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予算総額
うち一般会計

2019年度 当初予算をお知らせします
2019年度は、現行総合計画の最終年度と
して、各施策における必要な取組みを展開
し、これまでの成果をしっかりと市民に還元
するとともに、市のさらなる発展を目指し、
2020年度を初年度とする新しい総合計画へ
と着実につなぐ必要があります。
本年度の予算編成には、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、
『成果を踏まえ、新たな時代へつなぐジャ
ンプ予算』
と名付けました。
具体的には、袖ケ浦駅海側地区のまちづく
りの効果を市内全域に波及させる施策の展
開、新たな小規模保育事業への支援や放課後
児童クラブの拡充、椎の森工業団地の整備完
了による早期操業と雇用促進への支援、地域
コミュニティの活動と連携を促進するため
の取組みを行います。
さらに、2019年度は次期総合計画の策定
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※水 道事業は、2019年度より君津地域4市（袖ケ浦・木更津・君津・富津）で統合広域化しまし
た。

市民1人当たり・1世帯当たりの予算額（一般会計）と負担額（市税）
1 人当たり

1 世帯当たり

予算額（一般会計）

385,219円

904,334円

負担額（市税）

213,216円

500,542円

37.0％

教育費

31億3,689万円

総務費

11.0％

12.8％

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
（市民会館外壁屋
根改修事業、総合運動場等管理工
事、山野貝塚保存活用事業）
30億3,718万円
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務、戸籍関係事務、選挙、統計調査費
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（庁舎整備事業、防災行政無線整
備費、市民協働推進事業）

主な目的別予算額の推移

※基礎となる数値
人口63,704人、世帯数27,136世帯（H31.4.1住基人口）

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日
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建設事業（南袖延伸）、橋梁長寿命
化修繕事業、三箇横田線建設事業）
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※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。
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各種健診、予防接種、ごみ処理、環境保全対
策費 など
（予防接種事業、ごみ処理事業、住
宅用省エネルギー設備等設置補助事業）
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一
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4.9％

13億2,298万円

一般会計と各特別会計の予算額
2019年度当初予算額 平成30年度当初予算額

議会費

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）
消防費

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）

4億8,197万円
2.0％

1億258万円

公債費

衛生費

※単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
※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

商工費

2.6％

市の借入金
（市債）
の返済

繰越金
3億円 1.2％ 越されるお金

県支出金
15億9,641万円
6.5％

6億3,425万円

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）

一 般 会 計 内 訳

地方消費税交付金
11億2,100万円 4.6％

◆重点的に取り組む3つの施策
①総合計画および未来をひらく袖ケ浦創生プランの総仕上げ
②協働事業の更なる推進と地域力の強化
③新たな時代へつなぐ取組みの展開
◆施策分野における取組み
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、
本紙2・3面で紹介しています。

さ ん や

貸付金の返還金、受託事業収
入、雑入 など

373億1,300万円
245億4,000万円

成果を踏まえ、新たな時代へつなぐジャンプ予算

とあわせ、多くの主要計画の改定を控えてお
り、市においても新たな時代へつなぐ重要な
1年となることから、
「 将来にわたって、持続
的に発展していくまち袖ケ浦」を目指した取
組みの展開を図ります。
この他にも、業務の効率化と安定したサー
ビスを提供するため、基幹情報システムの更
新、利用者の利便性の向上を図るため住民票
などのコンビニ交付サービスの開始、高齢者
の交通事故の防止を目的とした運転免許自
主返納支援制度の創設、国史跡山野貝塚の適
切な管理・活用に向けた公有地化への取組み
を行うほか、昨年整備に着手した小・中学校
のエアコンの7月稼働を目指します。
また、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
に引き続き取り組みます。
問 財政課 ☎
（62）2404

諸収入
7億8,142万円
3.2％

2〜3面：施政方針の概要と主な事業を紹介
4面：市道川原井林線の道路改良工事が完了
5面：教育基本方針と教育目標を紹介
6面：講座・セミナーの受講生を募集
7面：イベントコーナー、市内施設見学バスツアー
8面：10連休中の業務などのご案内、緊急連絡先などのご案内
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2019 年度

