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予算総額
うち一般会計
平成30年度は、第3期実施計画の最終年度と
して、
これまで整備してきた事業の成果を市民に
還元し、将来のまちづくりの方向性を示す次期総
合計画へ円滑に繋げるため、必要な準備を行う
年度となります。平成30年度の予算は、
3つの「重
点的取組み」
と、8つの「施策分野における取組
み」
を掲げ、各種計画に位置付けた事業の着実
な推進と、次期総合計画の策定を念頭に「みん
なが輝く、花開き実を結ぶステップアップ予算」
と
名付けました。
具体的には、袖ケ浦駅海側地区周辺への波
及効果も含めたさらなる発展や、袖ケ浦椎の森
工業団地の整備による市の活性化と就業機会
の拡大、
特色ある子育て・教育施策の推進、
地域
コミュニティの活性化に資する施策と地域コミュニ
ティによるまちづくりを支援する取組みを行ってい
きます。
さらには、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催を控え、市民のスポーツ振興や障がい
者スポーツの普及に向けた取組み、外国人来訪
者の増加を見据えた取組みなどを積極的に展開
市債
9億510万円 3.9％

国や銀行から長期に借り
入れるお金

分担金および
負担金
5億7,401万円
2.5％

保育料や学校給食費など、費用
の一部を負担してもらうお金

諸収入
5億3,989万円
2.3％

貸付金の返還金、受託事業収
入、雑入 など

使用料および
手数料
4億7,539万円
2.0％

基金から繰り入れるお金
地方消費税交付金
11億3,000万円 4.8％

国が徴収した特定の
税から分配されるお金
前年度から

その他
4億7,200万円 2.0％

歳入総額
233億7千万円

市の事業に対し県か
ら交付されるお金

市税
131億
4,351万円
56.2％

ゴルフ場利用税交付
金、地方特例交付金、
自動車取得税交付金
など

個人・法人市民税、固定資産
税、軽自動車税、
市たばこ税、
都市計画税

市の事業に対し国から交付されるお金

般

会

計 233億7,000万円

増減額

239億7,000万円

△6億円

増減率（％）

後期高齢者医療
特
護
保
険
別 介
会 農業集落排水事業
計
公共下水道事業

6億2,500万円

5億3,000万円

9,500万円

17.9

41億2,400万円

41億3,200万円

△800万円

△ 0.2

200万円

1.1

計

78億8,100万円 △14億4,200万円 △ 18.3

1億9,100万円

1億8,900万円

12億9,400万円

17億4,500万円

△4億5,100万円 △ 25.8

126億7,300万円

144億7,700万円

△18億400万円 △ 12.5

360億4,300万円

384億4,700万円

△24億400万円

主な目的別予算額の推移
民生費
教育費
総務費

予算額
︵億円︶

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

衛生費
土木費

H25

H26

H27

H28

H29

議会活動、災害復旧、労働
対策費 など

3億7,192万円
1.6％

民生費

11億1,322万円

84億8,376万円

4.8％

消防費
13億313万円

土木費
23億4,335万円

教育費

歳出総額
233億7千万円
〔目的別内訳〕

5.6％

30億5,806万円

道路、橋梁、河川、公園などの修
繕・建設・維持管理、都市計画、
土地区画整理事業費 など
（高須
箕 和 田 線 建 設 事 業（ 南 袖 延
伸）
、三箇横田線建設事業 など）

総務費

11.1％

13.1％

小・中 学 校 、公民 館 、図 書 館 、ス
ポーツ施設などの建設・管理・運営、
文化財保護費 など
（国際理解教育
推進事業、市民会館外壁屋根改
修事業、総合運動場等管理工事）

10.0％

き ょう り ょう

26億126万円

36.3％

児童・高齢者・障がい者福祉、生活保
護 など
（放課後児童クラブ施設整備事
業、私立保育所児童委託事業、介護
給付費等支給事業）

消防署・消防車の管理・運営、
防火・消火、救急救命活動費
など
（消防用車両購入事業）

H30

年度

区分

△ 2.5

64億3,900万円

合

その他

28億8,529万円

12.3％

市役所の管理･運営、
自治会、徴税事
務、戸籍関係事務、選挙、統計調査費
など
（庁舎整備事業、市民協働推進事
業、
電子計算業務費）

水道事業会計の予算額

平成30年度当初予算額 平成29年度当初予算額

国 民 健 康 保 険

計

商業・工業振興費（中小企
業融資資金利子補給事業、
観光振興支援事業）

5億4,363万円
2.3％

※歳出の内訳は、主な事業や新規の事業について記載しています。

一般会計と各特別会計の予算額
一

商工費

2.9％

各種健診、予防接種、
ごみ処理、環境保全対
策費 など
（ごみ処理事業、予防接種事業、住宅
用省エネルギー設備等設置補助事業）

※引上げ分の地方消費税交付金は、社会保障施策に要する経費に使われます。

会計名

6億6,638万円

公債費

衛生費

国庫支出金
28億1,841万円 12.1％

◆重点的に取り組む3つの施策
①第3期実施計画の仕上げと次期総合計画への架け橋としての取組み
②活力に満ちたみんなで支え合う住みやすいまちづくりへの取組み
③スポーツへの機運上昇を通じた共生社会を育む取組み
◆各施策分野における8つの取組み
①市民生活 市民参加で進める住みやすいまちづくり
②防犯・防災
災害、事故、犯罪をなくす安全性の高いまちづくり
③保健・医療・福祉
すこやかに暮らせるふれあいと支えあいのまちづくり
④学校教育・生涯学習
豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり
⑤環境 環境負荷を減らし自然と共生するまちづくり
⑥産業振興 産業が調和した賑わいと活力のあるまちづくり
⑦都市形成・都市基盤 快適で調和のとれたまちづくり
⑧行財政 市民ニーズに的確に対応する信頼される行財政運営
▶取組みなどの詳細は、2・3面で紹介しています。

市の借入金
（市債）
の返済

繰越金
3億円 1.3％ 繰り越されるお金

県支出金
15億3,399万円
6.6％

みんなが輝く、花開き実を結ぶステップアップ予算

農業・林業振興費
（農道・農業用排
水路維持管理費、県営経営体育
成基盤整備事業）

公共施設の使用料、住
民票交付手数料 など

地方譲与税
3億8,100万円
1.6％

地方消費税の一部が
県から交付されるお金

農林水産業費

一 般 会 計 内 訳

繰入金
10億9,670万円 4.7％

していきます。
また、市の持つ立地特性や施設を
最大限活用し、各種スポーツ大会や国際大会の
事前キャンプなどを含めた、新たな試合などの開
催誘致などについても引き続き検討します。
この他にも、各種事務の迅速性、効率性を向
上させ、安定した市民サービスを提供する新基
幹情報システムの構築、子育て環境の向上を図
るため、昭和小学校と根形小学校の敷地内に新
たな放課後児童クラブを建設するなど、福祉分
野の各種施策の充実を図ります。
また、児童数の増加が著しい奈良輪小学校と
蔵波小学校の校舎を増築するため、国の補助
採択により、平成29年度2月補正予算へ計上し、
繰越事業として平成30年度に実施するなど、教
育環境の向上に努めます。
さらに、産業振興では、有害鳥獣による農作物
の被害対策として、市単独の補助制度を創設す
るなど、農業支援策を始めます。
まちづくりでは、
高須箕和田線の南袖延伸をはじめとした幹線道
路の整備などに引き続き取り組んでいきます。
財政課 ☎（62）2404

389億1,600万円
233億7,000万円

△ 6.3

収益的収支

資本的収支

合計

平成30年度当初予算額

平成29年度当初予算額

収入

20億1,300万円

20億300万円

1,000万円

0.5

支出

21億3,000万円

19億8,300万円

1億4,700万円

7.4

収入

2億1,300万円

2億1,400万円

△100万円

△ 0.5

支出

7億4,300万円

7億6,100万円

△1,800万円

△ 2.4

収入

22億2,600万円

22億1,700万円

900万円

0.4

支出

28億7,300万円

27億4,400万円

1億2,900万円

4.7

主な目的別予算額の推移では、福祉関係の事業を行う民生
費が、私立保育園や認定こども園の整備完了による工事補助
金の減と、経済対策臨時福祉給付金補助制度が終了したも
のの、認定こども園の開設による扶助費の増などにより、予算
額はほぼ横ばいの約85億円となり、一般会計の歳出総額の
約36％を占めています。また、教育費についても、前年と比較
して、ほぼ横ばいの約31億円となっています。
一方で総務費は、新基幹情報システム構築事業費などの増加
により、前年度より約2億円増となり、約29億円となりました。

