浦行政センターと
市役所守衛室で受け付けます。
注意事項 保育所、幼稚園、小・中学校で5月に集団会員として申し込んだお子さ
んは、
申込できません。
市民活動支援課 ☎（62）3106

市営住宅の入居者を募集します
市営住宅入居者の募集を行います。入居を希望する方は入居者資格を確認し、
申し込んでください。
募集団地 飯富団地（飯富2754）
募集戸数 3戸
募集期間 7月18日
（火）〜31日
（月）
入居者資格 次の条件すべてに該当する方
・原則として同居している、
または同居しようとする親族がいる
・住宅に困窮していることが明らかである
・市内に住民登録または勤務場所を有する
・市税を滞納していない
・連帯保証人がいる
・一般世帯は月収158,000円以下、特別世帯は月収214,000円以下である
※特別世帯とは、60歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯、
子育て世帯などです。
・申込本人または同居しようとする親族が暴力団員でない
※暴力団員とは、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6
号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、
所轄の警察署へ照会する場合があります。
優先入居 母子世帯、高齢者世帯、心身障がい者世帯などには優先入居制度が
あります。ただし、
申込多数の場合は、条例に基づく選考となります。
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、提出してください。用紙は、建築住宅
課、
平川行政センター、
または長浦行政センターで用意しています。
入居可能予定日 9月15日
（金）
建築住宅課 ☎（62）3645

不動産を公売します
市税などの滞納により差し押さえた不動産の公売を行います。
公売とは、
市が差し押さえた財産を入札などにより売却する制度で、定められた
公売保証金を納付すれば、原則、
どなたでも参加できます。
今回の予定地は農地のため、入札を希望する方は、農業委員会の買受適格証
明書が必要となりますので、
事前に手続きを済ませてください。
なお、公売を中止する場合がありますので、入札日前に納税課へご確認くださ
い。
日時 9月26日
（火）午後1時30分〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
公売不動産一覧
区分番号

所在

地目
（登記）

67−1

飯富字向山野3566番1

畑

面積
（㎡）
377

見積価額
（円）
220,000

▶公売について 納税課 ☎（62）2605
▶買受適格証明書について 農業委員会事務局 ☎（62）3918

こんきゅう

お詫びと訂正

緑のカーテンコンテスト開催中

報告書の提出は
9月8日
（金）
まで

つる性植物を使った緑のカーテンは、直射日光を防ぐとともに、葉からの蒸発散
作用により、
ヨシズやスダレより涼しくなります。地球温暖化防止としてはもちろんで
すが、
エアコンの使用量が減り、節電にもつながります。
地球にやさしく、涼しい夏を過ごすために、緑のカーテン作りに挑戦してみません
か？
写真と報告書による書類審査を行い、優秀作品数点に記念品を贈呈します。
対象 緑のカーテン作りに取り組んでいる家庭または事業所
申込方法 緑のカーテンづくりに取り組み、9月8日
（金）
までに報告書を作成し、提
出してください。報告書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。
ま
た、郵送もできますので、
電話、FAX、
または電子メールでお知らせください。
▶写真などの提出物に関する諸権利は、市に帰属します。また、提出物は返
却しません。
環境管理課 ☎（62）3404 FAX（62）7485
Eメール sode17@city.sodegaura.chiba.jp

本紙7月1日号3面の『「袖ケ浦アンダーパス」が開通します』の記事で、図面内の路線名に誤りがありました。正しくは次のとおりです。
土木建設課 ☎（62）3625
お詫びして訂正します。 正 高須箕和田線
誤 高須蓑和田線

２０１７年（平成２９年）7 月１５日

期間限定

根形公民館の2階和室を無料開放します

夏休み期間中の毎週火曜日、根形公民館の2階和室を無料で開放します。
涼しい部屋で、夏休みの宿題や、散歩途中の休憩、
子育て中の気分転換など、
自由に利用してください。
また、和室には幼児の遊べるおもちゃや、赤ちゃんの食事
用としてお湯の入ったポットと電子レンジを用意しています。
期日 7月25日、8月1日・8日・15日・22日 ※すべて火曜日
時間 午前10時〜午後4時
対象 根形小学校と中学校の児童・生徒、
または乳幼児と一緒に来館した市内
在住の方
※根形小学校と中学校の児童・生徒と一緒であれば、他の地区の児童・生徒も利
用できます。
利用方法 窓口で受付簿に氏名などの必要事項を記入してください。
注意事項
・和室で飲食した場合は、
ごみをお持ち帰りください。
・室内のおもちゃなどは、
使用者（保護者）が責任をもって片づけてください。
・公民館の利用規則に違反した場合は、退出をお願いすることがあります。
根形公民館 ☎（62）6161

ガウラ健康マイレージ
対象事業

乳がん集団検診の申込を受け付けています

日程やはがきの記入方法などの詳細は、本紙7月1日号または市ホームページで
ご確認いただくか、お問い合わせください。
対象 市内在住の30歳以上の女性（昭和63年3月31日以前に生まれた方）
検査内容 年齢（平成30年3月31日時点の満年齢）で、検査方法が異なります。
・30〜39歳 超音波検査（エコー）
・40〜49歳 超音波検査（エコー）
またはマンモグラフィ
（Ｘ線検査）のいずれか
を選択
・50歳以上 マンモグラフィ
（Ｘ線検査）
自己負担金 500円（当日集金）
申込方法 市ホームページの申込メール、
はがき、封書、
または窓口で申し込んで
ください。親子や友人などで同じ日程を希望する方は、
申込時にその旨をお知ら
せください（郵送の場合は、希望者全員分を同封してください）。
申込期限 7月18日
（火）必着
〒299−0292（住所不要） 袖ケ浦市役所 健康推進課 ☎（62）3162