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、プレミアム付商
品券事業を新たに行うほか、介護給付費等支給事業や保育児童数の増による扶助
費の増に伴い、前年度と比較して約6億円増の約91億円となり、一般会計の歳出総
額の約37％を占めています。
また、土木費は、高須箕和田線建設事業（南袖延伸）などの増加により前年度と
比較して約2億円増の約26億円となっています。
総務費は、防災行政無線整備事業や庁舎整備事業などの増加により、前年度と
比較して約1.5億円増となり、約30億円となりました。

期日
時間

4月28日、5月12日・26日 ※毎月第2・第4日曜日
午前9時～午後5時
場所 市役所1階

▶この特集は、3面から2面へ続いています。
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④豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり
幼児教育では、
「幼児教育カリ
キュラム」を活用した教育の充
実を図ります。また、幼児教育無
償化について、国の制度を踏ま
えて取り組みます。
義務教育では、整備を進めて
いる小・中学校普通教室などの
エアコンの7月稼働を目指すほ
か、昭和小学校のトイレ洋式化
特別支援教員
改修工事や昭和中学校校舎棟北
側外壁屋根改修工事を行い、快適で良好な教育環境づくりに努めます。また、市
の特色ある教育を一層推進し、子どもたちの学力向上や、地域や保護者と一体と
なって子どもたちの「生きる力」の育成に取り組みます。さらに、中学校では、生
徒の心の育成や、望ましい部活動のあり方を推進し、教職員が子どもと向き合え
る時間の確保に努めます。
生涯学習では、生涯学習ボランティアと協働し、市民の主体的な学習を一層支
援するとともに、多様化する学習ニーズの対応に取り組みます。また、市民会館
中ホール棟外壁屋根などの改修工事を行います。
文化・芸術では、国史跡山野貝塚の今後の保護・活用の基盤となる保存活用計
画を策定し、
史跡の適切な保存や管理・活用に取り組みます。
スポーツ・レクリエーション・体育では、2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会を控え、スポーツへの機運を高める振興策を推進するとともに、
障がい者福祉と連携したパラスポーツの普及を図ります。
【主な事業】
小学校施設管理事業[一部新規] 1億1,563万円
中学校施設管理事業[一部新規] 7,812万円
今年度は、
市内小・中学校の普通教室などにエアコンを設置します。
市民会館外壁屋根改修事業 9,183万円
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
としての防災機能の強化を図ります。なお、今年度は中ホールなどの改修工事を
行います。
小・中学校特別支援教員活用事業[拡充] 5,231万円
義務教育段階での発達障がいを持つ児童・生徒の学習、生活上の指導・支援を
行います。また、学力や社会性、基本的な生活習慣の定着を図るために全小・中学
校に配置している特別支援教員について、小学校に配置している教員を、児童数
増加に伴い増員し、
きめ細かな対応を行います。
山野貝塚保存活用事業 4,693万円
飯富にある国史跡山野貝塚を、市の重要な文化財として後世に伝え、その価値
を周知するため、保存活用計画を策定し、周辺の文化財などと一体化した公開・
活用を行うための基盤整備を行います。
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観光では、袖ケ浦駅海側地区の商業施設を新たな交流拠点と位置付け、観光協
会と連携した魅力発信拠点を開設するほか、観光キャンペーンの展開や、SNSな
どを活用し、市の魅力を市内外へ発信します。また、人気の収穫体験や味覚狩り
について、農業生産者と事業者との連携を支援します。
雇用では、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区進出企業などの会社説明会や、高校
生を対象とした市内企業の見学会を開催します。
【主な事業】
県営経営体育成基盤整備事業（武田川下流地区） 2,625万円
県営経営体育成基盤整備事業（浮戸川上流Ⅲ期地区） 313万円
千葉県が進める基盤整備事業に工事負担金を支出します。
産業振興ビジョン推進費[一部新規] 861万円
市内で生産された農畜産物を、飲食店などの商業者を対象としてさらに普及
拡大を図るため、今年度は専門コーディネーターを新規に配置し、流通の仕組み
づくりに取り組みます。また、これまでの取組み効果を検証したうえで、産業振
興ビジョンの見直しを行うとともに、2020年度を初年度とする後期アクショ
ンプランを策定します。
観光振興支援事業[拡充] 4,004万円
観光協会への補助金を通じて、魅力ある観光地域づくりの推進や交流人口
を増加させ、地域の活性化を図ります。今年度は、袖ケ浦駅海側地区の商業施
設に開設する「人が集う交流の場」を活用し、市の魅力を市内外へ広く情報発
信します。