日時・場所

増減額

増減率（％）

市民一人あたり・一世帯あたりの
予算額（一般会計）と負担額（市税）
一人
あたり

一世帯
あたり

予算額

369,480円

874,757円

負担額（市税）

207,799円

491,971円

※人口63,251人、世帯数26,716世帯（H30.4.1住
基人口）で計算

5月12日（土）午後2時〜・長浦おかのうえ図書館、5月13日（日）午後2時〜・根形公民館、5月16日（水）
秘書広報課 ☎（62）2435

■〜市長が語る〜「わがまちの今・これから」 午後6時30分〜・市民会館、5月20日（日）午前10時〜・平川公民館

↓

▶この特集は、3面から2面へ続いています。

↓

子育て世代包括支援事業［一部新規］ 440万円
妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する不安を解消し、
子育て環境
の向上を図ります。また、
今年度からは医療機関と連携し、出産後の母親を対象に産後
ケア事業を行います。
放課後児童クラブ施設整備事業［新規］ 1億1,704万円
子育て環境の向上を図るため、昭和小学校と根形小学校の敷地内に、新たに放課
後児童クラブを建設します。
骨髄提供者等助成事業［新規］ 15万円
骨髄などの移植の促進を目的として、骨髄バンク事業における骨髄提供者などに対
する助成を行います。
健康マイレージ事業 211万円
生活習慣病の発症や重症化を予防するため、各種検診の受診率向上や正しい生活
習慣の定着などを目的に、各種検（健）診や健康イベント参加者にポイントを付与し、一
定以上のポイント獲得者に賞品を進呈します。
こ つ ず い

④豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり

２０１８年（平成３０年）4 月１５日

商業振興では、商工会や商店会が
取り組む事業を支援するとともに、各
産業間の連携を推進し、独自性と魅
力ある商品やサービスの提供につな
げ、まちのにぎわいの創出と地域産
業の活性化を図ります。また、創業者
への支援や、就労希望者への合同の
会社説明会などを開催します。
工業では、袖ケ浦椎の森工業団地
2期地区へ進出する企業の支援を行
バスツアーでのほうれん草の収穫体験
うほか、市内立地企業の競争力強化
のため、企業振興条例を活用した新規立地や設備投資を促進します。
観光では、観光協会と連携したキャンペーンを展開するほか、ホームページやSNS
を活用して、市の魅力を市内外へ発信します。また、収穫体験や味覚狩りを定着させ
るため、農家や事業者の自主的な取組みの支援や、新たな観光資源の発掘に努め
ます。
【主な事業】
有害鳥獣駆除事業［一部新規］ 2,190万円
イノシシなどの農畜産物に被害を与える有害鳥獣対策を行います。また、今年度
から、国の侵入防止柵設置補助金の対象外の方に、市独自の補助金を交付します。
県営経営体育成基盤整備事業（武田川下流地区） 3,675万円
県営経営体育成基盤整備事業（浮戸川上流Ⅲ期地区） 2,035万円
千葉県が進める基盤整備事業に工事負担金を支出し、高生産性農地の整備と担
い手の育成、農地集積の推進を図ります。
観光振興支援事業 1,668万円
観光協会への補助金を通じて、首都圏住民向けバスツアーや市民夏まつりの開催
などを行います。また、外国語版観光パンフレットを作成・配布します。

幼児教育では、平成31年度の今井幼
稚園と中川幼稚園の統合に向けた準備
を進めます。
義務教育では、引き続き市の特色あ
る教育を一層推進し、地域や保護者と
一体となって子どもたちの「生きる力」
の育成に取り組むほか、校務の効率化
と業務改善を推進し、
子どもと向き合え
る時間を確保します。また、昭和小学校
と平岡小学校のトイレ洋式化工事や、
奈良輪小学校と蔵波小学校の校舎増
山野貝塚から発見された骨角歯牙製品
築工事を行います。
⑦快適で調和のとれたまちづくり
生涯学習では、防災に関する講座を各公民館で地域団体などとの連携により開催す
るなど、市民の多様な学習機会の充実に取り組みます。
市街地形成では、袖ケ浦駅海側
文化・芸術では、
平成29年10月に市内で初めて国史跡の指定を受けた山野貝塚につ 地区の商業施設について、早期開業
いて、郷土博物館での常設展示の拡充と保存活用計画の策定を進めます。
に向けた協議を進めます。
スポーツ・レクリエーション・体育では、総合型地域スポーツクラブの活動など、生涯
道路網では、高須箕和田線南袖
においてスポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境づくりを推進します。
延伸と西内河根場線の早期開通を
【主な事業】
目指して事業を推進します。また、
市民会館外壁屋根改修事業［新規］ 1億762万円
市道川原井林線の整備を完了する
老朽化した外壁と屋根の改修工事を行い、施設の長寿命化と災害時の避難所と とともに、市道三箇横田線について
三箇横田線の道路改良工事
しての防災機能の強化を図ります。
も整備を進めます。
小・中学校校務支援システム管理事業［新規］ 1,626万円
上水道では、平成31年4月の君津地域水道事業統合広域化に向け、関係団体と
校務の効率化と業務改善を推進し、教職員が子どもと向き合える時間の確保 準備を進めます。
と、個に応じたきめ細かな指導を行うことを目的として、校務支援システムを運用し
公共下水道では、災害に備えたマンホールトイレの整備を進めます。
ます。
都市計画に関する基本的な方針である「都市計画マスタープラン」について、次
国際理解教育推進事業［拡充］ 4,043万円
期総合計画の策定に合わせて、次期プランの策定作業を進めます。
市内の公立幼稚園と小・中学校に外国語指導助手（ALT）を派遣し、国際性豊 【主な事業】
かな児童・生徒の育成を目指します。今年度はALTを増員し、体験的外国語活動と 川原井林線建設事業 8,358万円
外国語教育の充実を図ります。
県道南総昭和線と国道409号を結ぶ市道の道路改良工事を引き続き行います。
総合運動場等管理工事［新規］ 1億3,387万円
三箇横田線建設事業 1億2,178万円
陸上競技場の階段部分の耐震補強工事、観覧席の改修、放送設備の更新、トイ
横田市街地内を通る国道409号のバイパス機能を有する市道の道路改良工事を
レの洋式化によるバリアフリー化などを行い、利用者のさらなる利便性の向上を図 引き続き行います。
ります。
橋梁長寿命化修繕事業 1億8,307万円
市内の道路橋について、5年に1回の定期点検を順次行います。今年度は、南袖大
⑤環境負荷を減らし自然と共生するまちづくり
橋の耐震補強補修工事と百目木暮田橋の橋梁補修工事を行い、橋梁の長寿命化を
環境保全・美化では、協働による
図ります。
清掃活動やポイ捨て防止啓発看板
高須箕和田線建設事業（南袖延伸） 1億3,973万円
の設置など、環境美化に関する意識
高須箕和田線を袖ケ浦駅海側地区から南袖地区まで延伸することにより、利便性
の向上に努めます。
の向上を図ります。今年度は、道路の築造工事を行います。
廃棄物・リサイクルでは、さらなる
⑧市民ニーズに的確に対応する信頼される行財政運営
ごみの減量化・資源化に向けて、
剪 定 枝の処理方法を見直すととも
財政運営では、引き続き経常経
に、次期広域廃棄物処理施設の整
費の抑制に向けた取組みを推進し
ポイ捨て防止啓発活動
備について、関係自治体との具体的
ます。
な検討を進めます。また、不法投棄対策として、監視パトロールや監視カメラの活用
行政運営では、
「行政経営計画
などによる早期発見と適切な指導を徹底します。
（第6次行政改革大綱）」を着実に
【主な事業】
推 進するほか、「公共施 設（ 建築
住宅用省エネルギー設備等設置補助事業 1,300万円
物）の再編整備計画」について、分
住宅用の太陽光発電システム、燃料電池（エネファーム）、リチウムイオン蓄電シス 野を越えた新たな視点での検討な
テムの設置補助金を交付します。
ど、より積極的に施設の再編整備や
上野駅のイベントでPR活動を行うガウラ
ごみ資源化推進事業［一部新規］ 7,001万円
有効活用に取り組みます。
廃棄物減量等推進員の分別指導などにより、ごみの排出抑制と資源のリサイクル
「市政の見える化」の推進と、積極的なシティプロモーション活動を展開し、多様
に努めます。また、今年度からは剪定枝の処理を外部委託し、リサイクル率の向上を な情報発信に努めます。
図ります。
【主な事業】
シティプロモーション推進事業［一部新規］ 1,079万円
⑥産業が調和した賑わいと活力のあるまちづくり
市に興味・関心を持ち、
「遊ぶ・買う・働く・住む」対象として選ばれることを目指
農業振興では、武田川下流地区と浮戸川上流Ⅲ期地区におけるほ場整備の支援 し、市の情報発信を行います。今年度は、高速バスの発着駅などへのポスター掲示、
と、新たにほ場整備を計画している大鳥居地区の事業実施支援のほか、平岡大排 シティプロモーション用の特設サイトを作成し、市の魅力をPRします。
水路など、用排水路の整備・保全を図ります。また、有害鳥獣による農作物への被 ふるさと納税推進事業 2,547万円
害を防止するため、新たに市独自の侵入防護柵設置補助制度の創設と、地区住民に
地元特産品のPR、地域経済の活性化と自主財源の確保を目的として、市に一定
よる駆除対策の組織づくりを進めます。さらに、農業の6次産業化をはじめ、農家レ 額以上のふるさと納税を行っていただいた市外在住者に対し、お礼品として市の特
→
ストランや体験農園など、市の農畜産物の魅力を創出する取組みを支援します。
産品などを送付します（関連歳入：寄附金5,000万円）。
せ ん て い

■ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

ご飯の炊飯器での保温時間は、
4時間までが目安です。長時間の保温より、
電子レンジで温め直す方がエネルギー
の消費が少なく電気量が節約できます
（製品により消費電力は異なります）。
環境管理課 ☎（62）3404
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施政方針の概要と
主な事業を紹介します

施政方針とは、市長の市政運営に対する基本的な考
え方や主要な施策について述べたものです。
今年度、市で行う「重点的に取り組む3つの施策」と
「施策分野における取組み」について紹介します。
▶企画課 ☎（62）2327
▶財政課 ☎（62）2404
※金額は、原則1万円未満を四捨五入しています。

②活力に満ちたみんなで支え合う住みやすいまちづくりへの取組み

重点的に取り組む3つの施策
①第3期実施計画の仕上げと次期総合計画への架け橋としての取組み
第3期実施計画の事業成果を市民に
還元するため、特色ある子育て・教育施
策を一層推進するほか、健康寿命を延ば
して、引き続き住み慣れた地域で生活で
きる取組みを拡充します。
袖ケ浦駅海側地区のまちづくりの効果
を市全域へ波及させる施策や、袖ケ浦椎
の森工業団地2期地区の企業の早期操
次期総合計画の策定に伴い
業に向けた取組みを推進します。
地域別まちづくり懇談会を開催
次期総合計画の策定に向け、幅広く意
見を伺い、市の将来目指すべき姿や具体的な方向性について、本格的な検討に取り組
みます。

協働のまちづくりの具現化に向けて、市民
と協力・連携しながら「協働のまちづくり推
進計画」の策定に取り組みます。
地域における協働の取組みを推進する
「地域まちづくり協議会」の設立に向けて、
情報交換や地域の課題について話し合う
機会など、
自主的な地域づくりの機運を高め
協働事業で植えた菜の花
ます。
また、協働の取組みに関する情報をわかりやすく提供します。

③スポーツへの機運上昇を通じた共生社会を育む取組み
市の立地特性や施設が評価されているため、陸上競技場を改修し、市民がレベル
の高いスポーツに触れる機会を増やします。
認知度が向上している障がい者スポーツの支援を拡充します。
増加する外国人観光客などへわかりやすい情報の提供に努めます。

↓
防犯・交通安全では、高齢者の事故を防止するため、警察などと連携した広報啓発
活動や交通安全教育を行います。また、街頭防犯カメラの設置や、
平成通りのさつき台
郵便局前交差点改良工事に着手します。
消防では、消防団第8分団（久保田地区）
と第9分団（浜宿地区）統合後の分団詰所
①市民参加で進める住みやすいまちづくり
の建設に向けた準備を進めます。また、住宅用火災警報器の戸別訪問による普及促進
に取り組みます。
市民活動では、
「地域まちづくり協
【主な事業】
議会」の組織化のほか、担い手となる
人材の育成に努めます。また、結婚へ
庁舎整備事業 1億5,296万円
の総合的な支援を法人・団体などとの
平成29年度に作成した庁舎整備全体の基本設計に基づいて、整備手法の選定と
協働により行います。
整備スケジュールの検討を行います。また、庁舎整備事業の実施に向けて、庁舎整備
男女共同参画の社会づくりでは、女
基金に積立てを行います。
性活躍推進法の趣旨を踏まえた第4
防災行政無線管理費［一部新規］ 1,801万円
次男女共同参画計画を策定します。
災害時またはその恐れがある場合に重要な役割をもつ防災行政無線について、計画
公共交通では、利用促進のため、
的な更新をするための実施設計を行います。
新たに公共交通マップを作成するほ
消防用車両購入事業・非常備車両購入事業 7,228万円
袖ケ浦駅と東京駅を結ぶ東京ガウライナー
か、地 域の特 性などに応じた交 通
老朽化した平川消防署の消防ポンプ自動車の更新と、消防団第14分団（橘地区）
と第
サービスの仕組みを検討します。
17分団（川原井地区）の消防ポンプ自動車を小型動力ポンプ付積載車に更新します。
火葬場の建設では、君津地域4市共同による整備・運営に向けた手続を進めます。
消防団活動運営事業［拡充］ 5,624万円
10月から市役所でパスポートの発給申請受理と交付を開始します。
消防団による地域防災力の充実・強化に向けて、消防団員の報酬を増額します。
【主な事業】
消防団詰所建設事業 2,278万円
消防団第8分団と第9分団の統合による分団詰所建設に向けた用地の取得などを行
市民協働推進事業［一部新規］ 337万円
平成29年10月に施行した「みんなが輝く協働のまちづくり条例」に基づき、協働によ います。
るまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、
「協働のまちづくり推進計画」策定 統合消防庁舎建設事業［新規］ 518万円
に取り組みます。
老朽化した消防庁舎を移転集約し、消防体制の見直しを図りながら、消防力の充
実・強化を推進するために、消防力適正配置調査などを行います。
新基幹情報システム構築事業費［新規］ 8,149万円
住民記録、税などを管理する基幹情報システムの契約期間が、平成31年度をもって
③すこやかに暮らせるふれあいと支えあいのまちづくり
終了することから、各種事務の迅速性・正確性の向上を図り、安定的な住民サービスの
提供を行うため、基幹情報システム更新に向けた作業を開始します。
地域福祉では、住み慣れた地域で
子どもから高齢者まで安心して生き
バス路線整備事業 5,702万円
路線バスの利用促進策として、新たに公共交通マップを作成・配布し、路線維持に 生きと暮らしていけるよう、地域の特
向けた支援を行い、高速バスについてはさらなる路線の拡充に向けて、関係機関との 徴に合わせた交流の場づくりを推進
します。
協議を継続するとともに、利用者増加と利便性向上に向けて取り組みます。
児童福祉では、認定こども園の開
火葬場整備事業 927万円
君津地域4市共同による火葬場の整備・運営に向け、事業範囲や負担割合などの協 園と事業所内保育事業の開始によ
り、保育定員をさらに拡大するほか、
議とともに、PFI事業者の選定などを進めます。
※PFIとは、公共施設などの建設や維持管理、運営などを民間の資金・経営能力、技 多様な保育サービスの展開を支援し
4月に開園した認定こども園まりん
ます。また、新たに産後の育児支援と
術的能力を活用して行う手法です。
して「産後ケア事業」を医療機関と連携して行います。さらに、昭和小学校区と根形小
戸籍・住民基本台帳事務費［一部新規］ 8,877万円
新戸籍情報システムの構築を行うとともに、10月から市役所でパスポートの発給申請 学校区の小学校敷地内に放課後児童クラブ施設を整備し、放課後の遊びの場と生活
の場を提供します。
受理と交付を行い、利便性の向上を図ります。
障がい者福祉では、新たに策定した「そでがうら・ふれあいプラン」に基づき、
自立生
②災害、事故、犯罪をなくす安全性の高いまちづくり
活の支援や環境整備などを推進します。
高齢者福祉では、
「高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」に基づき、介護
防災では、地区別防災訓練や避難
サービス基盤について重点的に整備を進めるほか、介護予防の拡充に取り組みます。
所・福祉避難所の開設運営訓練など、
また、家族の支援と負担軽減に向けて、新たに「家族介護教室」を開催するほか、認知
実践的な訓練を行います。また、災害
症高齢者の徘徊対応として、民間サービスの活用を図ります。
対策コーディネーターとの連携訓練を
保健・医療では、疾病の早期発見・早期治療に向けて、市民ニーズに沿った受診環
行い、防災ボランティアのリーダーとな
境の充実と、新たに心の健康を支援する環境の整備を図ります。また、望まない受動喫
る人材の養成と防災・減災の仕組みづ
煙をなくすため、実効性の高い対策に努めます。
くりに取り組みます。さらに、蔵波中学
【主な事業】
校武道場と平川公民館富岡分館多目
的ホールの吊天井などの耐震対策工
学習支援事業 684万円
災害対策コーディネーター養成講座
事を行うほか、市庁舎の整備に向け
（小学4年生〜中学3年生）を対象に、学習支援や居場所の
生活困窮世帯の子ども
→
→
た準備や、防災行政無線デジタル化への作業を開始します。
提供、進路相談などの支援を行います。

施策分野における取組み

こんきゅう

大気中放射線量の定期測定結果
（平成29年度）

市内の公園、小学校、保育所や幼稚園などで測定を行い、全ての測定地点で除染基準0.23マイクロシーベルト／時
を下回っていました。
なお、詳細は市ホームページでお知らせしています。
環境管理課 ☎（62）3404
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ジをご確認ください︒

平成 ・ 年度建設工事等入札参加資格
審査申請の随時申請を受け付けています

30

ページ︑または市ホームペー

31

平成 ・ 年 度に︑市が

3

発注する建設工事の請 負︑

名簿登載期間

32

名簿登載日

業務委託︑物品購入などの

〜平成 年 月 日

日を受付期限とし︑翌々

▼名 簿 登 載は︑原 則 ︑毎 月

15

入札に参加しようとする方

を受け︑入札参加資格者名

日に登載を予定して

1

は︑市の入札参加資格審査

月の

申請内容変更や申請業種追

簿に登載されることが必要

加などは︑別途手続きが必

います︒また︑名簿登載後の

随時申請を受け付けてい

要です︒

です︒

ますので︑登載を希望する方

ちば電子調達シ

は申請してください︒

申請方法

■家電リサイクル対象品はクリーンセンターで処分できません

▼袖ケ浦市 管財契約課

教育委員会議（4月定例会）
日時 4月25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 4月23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