労働力調査を行います
労働力調査は、国の経済政策や
雇用対策などの基礎資料を得ること
を目的として行っています。
今回の調査対象は、滝の口地区
の一部世帯です。
回答にご協力をお願いします。
千葉県 統計課 ☎043
（223）
2220

臨海スポーツセンター

工業統計調査へのご協力
ありがとうございました
調査結果は、国の事業や施策な
どの企画・立案・施行のための基礎
資料として幅広く活用され、平成30
年2月から経済産業省より随時公表
されていく予定です。
総務課 ☎（62）1212

夏季短期水泳教室の生徒募集

期間 8月1日
（火）〜4日
（金）午後3時〜4時 ※全4回
教室名 チャレンジクロール、
プール大好き
（水慣れ）
対象 小学生
定員 各10名（申込先着順）
受講料 各2,000円 ※受講料のほかに、
プールの入場料が必要です。
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
臨海スポーツセンター ☎（63）2711

確かな 学力
〜学校の特色ある授業〜

市内の小・中学校の特色ある授業
の様子を紹介します。
学校教育課 ☎（62）3727

＜蔵波小学校＞
物事を深く考え、それを人にわかりやすく伝え
ていく力は、子どもたちにとって今後ますます重
要になります。そこで、蔵波小学校では、子どもた
ちの「思考力、表現力」を高めるため、国語科、
算数科、理科を中心に指導法研修を進めてきま
した。
著者を分析して著書の続きを
授業では、どの教科でもペアとなり、お互いの 書き、文章力を高める授業
考えを伝え合うなど、ペア対話を取り入れ、話合
い活動の充実を図っています。
特に、長年研究してきた国語科では、文章を書くことに力を入れています。単に
文章を書くのではなく、
「だれに」
「どんな目的で」書くのかを意識させ、学習に取り
組んでいます。例えば、6年生では「枕草子」を読み、その続きを自分なりに想像し
て書き、本としてまとめるように指導しています。続きを書くには、
「枕草子」の書き
方や物の見方を分析しなければなりません。完成した本は互いに読み合い、感想
を伝え合ったり、図書館に展示して多くの人に読んでもらったりしています。
こうした取組により、学習や実際の生活に役立つ力を身につけてもらいたいと考
えています。

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

下水道終末処理場の探検ツアーを開催
市では、先日開催した奈良輪雨水ポンプ場の見学会に引き続き、水処理施設見
学会の第2回目として、
下水道終末処理場の探検ツアーを開催します。
参加者には、
下水道の標語入りオリジナルガウラステッカーをプレゼントします。
ぜひ、家族や友人と一緒にお越しください。
日時 7月28日
（金）午前9時30分〜2時間程度を予定
※荒天時は中止となります。なお、
中止の場合は午前8時までに電話で連絡します。
場所 袖ケ浦終末処理場（中袖4番地）
対象 市内在住、
在勤、
在学の小学生以上の方
（小学生は保護者の同伴が必要）
定員 20名程度（申込先着順）
その他 施設内を歩くため、動きやすい服装でお越しください。
また、次回以降に
開催する見学会は、随時本紙などでお知らせする予定です。
申込方法 電話で住所・氏名・電話番号・参加人数をお知らせいただくか、
申込
用紙に必要事項を記入し、FAXまたは電子メールで申し込んでください。用紙
は、
市ホームページからダウンロードできます。
申込期限 7月27日
（木）午後5時
下水対策課 ☎（62）3669 FAX（62）7485
Eメール sode26@city.sodegaura.chiba.jp

袖ケ浦いきいき百歳体操をはじめませんか
健康で自立した生活をするためには、筋力運動
が重要です。
袖ケ浦いきいき百歳体操は、おもりの入ったバン
ドを手首や足首に装着し、歌に合わせて身体を動
かす筋力運動です。おもりの重さは調整できるの
で、
自身の体力にあった運動をすることができ、週
に1回、1時間の運動で、筋力の維持と向上に効果
があります。
すでに、
市内の集会所などの身近な場所で、46団体約800名が体操を継続して
取り組んでいます。現在、継続して取り組んでいるグループからは、
「伺なしで歩ける
ようになった」
「みんなの顔を見ながら運動するのが楽しみ」といった感想がありま
した。
体操の導入当初は、市職員のほかに、ボランティアである「はつらつシニアサ
ポーター」が皆さんの活動をサポートし、3カ月程度を目標として、参加者同士が自
主的に活動できるように結び付けていきます。
体操をやってみたい、または説明を聞きたいという方は、お問い合わせくだ
さい。
地域包括支援センター ☎（62）3225

はつらつシニアサポーター養成講座を開催
〜袖ケ浦市の高齢者を元気にしよう〜
市では多くの方が介護予防の取組を継続できるように、介護予防を支援する
「はつらつシニアサポーター」を養成しています。修了後は、市が普及している「袖
ケ浦いきいき百歳体操」の各地域での取組について、支援をお願いします。
自身の健康づくりとしても有効ですので、
ぜひご参加ください。
日程
期日