⑦快適で調和のとれたまちづくり

公園・緑化では、袖ケ浦駅海側
地区の近隣公園について、魅力
ある公園となるよう整備に取り
組みます。
道路網では、高須箕和田線の
南袖延伸について、2021年度
の供用開始を目指して事業を進
めるほか、奈良輪地区の西内河
高須線や、横田地区の三箇横田
袖ケ浦駅北口交通広場
線の整備、平成通りさつき台郵
便局前交差点改良工事を行います。また、安全で円滑な自動車・歩行者などの交
通を確保するため、次期「道路網整備計画」
の策定を進めます。
公共下水道では、汚水管の耐震化や避難所へのマンホールトイレの整備を順
次進めます。
住宅では、空家対策として、適切な管理の啓発と有効活用を促進します。
このほか、地籍調査の実施に向けて、
「地籍調査基本計画」
を策定します。
【主な事業】
三箇横田線建設事業 7,767万円
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
を引き続き行います。
⑤環境負荷を減らし自然と共生するまちづくり
交差点改良事業 7,469万円
環境保全・美化では、市民や来
今年度は、平成通りのさつき台郵便局前交差点に、右折車線を設置する工事な
訪者に愛される街並みを確保す
どを行います。
るため、ポイ捨て防止のさらな
橋梁長寿命化修繕事業 7,977万円
る取組みや、市民・企業との協働
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。また、予防的な
による清掃活動と啓発に取り組
補修工事と耐震補強工事を行い、橋梁の長寿命化を図ります。今年度は、引き続
みます。また、太陽光発電設備
き南袖大橋の耐震補強補修工事を行います。
は、新たに策定する指針に基づ
高須箕和田線建設事業（南袖延伸） 3億4,012万円
き周辺環境を考慮した設置の指
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
導を図ります。さらに、次期「環
便性の向上を図ります。今年度は、
浮戸川の橋梁下部工事などを行います。
ポイ捨て防止活動ボランティア
境基本計画」の策定に取り組み
袖ケ浦駅北口交通広場整備事業[新規] 1,540万円
ます。
袖ケ浦駅北口交通広場の利便性の向上を図るため、バスシェルターを増設し
廃棄物・リサイクルでは、
「一般廃棄物処理基本計画」を見直し、さらなるごみ ます。
の減量化・資源化の推進を図ります。また、次期広域廃棄物処理施設の整備につ
⑧市民ニーズに的確に対応する信頼される行財政運営
いて、関係自治体と連携して取り組みます。さらに、県の再生土に関する条例施
行後の状況を見極めながら、
対策の強化を検討します。
財政運営では、経常経費の抑制と
【主な事業】
事務事業の効率・効果的な執行によ
住宅用省エネルギー設備等設置補助事業 1,040万円
り、健全な運営に努めます。
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
行政運営では、増大する公共施設
池システムの設置補助金を交付します。
の維持管理費用の削減に向け、施設
環境保全対策事業 884万円
ごとのあり方の検討と管理計画の
2020年度を開始年度とする次期
「環境基本計画」の策定に取り組みます。
策定・見直しに取り組みます。
また、2021年の市制施行30周年
⑥産業が調和した賑わいと活力のあるまちづくり
記念事業の実施などについて検討
農林業では、活性化に向けた新
します。
特設サイト「そでがうらアンバサダー」
規就農者・認定農業者など担い手
【主な事業】
の育成や、農地の利用集積による
シティプロモーション推進事業 864万円
効率化・安定化を推進します。ま
シティプロモーション用ポスターデザインと特設サイト「そでがうらアンバ
た、農畜産物の新たな魅力を創出
サダー」を活用し、東京・神奈川方面の子育て世代をターゲットに、羽田空港など
し、
「袖ケ浦産」ラベルの表示など
へのデジタルサイネージ広告の掲出、特設サイトへ誘導するWeb広告の実施な
認知度向上とブランド化を図り
どを通じて、市の魅力をPRします。
ます。
ふるさと納税推進事業 2,534万円
商工業では、商業者と農業生産
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
者のビジネスマッチングを進め、
定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
「袖 っ粉 ミックス」の普及拡大な
市の特産品などを送付します（関連歳入：寄附金5,000万円）。
↑
ど、
地域産業の活性化を図ります。
袖っ粉ミックス
そで