ステム﹁入札参加資格申 請

介護保険運営協議会
日時 4月26日
（木）
午後3時〜
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 介護予防・日常生活支援総合事
業におけるサービス事業者の指定につ
いて ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 4月23日
（月）
担当課 介護保険課 ☎
（62）
3158
Eメール sode73@city.sodegaura.chiba.jp

農業委員会総会
日時 5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 5月2日
（水）
（62）
3918
担当課 農業委員会事務局 ☎
Eメール sode35@city.sodegaura.chiba.jp

☎︵62︶2219

水道事業運営委員会
日時 4月25日
（水）
午後1時30分〜
場所 市役所 7階会議室
議題 料金改定について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 4月23日
（月）
担当課 水道局 ☎
（62）
3804
Eメール sode74@city.sodegaura.chiba.jp

▼千葉県電子自治体共同運

審議会などの会議予定

システム﹂より電子申請を行

市では、
自分で家具転倒防止器具の取り付けが難しい高齢者などに代わって取
付作業を行います。申請は随時受け付けていますので、
ご利用ください。
対象世帯 65歳以上の方のみの世帯、
または65歳以上の方と18歳未満の方で構成
する世帯
対象となる家具 主として寝室や居間にある家具（3個まで）
費用 無料（家具転倒防止器具は、各自で用意してください）
申請方法 申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、地域包括支援ひらかわサ
ブセンター、
または地域包括支援ながうらサブセンターへ提出してください。
※申請は、1世帯につき1回までとなります。
また、借家などの場合は、所有者または管
理者の承諾書が必要です。
注意事項
・器具によっては、
ビスや釘を使用するため、家具や壁に穴が開きます。
・取り付ける際、家具や壁の補強、大幅な家具の移動は行いません。
・部屋の構造や家具の配置によっては、取り付けできない場合があります。
・器具の取付けを行った家具が転倒するなどの事故が発生した場合でも、市と取
付事業者は一切の賠償責任を負いません。
▶詳細は、お問い合わせください。
高齢者支援課 ☎（62）3219

い︑必要書類を千葉県電子

家具転倒防止器具の取り付けを市で行います

営協議会

市では、第7期介護保険事業計画に基づき、市内で指定地域密着型サービス事
業所（小規模多機能型居宅介護事業）
を整備・運営する事業者を募集します。
募集数 1事業者
応募方法 袖ケ浦市地域密着型サービス事業所募集要項（小規模多機能型居宅
介護事業）に基づく申請書などの必要書類を、介護保険課に提出してください。
募集要項は、介護保険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。
事前協議申出書受付期間 5月21日
（月）〜6月1日
（金）午前9時〜午後4時
公募申込書受付期間 6月11日
（月）〜22日
（金）午前9時〜午後4時
※いずれも土・日曜日を除きます。
介護保険課 ☎（62）3158

自治体共同運営協議会へ送

市指定地域密着型サービス事業所（小規模多機能
型居宅介護事業）の整備・運営事業者を募集します

︵441︶
5551
☎043

募集職種 社会福祉協議会専任職員
（正規職員）
募集人数 1名
受験資格 昭和63年4月2日以降に生まれ、社会福祉主事任用資格（取得見込み
含む）
と普通自動車運転免許（AT限定含む）
を有する方
受付期限 5月18日
（金）
※申込書は、社会福祉協議会事務局で配布しています。
また、社会福祉協議会ホー
ムページからダウンロードできます。
試験日 6月3日
（日）
試験場所 社会福祉センター
採用予定日 8月1日
（水）
社会福祉協議会 ☎（63）3888
HP http://www.sodegaura-shakyo.jp

ＨＰ
http://www.e-chiba.
org/

社会福祉協議会の職員を募集します

付してください︒

山口 幹雄 氏

詳細は︑千葉県電子自治

このたび、3月26日付けをもちまして任期満了により副市長を退
任いたしました。平成22年の就任以来、8年間にわたり副市長とい
う重責を全うすることができましたことは、市民の皆様の心温まる
激励とご協力の賜物と深く感謝申し上げる次第でございます。
今後も袖ケ浦市の限りない発展と市民の皆様のご健勝を祈念
申し上げまして、退任のあいさつといたします。

体 共 同 運 営 協 議 会 ホ ーム

副市長退任あいさつ

２０１８年（平成３０年）4 月１５日
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建設工事表彰制度を創設しました
市では、建設業者の施工意欲増進や施工技術の向上を図るため、
平成30年度以
降に契約を締結した建設工事のうち、
その施工内容が特に優れている工事を表彰
します。詳細は、
市ホームページをご確認ください。
表彰の対象 市内に本店または支店などを置く施工業者が施工した、次の要件す
べてに該当する建設工事
・設計金額が500万円以上である
・表彰年度の前年度に完成している
・工事成績評定が優秀・優良である
管財契約課 ☎（62）2219

業務委託と物品購入などの電子入札を開始します
市が発注する業務委託と物品購入などの入札は、
これまで紙入札で執行してい
ましたが、
平成30年6月1日
（金）以降に指名した案件から電子入札に移行します。
詳細は、
千葉県電子自治体共同運営協議会ホームページをご確認ください。
▶平成30年度分の発注案件について、ICカードなどの電子入札の準備が間に合わ
ない場合は、引き続き紙入札での参加ができます。
詳細は、
市ホームページをご確認ください。
▶袖ケ浦市 管財契約課 ☎（62）2219
▶千葉県電子自治体共同運営協議会 ☎043（441）5551
HP http://www.e-chiba.org/

協会けんぽの
介護保険料率が変わります

児童扶養手当額が
変更されました

平成30年度の協会けんぽ千葉支部
の介護保険料率は、現状の1.65％から
1.57％に引き下げとなります。
また、健康保険料率は、
平成29年度
と同率の9.89％に据え置きとなります。
全国健康保険協会（協会けんぽ）
千葉支部 企画総務グループ
☎043（308）0522

平成30年8月支給分（4月以降の手
当）から金額が変更されました。
変更後 42,500円〜10,030円
（一人目）
変更前 42,290円〜9,980円
（一人目）
※児童二人目の加算額は10,040円〜
5 , 0 2 0円、三人目以降の加算額は
6,020円〜3,010円で、所得により決
定されます。
子育て支援課 ☎（62）3272

合併処理浄化槽設置事業補助金の申請を
受け付けています
市では、河川や海の汚染を防止するため、高度処理型合併処理浄化槽の設置者
に、工事費の一部を助成しています。
また、建物の増改築を伴う場合を除いて、汲み
取り便所または単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽へ設置替えをする方には、
補助金の上乗せも行っています。
対象区域 市内全域（下水道事業計画区域や、農業集落排水事業の採択を受け
た地区などを除く）
※申請をする方は、必ず事前にお問い合わせください。
申込期限 12月28日
（金）
▶設置の工事着手前に申請が必要です。当該設備を設置済み、
または設置工事中
の方は申請できません。なお、
受付は予算内で、
申込先着順です。
※詳細は、
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。
浄化槽法定検査体制が変更されました
浄化槽使用者は浄化槽法に基づき、浄化槽の法定検査（使用開始後の水質検
査と年1回の定期検査）の受検が義務付けられています。
平成30年4月より袖ケ浦市の法定検査は、
千葉県環境財団が行うこととなりまし
たので、必ず受検するようお願いします。
▶補助金に関すること 袖ケ浦市 下水対策課 ☎（62）3651
▶法定検査に関すること 千葉県環境財団 ☎043（246）2079
く

テレビなどの家電リサイクル対象品は、クリーンセンターで処分ができないものです。指定の引
取場所に持ち込んで、適正にリサイクルをしてください。
廃棄物対策課 ☎（63）1881

２０１８年（平成３０年）4 月１５日

平成30年度教育基本方針と
教育目標を紹介します

教育委員会では、第二期教育ビジョン（平成23〜32年度）を定め、
「明
日を拓く 心豊かな たくましい人づくり」を基本目標として掲げています。
「地域」
「子ども」
「市民」の三つを施策の柱として、それぞれが連携し、
基本理念である「学び つながり 支えあう」ことのできる「教育のまち そで
がうら」の実現を目指して、教育を取り巻く様々な動きや変化などを捉え、
教育の向上に努めます。
教育総務課 ☎（62）3691

教育を取り巻く様々な動きや変化などを捉え、教育の向上に努めます
地域

地域全体で子どもを育む
環境づくりの推進

1 学校・家庭・地域の連携強化による地域の教育力
の向上を図ります
・地域で学校を支援する体制づくりを推進するため、学
校支援ボランティア交流集会の開催や地区住民会議
と連携を図り、地域と一体となった学校づくりを推進
します。
・学校・家庭・地域の関係機関が連携し、学校安全パト
ロールや「子ども110番連絡所」の充実を図ります。
・放課後子ども教室は、地域住民と子どもたちの交流を
図り、
地域全体で子どもたちを育む活動を推進します。
・子どもたちが地域の伝統文化や郷土の歴史に親しむ