時間

内容
講義1「高齢者の身体的・精神的特徴」
講義2「介護予防に効果的な運動と栄養・口腔機能の
理解」
実技1「高齢者レクリエーション技法と実際」
実技2「介護予防のための体操の実際」
実技3「サポーター活動の実際」
こうくう

8月21日
（月）
午後1時30分
〜4時30分
8月22日（火）

場所 市役所 旧館３階大会議室
対象 市内在住または在勤で、全2回の講座に参加でき、講座修了後に地域で袖
ケ浦いきいき百歳体操などの介護予防の活動を支援できる方
定員 20名（申込先着順）
参加費 無料
申込期限 8月18日
（金）
地域包括支援センター ☎（62）3225

救急医療情報キットを配布しています
市では、
一人暮らしの高齢者や障がい者の安全・安心を確保するため、救急医
療情報キットを配布しています。
救急医療情報キットは、かかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先など
の情報を専用の容器に入れ、
自宅の冷蔵庫に保管し、救急時に備えるものです。
申請は随時受け付けていますので、
ご利用ください。
対象 次のいずれかに該当する方
①65歳以上で一人暮らしをしている
②65歳以上のみで居住し、疾病などの理由で救急時の対応に不安を抱えている
③同居者の就労などで、
日中は65歳以上のみとなり、疾病などの理由で救急時の
対応に不安を抱えている
④視覚、聴覚、
言語障がいで、1〜3級の身体障害者手帳を持っている
申請方法 申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、障がい者支援課、地域
包括支援ながうらサブセンター、
または地域包括支援ひらかわサブセンターに提
出してください。
▶対象の①②③の方 高齢者支援課 ☎（62）3219
▶対象の④の方 障がい者支援課 ☎（62）3187

エアコンの室温設定温度は、28度を目安に必要な時だけつけましょう。また、
「スダレ」や「ヨシズ」、
環境管理課 ☎（62）3404
「グリーンカーテン」などで窓からの日差しを和らげましょう。
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夏休み期間中の7月21日
（金）から8月20日
（日）
まで、市内図書館・図書室を会
場に、主に子ども向けのイベントを集めた夏のトショロ月間を開催します。楽しいイ
ベントから夏休みの宿題に役立つ企画まで様々なイベントが目白押しです。
ぜひ、家族でご参加ください。
参加費の記載がないイベントは、原則無料です。
また、
予約が必要なイベントの
申込は、市内在住の方が7月15日
（土）から、市外在住の方が22日
（土）から受け
付けます。
▶中央図書館 ☎（63）4646（月曜日休館）
▶長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046（月曜日休館）

7月21日
（金）
〜8月20日
（日）

夏のトショロ月間
トショロと夏の思い出を作ろう！
↓

中央図書館のイベント
★わくわくドキドキたのしいものづくり
〜まわしてあそぼう〜（要予約）
回して遊ぶおもちゃを作って、
どのようにするとうまく回
るかを試したり、友達と対戦したりしながら遊びます。
日時 8月4日
（金）午後2時〜4時
場所 2階第1会議室
講師 森 眞一 氏（市原市生涯学習サポートバンク）
対象 小学生（保護者も参加できます）
定員 20名（申込先着順）
保育があります
（要予約）
保育の対象は満2歳〜就学前のお子さんで、おやつ代
などで一人300円が必要です。
★書庫探検
〜誕生日の出来事を調べてみよう！〜（要予約）
普段は入れない図書館の書庫を探検し、
書庫の本を
使って自分の誕生日の出来事を調べます。
日時 8月8日
（火）午後2時〜3時
場所 2･3階書庫
集合 2階視聴覚ホール
対象 小学3〜6年生（小学3〜4年生は保護者の同伴
が必要）
定員 20名（申込先着順）
★ちょっぴりこわいおはなし会（予約不要）
ちょっぴりこわい夜のおはなし会を行います。
日時 8月10日
（木）午後6時〜6時40分
図書館
場所 2階第1会議室
イメージ
対象 小学生（保護者の同伴が必要）
キャラクター
「トショロ」
定員 15名（当日先着順）
★昭和中学校図書委員会展示
昭和中学校図書委員会の生徒による児童室の飾りつ
けと、おすすめ図書の展示を行います。
期間 7月21日
（金）〜8月20日
（日）
場所 児童室

長浦おかのうえ図書館のイベント
★井上博士の理科教室
〜液体窒素で遊ぼう〜（要予約）
液体窒素を使って遊びます。
期日 8月3日
（木）
時間 午後1時30分〜2時30分、2時30分〜3時30分
場所 3階大会議室
講師 井上 勝 氏（平川公民館 社会教育推進員）
対象 小学生
定員 各25名（申込先着順）
参加費 100円
★蔵波中学校音楽部定期演奏会
蔵波中学校音楽部の生徒が、
ディズニーやジブリの
→
音楽、
クラッシック作品などの演奏を行います。

イベント名

図書館の
おはなし会

夏休 み 期間中は毎 週お
はなし会があります
ぜひ、
ご来場ください。
定員 各イベント30名程度（当日
先着順）
※途中入場はできません。
参加費 無料
▶中央図書館
☎（63）4646
▶長浦おかのうえ図書館
☎（64）1046
▶平川図書館
☎（75）7392