こ

休日の戸籍届出は平日に事前審査をしてください

10連休中に戸籍の届出を予定している方は、平日の開庁時間内に記入済みの届出用
問 市民課 ☎
（62）
2970
紙と添付書類を持参し、事前審査を受けてください。
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広 報

施政方針の概要と主な
事業を紹介します

施政方針とは、市長の市政経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。
今年度に市で行う「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。
問 ▶企画課 ☎
（62）
2327
▶財政課 ☎
（62）
2404
※金額は原則として1万円未満を四捨五入しています。

②協働事業の更なる推進と地域力の強化

重点的に取り組む3つの施策
①総合計画および未来をひらく袖ケ浦創生プランの総仕上げ
「総合計画」と「未来をひらく袖ケ浦創
生プラン」が最終年度を迎えることから、
これまで進めてきたまちづくりの波及効
果の展開に努めます。
特色ある子育て・教育施策は、妊娠期か
ら子育て期にわたる切れ目のない支援、
放課後児童クラブの拡充、市内全小・中
学 校 の 普 通 教 室へのエアコンの 導入な
椎の森工業団地2期地区
ど、安心して子どもを産み育てられる環境
づくりに取り組みます。また、高齢化の進行に対応するため、自主的な介護予防
の取組みの支援や、在宅医療・介護の連携に努めます。
さらに、袖ケ浦椎の森工業団地２期地区に進出する企業の早期操業と雇用促
進の支援に取り組みます。
これらを「シティプロモーション」と「市政の見える化」により、市内外に発信
し、交流人口や定住人口の増加を目指します。

協働のまちづくりの目的を具現化する「協働のまちづくり推進計画」に基づき、具
体的な仕組みづくりや取組みを進めます。
市民の地域コミュニティへの参加を促進するため、情報共有や担い手づくりを
進め、人材を有効活用できる制度の創設を図ります。また、地域コミュニティの
活動と連携を促進するため、市民交流の機会の拡大や活動事例の紹介を行い、
「地域まちづくり協議会」の設立を支援します。

③新たな時代へつなぐ取組みの展開
2020年度からの次期総合計画は、多く
の意見を反映させながら、年度内の策定
を目指します。また、都市計画に関する基
本的な方針を定めた「都市計画マスタープ
ラン」についても、次期総合計画とともに
策定します。
さらに、子育て環境の更なる充実に向け 都市計画マスタープラン策定市民委員会
た「子育て応援プラン」や、産業振興の指
針となる「産業振興ビジョン」など主要な計画についても、将来にわたって持続
的に発展していくまちを目指して改定に取り組みます。