子ども

夢をもち心豊かな
たくましい子どもの育成

1 「生きる力」の基礎を培う幼児教育を推進します
・子どもの発達や学び、指導の連続性を視点に、幼稚
園、保育所、小学校間の職員同士の連携や子ども同士
の交流などの縦横の連携を促進します。
・市立幼稚園・保育所共通の幼児教育カリキュラムを活用
し、
市内全域で一貫性のある幼児教育を推進します。
・継続的な教育支援を行うための相談体制の充実に取
り組むとともに、子育てに関する相談体制の整備や情
報提供に努めます。
2 「生きる力」を育む学校教育を推進します
・学習指導要領を徹底しながら、
「豊かな心」
「確かな学
力」
「健やかな体」の育成に努めます。
・「特別の教科 道徳」の小学校での完全実施を支援し、
「こころのたまてばこ」やその紙芝居を活用して、道
徳教育の充実に努めます。
・社会体験活動、自然体験活動、読書活動を推進し、児
童・生徒の豊かな心を育みます。
・外国語の教科化に向け、
各学校を支援するとともに、
学
習評価について、
適正な評価ができるよう努めます。

市民

市民一人一人の
生涯を通じた学習の支援

1 生涯学習推進体制の充実を図ります
・各地域の拠点となる社会教育機関が連携し、
学習講座
やサークル活動の充実を図ります。
・市民の学習活動を支援するため、
ボランティアの養成
と活動の場の拡充を図ります。
2 人と人をつなぐ社会教育の充実を図ります
・各公民館が地域の活動拠点となり、
関係機関・団体・市
民と連携・協力しながら、
「 公民館地域連携推進事業」
を行います。
・図書館では、
ブックスタートやおはなし会など、
乳幼児
からの発達段階に応じた読書活動とボランティアの活
動を推進します。
・市民会館大ホール棟の外壁屋根改修工事と、
平川公
民館富岡分館の吊天井等耐震対策工事を行います。

学習環境を充実させ、博物館では校外学習を受け入
れ、子どもたちが身近な学びの場として活用できる学
習機会の拡充を図ります。
2 家庭の教育力の向上を図ります
・各公民館では、発達段階に応じた子育てに関する学習
の場として家庭教育学級を開催するとともに、同じ世
代の子どもを持つ保護者の交流を図ります。
・全公民館で子育てに関する講演会を開催し、保護者に
子育てに関する学習機会を提供します。
・教育相談窓口・相談体制や家庭教育に関する情報提供
の充実を図ります。
3 地域の拠点づくりを推進します
・各公民館では、
心豊かな子どもを育成するため、
自然体

験や社会体験などの様々な体験と交流の場を提供する
青少年教育推進事業を行うとともに、
関係機関や諸団
体との連携を一層深め、
事業内容の充実を図ります。
・地区住民会議を支援し、通学合宿、デイキャンプ、世代
間交流事業や子ども安全パトロールなどをとおして、
青少年健全育成活動の充実を図ります。
・総合型地域スポー
ツクラブでは、子ど
もの会員も楽しめ
るクラブとして、社
会性を育むことが
できる環 境 づくり
通学合宿の様子
を推進します。

・「小・中学校授業改善ハンドブック」を活用しながら授業
改善を推進し、教職員研修の充実や基礎学力向上支援
教員の配置により、
きめ細かな指導の充実を図ります。
・特別支援教員を配置（小学校各2名、中学校各1名）
し、指導体制の充実を図ります。また、発達障害などに
不安を抱える保護者に対して就学相談を行います。
3 社会の変化に対応する学校教育を推進します
・探究型の学力を育むため、学校図書館や「学び方ガイ
ド」を活用した指導の充実を図り、
「調べ学習」を一層
推進します。
・タブレット端末などの情報機器やコンピュータなどを
活用した授業を展開し、情報社会に主体的に参加でき
る児童・生徒を育成
します。
・外国語指導助手を
幼稚園、小・中学校
に派 遣し 、国 際 社
外国語指導助手
（ALT）
を
会に対応できる基
活用
した授業
礎を養います。
4 学校の教育力の向上を図ります
・様々な機会を通じた研修を行い、教職員の指導力向上

に取り組みます。
・幼稚園・小学校・中学校の連携を推進し、相互授業参観
や教育課程の創意工夫に努めるとともに、校務支援シ
ステムを導入し、業務改善を進めます。
・学校関係者評価を行い、積極的に公開するなど、学校
運営の改善を進めます。
5 安全・安心で質の高い教育環境を整備します
・奈良輪小学校と蔵波小学校校舎の増築工事を行い
ます。
・蔵波中学校武道場の吊天井等耐震対策工事と、昭和
中学校校舎の外壁屋根改修工事を行います。
・昭和小学校と平岡小学校校舎のトイレ改修工事を行
います。
・安心して給食を食べることができるように、アレル
ギーの原因となる食物を除去した給食を提供します。
・スクールサポーターによる学区のパトロールや安全
マップの作成・活用を継続して行い、子どもの安全確
保に努めます。
・経済的理由により、就学が困難な児童・生徒の保護者
に対して援助を行い、高校や大学などへの就学が困難
な学生には、奨学金貸付制度による支援を行います。

3 地域に根ざす文化・芸術活動を推進します
・芸術文化の向上に資する団体に対して後援を行い、
芸
術文化に触れる機会の充実を図ります。
・学校音楽鑑賞教室を開催し、
音楽に対する豊かな感性
を育みます。
4 郷土の歴史と文化の保存・継承に努めます
・文化財基礎調査を引き続き行い、
重要性の高いもの
は、
市の文化財の指定や保護を図ります。
・国史跡指定となった山野貝塚の保存・整備活用の基礎
となる計画書の策
定を進めます。
・市指定文化財であ
る「旧進藤家住宅」
の茅 葺 屋根の全面
葺き替えなどの改
旧進藤家住宅改修見学会
修工事を引き続き

行います。
・地域に伝わるお囃 子や神楽を継承する団体によるイ
ベント
「袖ケ浦の郷土芸能」を開催します。
・市民学芸員などのボランティアとの協働による博学連
携事業・教育普及事業の充実を図ります。
5 ライフスタイルに応じたスポーツ・レクリエーショ
ン環境の充実を図ります
・市民誰もが生涯にわたり、
スポーツ・レクリエーション活
動に親しめる環境の充実を図ります。
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機
運醸成に向けて、
スポーツを「する」
「観る」
「支える」の
3つの観点での取組みを推進します。
・陸上競技場階段部分の耐震補強工事、
観覧席の改修、
放送設備の更新、
トイレの洋式化などの施設整備を推
進します。

か や ぶ き

袖ケ浦市学校支援職員任用式

学校支援ボランティアを募集

力を合わせ学校教育の充実を目指します

市内各小・中学校の活動
をサポートしていただける
保護者や地域の方、団体・
企業などを募集しています。
なお、問合せと申込は、希望
する小・中学校へ直接ご連
絡ください。
学習支援（読み聞かせ）
主な支援内容
環境支援 図書整理、花壇整備、除草作業、樹木の剪
定、
修理修繕
学習支援 職業・戦争体験の話、読み聞かせ、
体験活動
（調理、裁縫、
書道などの補助）、定期テストに向けた補
習の学習補助（中学校）
安全支援 登下校時のパトロール
部活動支援 学校の部活動への協力
▶各小・中学校
▶学校教育課 ☎（62）3727

市教育委員会では、3月27日、
市学校職員任用式を
行いました。今回、任用された職員は、児童・生徒の
学習や学校生活への支援、読書活動・相談活動・外
国語教育の充実、
学校事務の円滑な執行などを目的
に、
市独自の雇用職員として市内小・中学校に配置し
ます。これにより、様々な専門職員が子どもたちの指
導・支援をきめ細やかに行っていきます。
平成30年度市雇用職員
・基礎学力向上支援教員
（12名）
・特別支援教員
（19名） ・読書指導員
（13名）
・外国語指導助手（8名） ・心の相談員
（5名）
・事務補助員
（15名）
・小学校スクールカウンセラー（7名）
学校教育課 ☎（62）3727

お詫びと訂正

せ ん

て い

は

や

し

小・中学校体験活動支援
ボランティアを募集
市では、小学5年生と
中学2年生を対象に、自
然の中での生活体験や
困難体 験をとおして、感
動する心や協調性、思い
体験活動（魚開き）
やり、
自主性などを培い、
心豊かなたくましい児童・生徒を育成するために、小・
中学校体験活動推進事業を行っています。
今回、2泊3日の体験活動に同行し、登山や野外活
動など、児童・生徒の活動を支援いただける方を募集
します。
定員 各学校で若干名（1校のみの参加もできます）
申込期限 5月14日
（月）
▶日程などの詳細は、お問い合わせください。
学校教育課 ☎（62）3727

本紙3月15日号2面に掲載した「公立保育所の臨時保育士・看護師を募集します」の記事で、勤務形態「保育士 時間外」の勤務時間に誤りがありました。
保育課 ☎（62）3276
正しくは、次のとおりです。お詫びして訂正します。 正 午前7時30分〜9時
誤 午前7時〜9時
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公民館主催