↓
日時 7月23日
（日）午後1時30分開演（1時開場）
場所 3階視聴覚室
★蔵波中学校美術部展示
蔵波中学校美術部の生徒の作品を展示します。
期間 8月1日
（火）〜15日
（火）
場所 1階市民ギャラリー
★なつやすみとしょかんであそぼう
（予約不要）
おはなし、工作、わらべうたなど、小さな子どもから大
人まで一日楽しめます。また、
今年も袖ヶ浦高校の生徒
が絵本の読み聞かせを行います。
日時 8月1日
（火）午前10時30分〜午後3時
共催 むかしむかしの会
袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会
おはなしと袖ヶ浦高校の生徒による絵本の読み聞か
せを行います。
時間 午前10時30分〜11時
場所 2階電算室
対象 4歳〜小学校低学年（保護者も参加できます）
わらべうたであそぼうとえほんのへや
わらべうた遊びと絵本の読み聞かせを行います。
時間 午前11時〜11時30分
場所 2階電算室
対象 0〜3歳のお子さんと、
その保護者
つくってあそぼう
小さな子どもでもできる簡単な工作を行います。
時間 午後1時30分〜2時
場所 3階大会議室
対象 4歳〜小学2年生
おおがたえほんとおはなし会
おはなしと大型絵本の読み聞かせを行います。
時間 午後2時〜3時
場所 3階大会議室
対象 4歳以上（保護者も参加できます）

平川図書館のイベント
★紙花教室（予約不要）
折り紙とストローでかわいいお花を作る教室を開催しま
す。誰でも簡単に作れますので、
気軽にご参加ください。
日時 7月30日
（日）正午〜午後3時（入退出自由）
場所 おはなしのへや
講師 ボランティア
対象 小学生
（小学1〜3年生は保護者の同伴が必要）
定員 30名（当日先着順）

その他のイベント
★おしえて！きみのすきな本
市内図書館・図書室内の備え付けの用紙に、おすすめ
する本を書いて箱に入れてください。図書館・図書室内
に掲示します。
募集期間 7月21日
（金）〜8月20日
（日）
→
掲示期間 7月21日
（金）〜8月30日
（水）

日時
第2・4土曜日
午後4時〜

おはなし会

対象

内容

第2土曜日
午前10時〜

おはなし（昔話の語
長浦おかのうえ図書館 4歳〜
り）と絵本の読み聞
おはなしのへや
小学6年生
かせ（約25分）
平川図書館
おはなしのへや

第1木曜日
午前11時〜

中央図書館
おはなしのへや

第1・3・5土曜日
午後4時〜

えほんのへや
第2水曜日
午前11時〜
わらべうたで 第3土曜日
あそぼう
午前11時〜

すきすき
絵本タイム

場所
中央図書館
おはなしのへや

奇数月の第3水曜日
午前10時〜正午
8月4日（金）
午前10時〜正午

毎週水曜日
夏休み
午前10時30分〜
おはなし会
（7/25〜8/23） 毎週火曜日
午前10時30分〜

2・3 歳 児 手遊びと絵本の読み
長浦おかのうえ図書館 と保護者 聞かせ（約15分）
おはなしのへや
0歳児から
わらべうた遊びと絵
長浦おかのうえ図書館 の 乳 幼 児
本の読み聞かせ（約
2階電算室
と、その保
20分）
護者
根形公民館 図書室
0歳児から
ふれあい読書コーナー の 乳 幼 児 親子一組に対し、個
別に絵 本の読み聞
と、その保
平岡公民館 図書室
かせ
護者
ふれあい読書コーナー
中央図書館
おはなしのへや

おはなし（昔話の語
4歳〜
り）と絵本の読み聞
小学6年生
長浦おかのうえ図書館
かせ（約25分）
おはなしのへや

対象 0歳児からの乳幼児と、
その保護者
★宿題おたすけコーナー
夏休みの宿題に役立つ工作や、調べ学習、読書感想
文についての本を集め、
「宿題おたすけコーナー」を市内
図書館・図書室内に設置します。
期間 7月21日
（金）〜8月30日
（水）
★図書館へ行こう！スタンプラリー
トショロ月間中、根形・平岡公民館図書室に来館した
方に、1日1回押すことができるトショロスタンプの台紙を
配布します。
スタンプがたまるとプレゼントがもらえます。
期間 7月21日
（金）〜8月20日
（日）
対象 小学6年生までの子ども
★えほんのふくぶくろ
中央図書館と平川図書館では、
テーマ別のおすすめ
絵本を詰めた「えほんのふくぶくろ」を貸し出します。
期間 7月21日
（金）〜8月20日
（日）
対象 0歳〜小学生までの子ども
★夏休み子ども映画会・夕涼み子ども映画会
（予約不要）
夏休みにぴったりの子ども向け映画を上映します。
中央図書館
・「すいかのたね」
日時 8月5日
（土）午前11時〜11時30分
場所 2階視聴覚ホール
長浦おかのうえ図書館
・「ぼくは王さま〜しゃぼんだまとにちようび〜」
日時 7月30日
（日）午後4時〜4時55分
場所 3階視聴覚室
・「楽しいムーミン一家〜ムーミン谷の彗星〜」
日時 8月5日
（土）午後5時〜6時5分
場所 3階視聴覚室
平川図書館
・「がんばれ！盲導犬サーブ」
日時 7月21日
（金）午後4時〜4時30分
場所 おはなしのへや
・「きな子〜見習い警察犬の物語〜」
日時 8月4日
（金）午前10時〜11時55分
場所 2階視聴覚室
★かみのおはなやさん
来館した子どもたちに、紙で作った花をその場でプレ
ゼントします。
中央図書館
日時 8月20日
（日）正午〜午後3時
場所 おはなしのへや
長浦おかのうえ図書館
日時 8月6日
（日）正午〜午後3時
場所 3階大会議室