→
齢者の交通事故の防止を目的とした運転免許返納助成制度を新たに創設します。
消防・救急では、統合した8分団詰所の整備や、平川消防署の高規格救急自動
車を更新し、体制の充実強化を図ります。
【主な事業】
①市民参加で進める住みやすいまちづくり
庁舎整備事業 1億8,728万円
市民活動では、協働のまちづく
平成30年度に選定した庁舎の整備手法と整備スケジュールに基づき、実施設
りの具体的な取組みを着実に進
計と建設工事を進めます。また、庁舎整備事業の実施に向けて庁舎整備基金に積
めます。
立てを行います。
情報化では、年度内に住民票な
防災行政無線整備費[新規] 1億2,182万円
どのコンビニ交付のサービスを開
既存のアナログ式の固定系防災行政無線のデジタル化整備工事を行います。
始します。
消防用車両購入事業・非常備車両購入事業 6,791万円
国際化では、外国人にとって暮
老朽化した平川消防署の高規格救急自動車を更新し、消防団第1・第4分団の
らしやすい情報の提供など、多文
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。
化共生の社会づくりに取り組むほ
交通安全対策事業[一部新規] 175万円
婚活セミナー
か、次期「国際化基本方針」の策定
新たに65歳以上の方を対象に運転経歴証明書の交付手数料を助成します。
に取り組みます。
小学校吊天井等耐震対策事業 4,026万円
人権教育では、
中学生を対象とした演劇による人権教室を引き続き行います。
奈良輪小学校屋内運動場の吊天井などの耐震対策工事を行います。
公共交通では、高齢者を含む交通弱者の交通利便性向上に向け、福祉施策とし
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
ての事業化を含め、
地域の特性に応じた移動手段の確保を検討します。
地域福祉では、市民一人一人が
火葬場の建設では、木更津市に整備する新火葬場について、君津地域の4市共
生きがいを持って暮らせる地域づ
同で広域的な連携のもとで取り組みます。
「第3期地域福祉
結婚への総合的な支援として、法人・団体などとの協働による出会いの場の創 くりを目指して、
計画」の策定に取り組みます。ま
出や婚活セミナーの開催などを行います。
た、消費税率の改定に合わせて行
【主な事業】
う「プレミアム付商品券」の発行に
市民協働推進事業[拡充] 322万円
今年度を初年度とする「協働のまちづくり推進計画」に基づき、地域コミュニ ついて適切に取り組みます。
子育て支援では、
「子育て世代総
ティの活性化と協働の推進を図るため、計画に位置づけた各種取組みを展開し
合サポートセンター」の運用など
ます。
認知症サポーター養成講座
による切れ目のない支援を引き続
自治振興対策事業[拡充] 394万円
地域まちづくり協議会の組織化を支援し、地域全体で課題を共有して連携し き展開します。また、民間による小規模保育事業整備を支援するほか、保育無償
た取組みを促進するとともに、協議会の運営と事業実施に必要な経費に対して 化についても国の制度を踏まえて取り組みます。さらに、次期「子育て応援プラ
ン」の策定に取り組みます。
補助金を交付します。
障がい者福祉では、相談支援事業の充実など個々に応じた支援を推進します。
バス路線整備事業 5,397万円
高齢者福祉では、高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に努めます。また、
路線バスは、路線維持に向けた支援を行うとともに、利用促進策として無料お
試し乗車などを引き続き行います。高速バスは、利便性の向上について関係機関 医療と介護の双方を必要とする高齢者に向けた、地域包括支援センターの在宅
医療･介護連携支援相談窓口における相談支援体制の強化に努めます。さらに、
との協議を継続するとともに、
利用者増加に向けて取り組みます。
認知症サポーターの自主的な活動や、認知症初期集中支援チームなどによる相
火葬場整備事業 880万円
君津地域4市共同による火葬場の整備・運営に向け、平成30年度に選定した事 談対応の強化に努めます。
保健・医療では、レディースがん検診の実施日や、検診時の保育について充実
業者と事業契約を締結し、PFI方式による火葬場整備を進めるとともに、整備が
を図ります。また、風しんワクチンの接種費用の助成を行うほか、妊産婦への支
適正に行われているか確認するために、
モニタリング業務を行います。
援に取り組みます。さらに、望まない受動喫煙をなくすための方針を確立し、必
②災害・事故・犯罪をなくす安全性の高いまちづくり
要な対策を行います。
防災では、実践的な訓練や自主
【主な事業】
防災組織の結成など、防災・減災の
プレミアム付商品券事業 3億1,820万円
仕組みづくりを進め、地域防災力
消費税率引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和すると
の向上を目指します。また、奈良輪
ともに、地域における消費を下支えするため、プレミアム付商品券の発行などを
小学校屋内運動場の吊天井などの
行います。
耐震対策工事を行うほか、防災行
放課後児童クラブ施設整備事業[拡充] 1,882万円
政無線のデジタル化更新工事に着
中川小学校の既存放課後児童クラブを増設します。また、奈良輪小学校敷地内
手します。
へ2021年度の放課後児童クラブの開設を目指し、
実施設計を行います。
防犯・交通安全では、
防犯灯の蛍
私立保育施設等整備助成事業［新規］ 1,650万円
総合防災訓練
光灯からLED灯への転換を図るほ
保護者の多様なニーズや増加する保育需要に対応するため、小規模保育所の
↑
か、
交通死亡事故が多発していることから、
警察と連携した広報啓発活動や、
高
設置運営を行う事業者に対し、整備費用の一部を助成します。