講座・セミナーの受講生を募集します

市民会館・公民館では、地域の方や市民の皆さんを対象とした様々な講座・セミ
ナーを開催しています。自分自身や地域、健康、環境のことについて、学習をしなが
ら仲間づくりをしてみませんか。
各講座の詳しい内容は、各館へお問い合わせください。
申込先（場所）

講座・セミナー名

注意事項
・往復はがき（1講座につき一名）での申込は、講座名・住所・氏名・電話番号を
記入し、送付してください。
・申込多数の場合は、抽選となります。
・材料費などが必要な場合は、各自負担となります。

内容

期間（回数）

創作活動や体験活動を豊富に取り入れ、学級生
の交流を深める楽しい活動です。

5月〜1月（8回）
主に土曜日

健康など日常生活での身近な課題について学習
しながら、地域の仲間づくりをします。

6月〜1月（7回）
主に平日の午前

昭和ふれあい教室

生きがいのある高齢期を過ごすため、健康など
の身近な課題を取り上げ、仲間づくりの場とし
ます。

5月〜2月（8回）
主に平日の午前

子どもクラブ

体験学習をとおして、自然・文化への理解と関心
を深めるとともに、仲間づくりの場とします。

5月〜2月（7回）
主に土曜日

子ども
チャレンジ教室

市民会館
〒299−0262
坂戸市場1566 女性セミナー
☎（62）3135

平川公民館
〒299−0236
横田115−1
☎（75）2195
Eメール sode61@
city.sodegaura.
chiba.jp

日常生活の中で役立つ健康づくりなどをテーマ
に学習し、仲間づくりをします。
様々な植物の栽培方法や手入れなどについて
園芸講座
学習し、暮らしの中で花と緑を楽しむとともに、
仲間づくりをします。
調理や市内外の話題のスポット巡りなどを行
ユースカフェ
い、若い世代の自然な出会いの場と気軽な交流
の場を作ります。
うぐいす（高齢者） 学習や交流活動を通じて、健康で楽しく生きが
学級
いのある生活づくりを目指します。
庭木の手入れ入門
基本的な庭木の手入れを学びたい方を対象に、
講座
実技を交えて学習します。
日常生活の中で役立つ食や健康づくりなどをテ
女性セミナー
ーマに学習し、仲間づくりをします。
料理や軽スポーツなどを通じて交流を図り、よ
男性セミナー
りよい地域コミュニティづくりを目指します。
健康づくりのための学習や、自宅でもできる運
健康生き生き塾
動をしながら、講座生同士の交流を図ります。
女性セミナー

5月〜2月（7回）
5月〜2月（4回）

対象

申込方法・申込期限
電話または窓口
※昭和小・奈良輪小の児童は、学
昭和地区の
40名
校を通じたチラシの配布も行い
小学4〜6年生
ます。
5月14日（月）
往復はがき
昭和地区の成人女性
40名
4月28日（土）消印有効
電話または窓口
※昭和地区のシニアクラブの運営
昭和地区の60歳以上
100名
委員を通じた募集も行います。
5月7日（月）
・中川小・平岡小の児童は学校
中川･富岡･平岡地区の
30名 ・その他の児童は電話または窓口
小学4〜6年生
5月1日（火）
中川･富岡 地 区の成 人
往復はがき
30名
女性
5月1日（火）消印有効
市内の成人

6月〜12月（5回） 市内在住・在勤の
主に土曜日
20〜40代の男女
6月〜2月（7回） 中富・鹿島地区の
主に木曜日
60歳以上
5月〜11月（5回）
市内の成人
土曜日

定員

30名

往復はがき
5月1日（火）消印有効

20名

電話、電子メール、または窓口
5月1日（火）

地区責任者、電話、または窓口
5月1日（火）
電話、電子メール、または窓口
15名
5月1日（火）
往復はがき
5月〜1月（8回） 長浦地区の成人女性
50名
4月28日（土）消印有効
6月〜12月（6回）
往復はがき
市内の成人男性
30名
主に土曜日
5月7日（月）消印有効
長浦公民館
40〜70歳代
往復はがき
〒299−0243
5月〜11月（5回）
30名
（長浦地区優先）
4月28日（土）消印有効
蔵波513−1
☎（62）5713
往復はがき
長浦地区の60歳以上
30名
4月23日（月）消印有効
長浦さわやか
健康で明るい高齢期を過ごすために、心身の健
5月〜2月（10回）
スクール
康に関する学習や、人と人との交流を行います。
長浦地区のシニアクラ
長浦地区のシニアクラブの運営委
220名
ブ会員
員を通じた募集を行います。
食や健康などの生活に役立つ教養を中心に、仲
5月〜2月（7回） 成人女性
往復はがき
女性セミナー
間と楽しく過ごしながら、ワンランク上の自分を
24名
主に平日の午前 （根形地区優先）
5月1日（火）消印有効
目指します。
5月〜2月（10回）
水彩画の基本的な知識・技術の習得を目的とし
往復はがき
主に第4土曜日の 市内在住・在勤
15名
根形公民館 成人絵画教室
た初心者向けの教室です。
5月1日（火）消印有効
午前
〒299−0255
健康や軽スポーツ、教養・エンターテイメントな
下新田1277
根形ニコニコ教室
5月〜2月（10回）
電話または窓口
ど、盛りだくさんの内容で、高齢者の皆さんの
根形地区の60歳以上
70名
☎（62）6161
（高齢者学級）
主に平日
5月1日（火）
日常をニコニコ笑顔で満たします。
神社やお寺・石造物など、地域に残る様々なも
5月〜2月（7回） 市内在住・在勤
往復はがき
地域再発見講座
のに歴史や意味を探し、記録を未来へ伝える活
20名
主に土曜日の午後 （根形地区優先）
5月1日（火）消印有効
動をします。
世界の多様な文化や習慣、科学技術の体験な 7月〜2月（6回）
平岡公民館 ひらおか
市内小学校
電話、電子メール、または窓口
20名
ど、様々な分野の知識を楽しく学習する機会を 主に土・日曜日の
〒299−0211 子ども教室
４〜６年生
4月30日（月）
提供します。
午前
野里1563−1
電話または窓口
☎（75）6677 わくわく女性倶楽部 食や健康など、女性としての知識や教養を高め 5月〜2月（8回） 成人女性
30名
る講座を行いながら、仲間づくりをします。
（平岡地区優先）
4月30日（月）
Eメール sode64@
city.sodegaura. ひらおか
健康で潤いのある生活実現のため、軽スポーツ
60歳以上
電話または窓口
5月〜2月（9回）
50名
chiba.jp
シニアセミナー
や健康講座を通じて、仲間づくりをします。
（平岡地区優先）
4月30日（月）
50名

▶各館の「幼児家庭教育学級」は本紙5月1日号に、平岡公民館の「国際理解セミナー」は本紙9月1日号に、長浦公民館の「お正月飾りづくり講習会」と「初級パソコン講座」は本
紙12月1日号・12月15日号に掲載する予定です。また、市民会館の「働きざかりの男塾」「親業訓練入門講座」「舞台コーディネーター養成講座」と、平川公民館の「ものづくり講
座」は8月頃に、長浦公民館の「ながうら雑学塾」「環境講座」は9月〜10月頃に、本紙へ掲載する予定です。
なお、長浦公民館の「わんぱく教室」は、長浦地区の小学校を通じて募集チラシを配布します。

動物愛護事業に参加しませんか
場所はすべて千葉県動物愛護センター（富里市御
料）です。各事業の詳細は、
千葉県動物愛護センター
にお問い合わせください。
犬のしつけ方教室 基礎講座（要申込・無料）
日時 5月8日
（火）、6月7日
（木）午前10時〜正午
定員 20組（申込先着順）
犬のしつけ方教室 実技講座（要申込・有料）
日時 5月12日
（土）、6月9日
（土）午後1時〜3時
定員 3組以上10組まで
パピークラス
（要申込・無料）
日程などは、
問い合わせ後に調整して決定します。
一般譲渡会（無料）
日時 4月28日
（土）、5月10日
（木）
・24日
（木）、6月9日
（土）
・28日
（木）午前10時〜正午
飼い主さがしの会（要申込・無料）
日時
5月12日
（土）、6月2日
（土）午前10時〜11時30分
千葉県動物愛護センター ☎0476（93）5711

緑のカーテンに挑戦してみませんか
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？
緑のカーテンコンテストを開催します
写真と報告書による書類審査を行い、優秀作品に記
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ただける家庭ま
たは事業所
応募方法 報告書を作成し、郵送または持参してくださ
い。報告書の様式は送付しますので、
電話、FAX、
また
は電子メールでお知らせください。
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 9月14日
（金）