千葉県よろず支援拠点の
サテライト相談所を開設します
中小企業庁「中小企業・小規模事業者ワンストッ
プ総合支援事業」により設置された千葉県よろず支
援拠点のサテライト相談所の拡充に伴い、
千葉県産
業振興センター、袖ケ浦市商工会、袖ケ浦市が連携
して開設します。ぜひ、
ご活用ください。
期日
8月2日
（水）、11月1日
（水）、
平成30年2月7日
（水）
時間 午前10時〜正午、
午後1時〜4時
※相談時間は一人1時間です。
また、
事前予約が必要
で、
申込先着順となります。
場所 市商工会館
内容 国内外販路開拓、
営業戦略策定・業務改善、
経営再建・ワンストップ対応、法人設立・税務、小
売・サービス業向け支援、創業・経営革新支援、
デ
ザイン・セールスプロモーション、
Web活用、観光・
地域資源活用 など
市商工会 ☎（62）0539

２０１７年（平成２９年）7 月１５日

↓
対象 市内在住、在勤、在クラブ、在学の方
参加費 一般男女は1チーム3 ,0 0 0円、中学生以下は
1チーム2,000円
※当日に集金します。
申込方法 FAXで、
申込代表者の氏名・住所・電話番
号・参加者の氏名をお知らせください。
申込期限 8月22日
（火）
社教連協事務局
市体育協会 卓球専門部 松原
☎090（4240）2908（19：00〜21：00）

Partner & Event Guide

子ども映画会「すいかのたね」
好奇心旺盛な心優しい「ばばばあちゃん」と、仲良しの
動物たちの話をアニメーション化した作品です。
原作 さとうわきこ
声の出演 吉田日出子
日時 8月5日
（土）午前11時〜11時30分
場所 2階視聴覚ホール
対象 幼児〜小学校低学年のお子さんと、
その保護者
定員 80名（予約不要）
参加費 無料
その他 字幕なし
中央図書館

航空自衛隊木更津分屯基地 盆踊り
日時 8月2日
（水）午後6時〜8時30分
※悪天候の場合は3日
（木）
に順延
場所 航空自衛隊木更津分屯基地（木更津市岩根）
注意事項 自動車、オートバイでお越しの方と、
ペット同
伴（介助犬除く）の方は、入場できません。
▶公共交通機関を利用し、徒歩でお越しください。
航空自衛隊木更津分屯基地 総務課
☎（41）1111
（内線302）

里親入門講座
名画鑑賞会「山の郵便配達」

きずな

中国山間部に暮らす郵便配達人の父とその家族の絆
を描いた感動作品です。
原作 ポン・ヂエンミン
脚本 ス・ウ
監督 フォ・ジェンチイ
撮影 ジャオ・レイ
音楽 ワン・シャオフォン
出演 トン・ルゥジュン、
リィウ・イエ ほか
日時 7月26日
（水）午前10時〜11時35分
場所 3階視聴覚室
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕あり
長浦おかのうえ図書館

子ども映画会
「ぼくは王さま〜しゃぼんだまとにちようび〜」
寺村輝夫の「ぼくは王さまシリーズ」から「しゃぼんだま
のくびかざり」と「カレンダーはにちようび」を上映します。
原作 寺村輝夫
日時 7月30日
（日）午後4時〜4時55分
場所 3階視聴覚室
対象 幼児〜小学校低学年のお子さんと、
その保護者
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

夏休み夕涼み子ども映画会
「楽しいムーミン一家〜ムーミン谷の彗星〜」
地球に迫る彗星の噂を聞いたムーミンたちが、天文台
に向かう途中で、襲いかかる怪物や彗星への恐怖と闘い
ながら仲間たちと旅を続ける物語を、
日本語吹き替え版
で上映します。
原作 トーベ・ヤンソン、
ラッセ・ヤンソン
日時 8月5日
（土）午後5時〜6時5分
場所 3階視聴覚室
対象 幼児〜小学校低学年のお子さんと、
その保護者
定員 120名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

石川

恒

義人

竹林のこもれびに咲く浦島草の
糸垂るる花しばし見入れり

みどり成す森の苫屋にわが住むは
四方に窓ある 篁 山荘
冨山

福一

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
文化協会「彩友」作品展示

商店や工場、病院などで、
はかりを使って取引を行
う方または証明を出している方は、適正な計量取引
を確保するため、2年に1度のはかりの検査が義務付
けられています。
市では、9月に市内3箇所で定期検査を行います。
それに伴い、
事前調査を7月下旬までに行います。
事前調査の通知が届いた方は、送付された書類
に必要事項を記入し、期日までに必ず提出してくださ
い。
また、はかりを使って取引を行う方で事前調査の
通知が届かない方や、
平成27年9月以降にはかりを購
入した方は、必ず連絡をしてください。
商工観光課 ☎（62）3428

原

今年のサマージャンボ宝くじは、1等・前後賞合わせて7
億円。
また、新登場のサマージャンボミニとサマージャンボ
プチも同時発売します。
この宝くじの収益金は、
市町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
購入は、
ぜひ千葉県内の宝くじ売り場でお願いします。
発売場所 全国の宝くじ売り場
発売単価 1枚300円
発売期間 7月18日
（火）〜
8月10日
（木）
抽せん日 8月20日
（日）
千葉県市町村振興協会
☎043（311）4162

はかりの定期検査に伴う
事前調査にご協力ください

幼子の眉根を寄せて見つめおり
蜂の羽音の菜の花畑

「サマージャンボ」
「サマージャンボミニ」
「サマー
ジャンボプチ」発売（2017年市町村振興宝くじ）

ていねい

紫乃

→

愛犬・愛猫の写真にコメントを添えて、ご応募くだ
さい。
応募資格 県内在住の方（プロ、
アマ、
年齢は不問）
応募作品 応募者の飼育している犬・猫の写真は3枚ま
でとし、
しつけなどの適正飼育についてのコメント
（400
字詰原稿用紙1枚以内）
を添えたもの
※応募作品は原則として返却しません。
応募方法 写真サイズはL判とし、写真の裏面に住所・
氏名・電話番号を記入し、送付してください。
応募期限 8月20日
（日）消印有効
〒260−0001 千葉市中央区都町463−3
千葉県動物保護管理協会 ☎043（214）7814

「スマートフォンを購入したが、使い方がわからな
い」というシニアの方を対象に、
わかりやすく、丁寧に
使い方を説明します。
インターネットの利用体験のほか、スマートフォンア
プリを正しく使うコツや、
安全・安心に使用するための
アプリの正しいダウンロード方法、災害時に役立つ
情報などを紹介します。
※この教室は、根形・平岡公民館合同で開催します。
日時 8月8日
（火）午後1時〜3時
場所 平岡公民館 2階会議室
講師 KDDI認定講師
対象 市内在住のおおむね70歳までの方で、スマー
トフォンを購入したが使い方がわからない方
定員 20名（申込多数の場合は抽選）
受講料 無料
▶スマートフォンは、講師が一人1台ずつ用意します。
申込方法 電話または窓口で、住所・氏名・電話番
号をお知らせください
申込期限 7月28日
（金）午後5時まで
▶根形公民館 ☎（62）6161
▶平岡公民館 ☎（75）6677

鈴木

日時 9月9日
（土）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター
種目 男子・女子団体（3単2複、1チーム4〜6名）

わが家の犬・猫写真コンクール作品募集

シニアのためのスマートフォン教室

観るよりも語れば楽し再会の
友と傘さし京都を歩く

市民卓球大会（団体戦）

情報番組「とくダネ！」のお天気コーナーでお馴染みの
天達武史さんによる防災対策講演会のほか、多彩なワー
クショップなど、楽しみながら身近な男女共同参画につい
て学べるイベントです。
日時 8月6日
（日）午前10時〜午後4時30分
場所 千葉県青少年女性会館（千葉市稲毛区天台）
内容 講演会（演題：天気の達人！天達流「知って得す
る！天気のお話」、講師：天達 武史 氏（気象予報
士）
）、
ワークショップ、
ネットワーク会議、展示・直売 など
定員 300名（申込先着順）
申込方法 電話、FAX、
または電子メールで、郵便番号・
住所・氏名・性別・電話番号をお知らせください。
保育があります
保育を希望する方は、7月28日（金）午後5時までにご
連絡ください。
千葉県男女共同参画センター
☎043（252）8036 FAX043（252）8037
Eメール kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

楽しい夏休みの思い出に親子
で協力して、折りたたみのイスを2
脚作製します。
日時
8月5日
（土）午前9時〜正午
場所 平川公民館 1階多目的室
講師 庄嶋 敏樹 氏
対象 市内在住・在学の小学生と、
その保護者
定員 10組20名（申込先着順）
参加費 各組1,500円（材料費 ほか）
持ち物 軍手
申込方法 電話または窓口で、住所・氏名・電話番
号をお知らせください。
申込期限 7月28日
（金）
平川公民館 ☎（75）2195

律子

警察犬試験に何度も失敗しながらも、めげずに挑戦
を続ける見習い警察犬と、
その訓練士を目指す女性の奮
闘を描いた感動作品です。
監督 小林義則
出演 夏帆、
寺脇康文、戸田菜穂 ほか
日時 8月4日
（金）午前10時〜11時55分
場所 平川公民館 2階視聴覚室
対象 どなたでも
定員 30名（予約不要）
入場料 無料
その他 字幕なし
平川図書館

千葉県男女共同参画センターフェスティバル
2017＆ネットワーク会議

ものづくり講座
「親子DIY教室」

自転車のペダルを元気に踏む孫の
朝の通学たのもしく見る
小野

子ども映画会「きな子〜見習い警察犬の物語〜」

里親制度についてわかりやすく説明し、希望する方に
は個別の相談にも応じます。
里親になろうと考えている方や、里親についてちょっと
知りたいといった方でも気軽にご参加いただけます。
日時 8月5日
（土）午後1時30分〜3時
場所 袖ケ浦市保健センター
参加費 無料
子ども家庭サポートセンターちば（オレンジの会）
☎0470（28）4288