注意事項 応募写真と提出物の諸権利は市に帰属しま
す。
また、
写真などの提出物は返却しません。
緑のカーテン作り講習会を開催します
受講者にはゴーヤの苗（2株）
をプレゼントします。
日時 5月12日
（土）午前10時〜11時15分
場所 農業センター
定員 25名（申込先着順）
申込方法 環境管理課へ電話で申し込んでください。
ゴーヤの苗を無料配布します
ゴーヤ苗を一人2株配布します。
日時 5月12日
（土）午前11時30分〜正午
場所 農業センター
定員 50名（申込先着順）
申込方法 環境管理課へ電話で申し込んでください。
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 環境管理課
☎（62）3404 FAX（62）7485
Eメール sode17@city.sodegaura.chiba.jp
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のびっこ教室を開催します
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名画鑑賞会「名もなく貧しく美しく」
戦争末期から終戦後までの困難な時代を生き抜いた
夫婦の姿を、感動的に描いた作品です（1961年制作）。
脚本・監督 松山善三
出演 高峰秀子、小林桂樹、草笛光子、加山雄三 ほか
日時 4月25日
（水）午前10時〜12時10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 字幕なし
長浦おかのうえ図書館

全国チャレンジ・ザ・ゲーム大会普及審判員養
成講習会
ロープ、スティック、
ボールを使用し、記録にチャレンジす
る全国チャレンジ・ザ・ゲーム大会を開催できる普及審判
員養成講習会に参加しませんか。
日時 4月29日
（祝）午前9時45分〜正午
受付 午前9時30分
場所 根形公民館 多目的ホール
対象 どなたでも
定員 20名（申込先着順）
参加費 一人1,000円（登録料・資料・保険代）
申込方法 はがき、電話、
またはFAXで、住所・氏名・電
話番号をお知らせください。
申込期限 4月26日
（木）
※定員に空きがある場合は、当日参加もできます。
レクリエーション協会（社教連協事務局内）

卓球 フレンドリー混合ダブルス大会
日時 5月26日
（土）午前9時〜
場所 臨海スポーツセンター
種目 ダブルス1部・2部（初心者）
対象 市内在住・在勤・在クラブ・在学の、
高校生以上の方
参加費 一人700円（当日集金）
申込方法 FAXで、
申込代表者の氏名・住所・電話番
号・参加者氏名をお知らせください。
申込期限 5月8日
（火）
社協連協事務局
体育協会 卓球専門部 松原
☎090（4240）2908（19：00〜21：00）

伝統工芸保存会 凧揚げ大会

子どもるーぷ袖ケ浦団体設立25周年記念

むすび座公演「アラビアンナイト」

ファミサポ説明会を開催します
〜地域の子育てに参加しませんか？〜

黒津 正美
石田 嘉江
阿部 洋子
光子
勝子

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）
「金森博介」絵画作品展示

農地の取得や貸借などをするための要件の確認や経
営実態証明書の発行などをする際は、農業経営に関する
基本的な情報を事前に更新する必要があります。
所有する農地や農機具、従事者や従事日数などに変
更がある場合は、農業委員会に申し出をお願いします。
農業委員会事務局 ☎（62）3918

板垣

地域で子育て相互援助活動を行うファミリーサ
ポートセンター（ファミサポ）では、
子育ての支援をして
みたいという方を対象に説明会を開催します。
支援の内容は、
自宅での子どもの預かりや保育所
への送迎など、
一時的な子育て支援です。
期日 4月26日
（木）
時間 午前10時30分〜正午、
午後1時30分〜3時
※いずれか都合のいい時間に申し込んでください。
場所 そでがうらこども館 多目的室
対象 市内在住の満20歳以上で、
心身ともに健康な方
申込方法 電話またはFAXで申し込んでください。
申込期限 4月25日
（水）
ファミリーサポートセンター（そでがうらこども
館内）
☎・FAX（64）3115（月〜土の9：00〜16：30）

農業経営の状況に変更がある場合は
申し出をお願いします

御宿の海の碧さや吊し雛
小豆粥母の面影ふつふつと
紅梅や土の波打つ野球場

今回の「子どもるーぷまつり」では、大人も楽しめ
るダイナミックな人形劇「アラビアンナイト」を上演し
ますので、ぜひお越しください。
日時
7月22日
（日）午後2時〜3時30分（１時30分開場）
場所 市民会館 大ホール
前売り入場券（全席自由）
・大人 2,000円（2,500円）
・3歳〜18歳 500円（1,000円）
※2歳以下のお子さんは無料で、カッコ内は当日料金
となります。なお、未就学児は保護者の同伴が必要
です。
前売り入場券販売場所
子どもるーぷ袖ケ浦事務所、かたくり
（福王台）、
あすみ堂（のぞみ野）、
シマムラ文具（長浦駅前）
子どもるーぷ袖ケ浦
☎・FAX（63）2850（月・水・金の10：00〜15：00）

スマートダイエット教室
「賢く食べる」
「適度な運動」のヒントをお伝えしま
す。健康的なダイエットを一緒に勉強・実践しましょう。
場所 ガウランド 1階研修室
対象 おおむね20歳〜69歳の方
※妊娠中、
または妊娠の可能性がある方はご遠慮く
ださい。
定員 20名（申込先着順）
受講料 6,000円
▶資料代・検査費用として、別途8,000円程度の自己
負担があります。
申込期限 5月26日
（土）
教室（全11回）
期日 6月2日〜8月18日の土曜日 ※8月11日を除く
時間 午後7時〜8時
測定会
日時 8月25日
（土）午前9時〜
返却会
日時 9月8日
（土）午後7時〜
ガウランド（袖ケ浦健康づくり支援センター）
☎（64）3200

バレンタイン父の遺影にチョコレート 石井

里山に囲まれた段々田んぼで、
のんびりと田植えの体
験をしてみませんか？
日時 5月12日
（土）
・13日
（日）午前10時〜午後4時
※雨天中止
場所 上総自然学校（袖ケ浦市川原井）
対象 どなたでも
定員 20名（申込先着順）
参加費 大人2,500円、小学生1,000円（保険代 ほか）
※未就学児は無料となります。
申込期限 5月6日
（日）
上総自然学校 町田 ☎（75）7414 FAX（75）7630

3月15日から、
中央図書館と長浦おかのうえ図書館
のインターネット端末で、国立国会図書館が配信する
「歴史的音源」が利用できるようになりました。
「歴史的音源」とは、1900年初頭から1950年頃ま
でに国内で製造されたSP盤と金属原盤などに収録
された約5万点の音源を、歴史的音盤アーカイブ推進
協議会（HiRAC）がデジタル化したものです。
聴くことができるタイトルは、国立国会図書館の歴
史的音源サイト内で確認できます。
利用する場合は、袖ケ浦市立図書館の「資料利用
券」が必要となります。なお、
ヘッドフォンは図書館で用
意しています。
なお、複製やダウンロードはできません。
詳細は、お問い合わせください。
▶中央図書館 ☎（63）4646
▶長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046
HP http://rekion.dl.ndl.go.jp/

対象 次のいずれかに該当し、過去に肺炎球菌予
防接種を受けていない方
・平成31年3月31日時点で、年齢が65歳、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる
・接種日に60歳〜64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障
がい（身体障害手帳1級相当）がある
※今年度の対象の方には、4月上旬に通知を発送しま
したので、
ご確認ください。
接種期間 平成31年3月31日
（日）
まで
接種方法 希望する方は、通知に同封している申請
書を市に提出し、
予診票を受け取り、
事前に協力医
療機関に予約して接種を受けてください。
提出場所 健康推進課、
ひらかわ健康福祉支援室
（平川公民館1階）、
ながうら健康福祉支援室（長
浦おかのうえ図書館1階）
自己負担金 2,500円
※生活保護世帯の方と東日本大震災により市内に避
難している方の自己負担金は、全額免除となりま
す。なお、事前に手続きが必要になりますので、お
問い合わせください。
持ち物 予診票、
健康保険証、
接種費用と、
65歳未満
の方は身体障害者手帳を併せて持参してください。
健康推進課 ☎（62）3172

耳鳴りも加齢と言ふか春の雨

上総自然学校 谷津田の田植え

国立国会図書館「歴史的音源」
配信提供サービスを開始しました

高齢者の肺炎球菌感染症
予防接種を行います

喜んで下さる友の多い幸
進藤まつ子
いいばあちゃん言われ無理する熨斗袋 森園 信子
有難く友の鋭い苦言聞く
中村美代子
年毎に生活の知恵溢れ出す
中嶋 常葉
突っ込みにぼけで応じる知恵比べ 岩田 忠勝

事前申込は不要です。当日、会場まで直接お越しくだ
さい。
なお、当日は参加者の中から先着100名にミニ角凧
を無料配布します。配布終了後は、1枚500円で販売し
ます。
日時 4月29日
（祝）午前10時〜午後2時
※雨天の場合4月30日
（月）
に順延となります。
場所 袖ケ浦海浜公園
新規会員を随時募集しています
活動日時 第1・3水曜日の午前9時30分〜午後3時
活動場所 平川公民館
会費 年2,000円
・ 伝統工芸保存会 山本 ☎090（5760）6988

のびっこ教室で、遊びを楽しみながら、
日頃の子育
ての様子や悩みについて話をしてみませんか？
また、
子どもの心の発達や接し方などについて、心
理士から話を聞くこともできます。
期日 5月17日
（木）、6月7日
（木）、
7月19日
（木）、8月7日
（火）、9月6日
（木）、10月16日
（火）
※教室は全6回の1コースです。
時間 午前10時〜11時45分
場所 保健センター
対象 2歳〜3歳のお子さんと、
その保護者
定員 10組（申込多数の場合は抽選）
※抽選結果は、後日郵送で通知します。
申込方法 市ホームページの申込フォーム、
はがき、
または封書で、住所・お子さんの氏名と生年月日・
保護者の氏名・電話番号をお知らせください。な
お、
申込は一人１回までとなります。
申込期限 4月27日
（金）必着
〒299−0292（住所不要）
袖ケ浦市役所 健康推進課 ☎（62）3172