平川公民館

期間 7月21日（金）〜30日（日） ※初日は正午から。最終日は午後4時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046
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市の情報はこちらから
広報そでがうら 毎月1日・15日発行
新聞折込みなどで配布しています。
新聞未購読で市ホームページなどでの閲
覧が難しい方には宅配します。
秘書広報課 ☎（62）2465
市公式ホームページ
http://www.city.sodegaura.lg.jp/
市公式ツイッター
https://twitter.com/sodegaura̲city
スマートフォンなどに広報そでがうらを配信
「マチイロ」のアプリから、閲覧できます。
携帯電話向けホームページ「マイタウン袖ケ浦市」
http://www.lamo.jp/sodegaura/
チバテレビの市町村情報
d（データ）ボタンでご覧になれます。
市生活安全メールの配信
携帯電話向けホームページ
から登録できます。
防災行政無線テレホン案内
0120（031）240（ボウサイ ツウホウ）
火災情報テレホン案内 ☎（62）6211
そでがうらタウン情報
平日8:15または
かずさFM（83.4MHz） 12:40と18:30〜
声の広報そでがうら（音訳グループ「やまゆり」）
視覚障がい者の方へ、広報紙を読み上
げ録音したCDを貸し出しています。
市社会福祉協議会 ☎（63）3888

休日当番医
診療時間 午前9時〜午後5時
7月

診療科目
当番医
電話
こいで胃腸科・内科
外科
16日〔蔵波台6-1-5〕
（60）
7451
内科

袖ケ浦さつき台病院
17日〔長浦駅前5-21〕

内科

（62）
1113

佐野医院
内科
（62）
2338
23日〔奈良輪1-9-8〕
循環器科
袖ケ浦医院
外科
（62）
2401
30日〔奈良輪1-8-8〕
胃腸科
※このほかの救急医療機関の問い合わせ
は消防署 ☎
（64）
0119へ

▶市外の休日当番医は、
「ちば救急医療
ネット」
をご確認ください。
HP http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/
こども急病電話相談
相談時間 毎日 午後7時〜翌日午前6時
☎＃8000 または ☎043
（242）
9939
夜間急病診療所 ☎
（25）
6284
診療時間 毎日 午後8時〜11時
診療科目 内科・小児科
●緊急患者以外はご遠慮ください。

場
所 木更津市中央1-5-18
※荒天時は、
休診となる場合があります。

火事・救急通報に障がい者用ファクシミリ
局番なしの119番 袖ケ浦市消防本部

水道工事当番店
（緊急）
緊急以外の修繕工事は
市の指定する工事店へ

月日

工事店・電話
（9：00〜17：30）

7月15日
7月16日〜22日
7月23日〜29日
7月30日〜8月5日

産洋設備
（75）
6780
北袖商事
（63）
3271
鈴木住宅設備 （62）
0020
協同建設袖ケ浦支店（75）
7077

水道事故の緊急時連絡先
月〜金
水道局 ☎
（62）
3897

夜間
（17：15〜）
・土・日・祝日
角山配水場 ☎
（62）
3111

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
7月18日（火）〜22日（土）の各地区指定日

※7月17日（祝）の収集は翌週の月曜日
廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
☎（63）1881

市税などの納期

7月16日〜31日

●固定資産税・都市計画税 2期
●国民健康保険税 1期
納税課 ☎（62）2653
● 介護保険料 1期
介護保険課 ☎（62）3158
● 後期高齢者医療保険料 1期
保険年金課 ☎（62）3092
―納期内納付を心がけましょう―
コンビニエンスストアでも納付できます。

便利で確実な口座振替のご利用を
口座振替の手続きが完了するまで、約2カ
月かかりますので、市税などの各期別納期限
をご確認のうえ、早めに申し込んでください。

編集室から
7月も半ばに差し掛かり、いよいよ夏本番と
いった感じでしょうか。
夏の風物詩である花火大会も、続々と始まり
ます。本市では、8月5日（土）に市民夏まつりを
開催しますので、ご家族やご友人などと一緒に
お越しください。
（ｔ）

袖ケ浦市民夏まつりを開催します

日時 8月5日
（土）午後2時30分〜
場所 東京ドイツ村

今年度は、東京ドイツ村の
協力により8月5日
（土）に開催
します。
当日は、
ミニステージを中心
としたイベントを行うほか、
フィ
ナーレは、約2,000発の花火で
締めくくります。
皆さんのご来場をお待ちし
ています。
日時 8月5日
（土）午後2時30
分〜8時
※雨天中止。
なお、
中止の場合
は、
正午の防災行政無線と生活安全メールでお知らせします。
場所 東京ドイツ村
▶市民夏まつり開催時のみ、
午後2時から入場無料となります。

内容 ・オープニング（午後2時30分〜2時50分）
・ミニステージ（午後3時15分〜7時15分）
・花火（午後7時30分〜8時）
※飲食の出店、PRブースの出店もあります。
注意事項
・物などを置いての駐車場の場所取りは禁止です。
・花火終了後は、退出までに2時間以上かかることが予想され
ます。
市観光協会 ☎（62）3436

千葉ロッテマリーンズの一軍公式戦に
50組100名様をご招待します

そでがうらわんぱくクエスト
いよいよスタート！

市では、
千葉ロッテマリーンズとスポーツを通じて地域振
興などに取り組み、青少年の健全な育成、市民の健康増
進・豊かな社会生活を実現することを目的とした、
フレンド
シップシティ協定を締結しています。その一環として年に
4回、
千葉ロッテマリーンズの一軍公式戦に市民の皆さんを
ご招待します。
4回目の募集となる今回は、福岡ソフトバンクホークス戦に
ご招待します。
期日 9月9日
（土）午後2時開始（正午開場）
場所 ZOZOマリンスタジアム
（千葉市美浜区）
招待枠
・A賞：内野指定席S（3塁側）
を10組20名
・B賞：内野指定席B（3塁側）
を40組80名
※申込多数の場合は抽選となります。抽選で外れた方にも
内野自由席をご優待します。
応募方法 往復はがきの往信面の表に申込先、裏に希望す
る賞（A賞またはB賞）
・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）
・
年齢・電話番号を、返信面の表に応募者の郵便番号・住
所・氏名を記入し、
体育振興課に郵送してください。
※応募は一人1通までとし、郵送での応募のみ受け付けま
す。なお、A賞とB賞の両方に応募した場合は、無効となり
ます。
応募期限 7月31日
（月）消印有効
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 体育振興課 ☎（62）3791

期間 8月1日（火）〜6日（日）

プロ野球イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテマリーンズ VS 東京ヤクルトスワローズ
前売券販売期間
8月27日（日）
7月16日（日）〜8月26日（土）
午後5時
販売時間 午前9時〜午後6時
市営球場
販売場所 市営球場 ☎（62）5350
入場券 内野指定席1,500円（2,000円）、
内野自由席1,000円（1,500円）、外野芝生席 大人500円
（700円）
・小人200円
（300円）
※カッコ内は当日券で、就学前の児童は無料です。また、
小人は高校生までとなります。
社教連協事務局 ☎
（62）
3139

総合運動場

野球教室の受講生を募集

高校入学後も野球を続けたい中学3年生を対象に、実践
指導や講習会を行います。
日時 7月31日
（月）午前9時〜11時50分
場所 市営球場
内容 入学までの基礎トレーニング、硬式ボールの扱いなど
の実践指導、高校野球を始める前の心構え など
※雨天の場合は、内容が異なります。
講師 小枝 守 氏（U−18日本代表チーム監督）ほか
対象 軟式野球の経験がある中学3年生
定員 50名（申込先着順）
参加費 無料
持ち物 ユニフォーム、
グローブ、
ノート、鉛筆、飲み物 など
申込方法 電話で申し込んでください。なお、
申込は個人ま
たは学校単位でも受け付けます。
総合運動場 ☎（62）5350

■「そではく もののけリターンズ」を開催

駐車場は、園内または臨時駐車場（平岡小学校、
平岡公
民館、
平川公民館）を用意しています。また、
平川公民館で
は、
午後5時からシャトルバスを運行します。
会場と周辺道路は大変混雑しますので、臨時駐車場の利
用や相乗りにご協力ください。

わんぱくクエス
トでは、君津市や
富津市を出発し
た参 加 者 が、野
外 泊をしながら
4 0ｋｍ以上の道
のりを歩き続けて
袖ケ浦市を目指し
夏休みの大冒険にいざ出発
ます。
今年度も市内の小・中学生が参加し、非日常体験を重視
した「わんぱく」な行程を計画しています。
旅の終盤には、
袖ケ浦市内での活動が多くなりますので、
子どもたちと出会う機会がありましたら、一生忘れないよう
な貴重な体験ができるように、温かな励ましの言葉やご支
援をお願いします。
なお、事業の様子は市ホームページでご覧いただけ
ます。
生涯学習課 ☎（62）3743

郷土
博物館

今年もやってきた！小学生の
ための「夏のはくぶつかん」

郷土博物館では、夏休みの体験として様々なイベントを開
催します。小学生の皆さんの参加をお待ちしています。
秋の企画展に参加してみない？
「新種きのこ発見！？」
企画展の展示用として、紙粘土でオリジナルきのこを作り
ます。
日時 7月25日
（火）午前9時〜正午
古文書ってなーに
（古文書入門寺子屋体験）
古文書の読み方を学び、
寺子屋を体験します。
日時 7月26日
（水）午前10時〜正午
昔の遊びをしてみよう
昔の遊び道具（お手玉・ワリバシ鉄砲・紙トンボ・折り紙な
ど）
を作って遊びます。
日時 7月26日
（水）午後1時〜3時
土偶・土器をつくろう
粘土で、
ミニチュアの土偶と土器を作ります。
日時 7月27日
（木）午前10時〜正午
土器を観察しよう
（模様をつける）
土器を観察して粘土に模様をつけたり、
土器の拓本をとります。
日時 7月27日
（木）午前10時〜正午
絵を描こう
「はじめての植物画」
植物を観察して、絵を描きます。
日時 7月27日
（木）午後1時〜3時
虫を見てみよう
「パズルで虫観察」
パズルを使って、虫の体のつくりを学びます。
日時 7月27日
（木）午後1時〜3時
共通事項
場所 郷土博物館 研修室・体験学習室
対象 保護者の送迎などにより自力で現地集合・解散がで
きる、小学4〜6年生
定員 各15名（申込先着順）
参加費 各100円
申込方法 電話または窓口で申し込んでください。
郷土博物館 ☎（63）0811

「もののけ」たちが、
再びそではくに現れます。 日時 8月8日
（火）午後7時〜
▶内容や申込方法などの詳細は、
郷土博物館ホームページをご覧ください。

場所 郷土博物館
郷土博物館 ☎
（63）0811