期間 5月1日（火）〜12日（土） ※初日は午後1時から。最終日は午後3時で終了。
長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046

２０１８年（平成３０年）4 月１５日

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
平日8:15または
そでがうらタウン情報
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

4月

当番医
診療科目 電話
袖ケ浦さつき台病院 内科
15日
（62）
1113
〔長浦駅前5-21〕
22日

こいで胃腸科内科
〔蔵波台6-1-5〕

29日

外科
Kenクリニック
内科 （64）
0211
〔蔵波台6-19-1〕 小児科

30日

内科
蔵波台ハートクリニック
（63）
5100
〔蔵波台5-17-2〕 循環器科

外科
（60）
7451
内科

※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
4月15日〜21日
4月22日〜26日
4月27日
4月28日
4月29日
4月30日

工事店・電話（9：00〜17：30）
田辺設備
（75）
5001
大久保
（62）
5111
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
4月23日（月）〜28日（土）の各地区指定日

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 4月16日〜5月1日
●固定資産税・都市計画税 1期
納税課 ☎（62）2653
―納期内納付を心がけましょう―

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
この春に市民会館から異動して、広報を担
当することになりました。その時にお 世 話に
なった皆さんをはじめ、読んでくださる皆さ
んの顔を思い浮かべながら一生懸命つくって
いきたいと思います。よろしくお願いします！
（S.Y）

鯉のぼりが大空を舞います

市内施設見学バスツアーを開催します
私たちの飲む水はどこからきて、どこへいくのか
市では、市政の見える化の取組みの一環として、市内施
設見学バスツアーを行っています。
今年度の第1回目は、君津地域の水道事業の統合広域
化を前に、
「私たちの飲む水はどこからきて、どこへいくの
か」と題して開催します。
市外へも足を伸ばして、広域で取り組んでいる水道事業
の施設を見学します。ぜひ、ご参加ください。
日時 6月7日（木）午前9時〜午後3時30分
集合・解散場所 袖ケ浦市役所
コース（予定） 大寺浄水場（木更津市）→昼食（食堂な
じみ）→永吉浄水場→終末処理場
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 30名（応募者多数の場合は抽選となります）
参加費 無料（ただし、昼食代として一人1,080円が必要）
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 5月10日（木）必着
※抽選結果は、後日郵送します。
秘書広報課 ☎（62）2465
Eメール koho@city.sodegaura.chiba.jp

大空に鯉のぼりを揚げる会が、横田地区の中川橋付近で、
鯉のぼりを揚げます。
たくさんの鯉のぼりが小櫃川の上空を雄大に舞います。
ぜひ、ご覧ください。
期間 4月29日（祝）午後〜5月6日（日）午前（予定）
場所 小櫃川中川橋（国道409号）付近
市観光協会 ☎（62）3436

根形公民館 作って、使って、楽しい陶芸

かずさの国 凧あげフェスタを開催します

陶芸教室の参加者を募集します

千葉県内の大凧がゴールデンウィークの袖ケ浦に大集
合します。
参加費は無料ですので、
ぜひお越しください。
日時 5月4日
（祝）
午前10時〜午後3時
※雨天の場合は、
5日
（祝）
または6日
（日）
に順延します。
場所 袖ケ浦海浜公園
内容 県内の凧保存会による凧あげ競演
（午前11時40分〜
午後1時30分）、各自凧あげにチャレンジ
（午後1時30分
〜3時）
※凧あげの指導は、随時受け付けます。
また、正午よりミニ
袖凧を1枚200円で販売します
（なくなり次第終了）。
主催 かずさの国 凧あげフェスタ実行委員会
郷土博物館 ☎
（63）0811

期日 第1・3水曜日
（年間20回）
※初回は5月16日
（水）
に開催します。
時間 午後1時〜3時30分
場所 根形公民館 2階アトリエ
対象 市内在住または在勤の方
定員 16名
（申込多数の場合は抽選）
参加費 年12,000円
※別途、
粘土代で2,500円程度が必要です。
申込方法 往復はがきに、
住所・氏名・電話番号を記入し、
郵送してください。
申込期限 4月27日
（金）必着
〒299−0255 下新田1277
根形公民館「陶芸教室」係 ☎（62）
6161

平成30年度

体育振興課 ☎（62）3791
臨スポ…臨海スポーツセンター

主なスポーツイベント

開催日（予定）

大会行事
場所
春季千葉県高等学校野球大会
市営野球場
第8ブロック予選
4／28（土）〜5／4（祝）春季千葉県高等学校野球大会
市営野球場
関東サッカーリーグ1部公式戦（ボン
5／5（祝）
陸上競技場
ズ市原 VS さいたまSC）
6／3（日）
パワーリフティング関東ブロック大会 臨スポ
市スポーツ・レクリエーション祭（ソフト 臨スポ
6／17（日）
バレーボール・グラウンドゴルフ大会） 市営野球場
市主催スポーツ教室（卓球講習（体験）会）臨スポ
6／23
（土）
なでしこリーグ2部カップ戦（オルカ
6／24
（日）
陸上競技場
鴨川FC VS スフィーダ世田谷FC）
6／30（土）〜7／1（日）高等専門学校関東大会 硬式野球の部 市営野球場
関東サッカーリーグ1部公式戦（ボン
7／8（日）
陸上競技場
ズ市原 VS 東京U）
7／12（木）〜19（木）
全国高等学校野球選手権大会
市営野球場
※14日・15日を除く
全国高等学校軟式野球選手権大会
7／24（火）〜26（木）
市営野球場
南関東地方予選千葉県大会
プロ野球イースタンリーグ（千葉ロッテ
8／18（土）
市営野球場
マリーンズ VS ヤクルトスワローズ）
秋季千葉県高等学校野球大会
8／21
（火）〜26（日）
市営野球場
第8ブロック1次予選
9／7（金）〜11（火） 秋季千葉県高等学校野球大会 2次予選 市営野球場
4／10（火）〜15（日）

開催日（予定）
大会行事
9／22
（土）〜29（土） 秋季千葉県高等学校野球大会

場所
市営野球場

9／30
（日）

市民体力測定会

長浦小学校
体育館

10／6
（土）〜8
（祝）

全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 市営野球場

10／14（日）

臨スポフェスティバル

臨スポ

10／21（日）

ちばアクアラインマラソン2018

袖ケ浦・木
更津市内

10／28（日）

全日本テコンドー選手権 東日本地区
大会

臨スポ

11／3
（祝）

千葉県なぎなた大会

臨スポ

11／24（土）〜25（日）

市営野球場
千葉県秋季大学ソフトボール選手権 （男子）
大会
百目木公園
（女子）

H31.1月

市マラソン大会
陸上競技場
※詳細は決定次第、本紙などでお知ら
（予定）
せする予定です。

H31.2／24
（日）

市主催スポーツ教室（障がい者スポー
臨スポ
ツ講習（体験）会）

H31.3／10
（日）

ウォーキングフェスタ2019in袖ケ浦

ゴールデンウィークのごみ・資源の収集
期日
ごみ・資源物
粗大ごみ
自治会資源回収
4／28
（土）
通常
通常
通常
4／29
（祝）
休み
休み
休み
4／30
（月）
休み
休み
休み
5／1
（火）
通常
通常
通常
5／2
（水）
通常
通常
通常
5／3
（祝）
休み
休み
休み
5／4
（祝）
通常
持込のみ可
通常
5／5
（祝）
通常
持込のみ可
通常
5／6
（日）
休み
休み
休み
5／7
（月）
通常
通常
通常
▶5月4日（祝）は金曜日の区分で、5月5日（祝）は土曜日の区分で収
集を行います（粗大ごみ戸別収集は行いません）。土曜日または祝
日にごみを持ち込む場合は、平日のうちに予約をお願いします。持
込の受付時間は、午前9時〜11時30分、午後1時〜4時です。
▶廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）☎（63）1881
▶クリーンセンター予約ダイヤル ☎（63）1000

■親子deオペラ鑑賞デビュー「美女と野獣物語」

※市体育協会各専門部が主催する大会など除く

百目木公園
ほか

インデックス

平成30年度予算
施政方針の概
副市長退任あいさつ／建
要と主な事業
教育基
設工事表彰制度を創設しました
本方針と教育目標／小・中学校体験活動支援
ボランティアを募集／学校支援ボランティアを
公民館主催の講座・セミナーの受講
募集
生を募集／緑のカーテンに挑戦してみません
パートナー＆イベント・ガイド／のびっ
か
こ教室を開催／高齢者の肺炎球菌感染症予
防接種を行います／スマートダイエット教室

日曜日の住民票などの
証明書交付窓口開設日
4/22・5/13・5/27

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。
TM

日時 5月13日（日）午後2時開演（1時開場）
場所 市民会館 大ホール
入場料 大人1,500円、子ども（小学生以下）1,000円
市民会館 ☎（62）3135