施策分野における取組み

テレビの映像が乱れる場合があります

携帯電話事業者が行う700MHz（メガヘルツ）帯の周波数を使ったシステムの運用試験に伴い、一部の家庭のテレビ映像が乱れる場合があります。
0120（700）012・☎050（3786）0700
その場合、無償で回復作業を行います。 問 700MHzテレビ受信障害対策コールセンター

をかけ、車道の
車線化と

2

市道川原井林線の道路改良
工事が完了しました

市道川原井林線の国道

農業委員会総会
日時 5月10日（金）午後3時～
場所 市役所 7階会議室
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9日（木）
担当課
農業委員会事務局 ☎（62）3918

長い間皆さんのご協力

国民健康保険運営協議会
日時 5月9日
（木）
午後2時～
場所 市役所 7階会議室
議題 国民健康保険税条例の一部を改
正する条例の制定について ほか ↑

傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 5月8日（水）
担当課 保険年金課 ☎（62）3031

6

歩道を整備しました。

→

線までの約 ・ ㎞区間の

環境審議会
日時 4月26日
（金）
午前10時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 環境基本計画について ほか
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 4月22日
（月）
担当課 環境管理課 ☎
（62）
3404

1

409号から市道高谷林

審議会などの会議予定

をいただき、あり がとう ご

日時 4月24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22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

道路改良工事が完了しま

教育委員会議（4月定例会）

竣工後

ざいました。

免除期間 出産予定日または出産日が属
する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または
出産日が属する月の3カ月前から6カ
月間
対象 国民年金第1号被保険者で、出産
日が平成31年2月1日以降の方
申請期限 出産予定日の6カ月前から届
出ができます。
▶詳細は、
お問い合わせください。
問 ▶木更津年金事務所 ☎
（23）7616
▶市役所 保険年金課 ☎（62）3092

した。

2019年度の協会けんぽ
千葉支部の健康保険料率は、
現状の9.89％から9.81％に
引き下げとなります。
また、介護保険料率は、現
状の1.57％から1.73％に引
き上げとなります。
問 	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

4月から産前産後期間の国民
年金保険料が免除となります

問

土木建設課

☎
（62）
3626

協会けんぽの保険料
率が変わります

年度から着手し

2019年度に市が発注する建設工事の請負、業務委託、物品購入などの入札に
参加を希望する方は、入札参加資格審査を受け、入札参加資格者名簿に登載さ
れることが必要となりますので、
申請してください。
名簿登載期間 名簿登載日～2020年3月31日
申請期限 11月15日（金）
▶申請方法などの詳細は、市ホームページまた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。
問 ▶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/

平成

➡

着工前

市では、自分自身の人生を振り返るとともに、今後の希望をわかりやすく記
しておく
「エンディングノート」
を発行しました。
超高齢社会の今、これからの人生をいかに自分らしく過ごすのか、また、望む
最期の迎え方についてなどをご家族と共有するためにも、エンディングノート
をぜひ活用してください。
配布場所 市役所 高齢者支援課、ながうら・ひらかわサブセンター、各公民館、
社会福祉協議会
問 高齢者支援課 ☎
（62）
3225

2019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

19

12

エンディングノートを発行しました

6月1日以降に公告する市発注の建設工事にかかる制限付き一般競争入札
の範囲を、予定価格130万円を超える案件に拡大します。制限付き一般競争
入札の公告は、
ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載されます。
詳細は、
市ホームページでご確認ください。
問 管財契約課 ☎
（62）
2219

たこの工事は、 年の年月

市民意識調査にご協力ください
市では、現在行っている取組みの現状を把握し、計画的なまちづくりを行
う基礎資料とするため、
「市民意識調査」
を行います。
この調査は、主に日常生活に関連する項目について市民の皆さんに意見
を伺うものです。
対象 市内在住で18歳以上の方2,000名
（無作為抽出）
回答方法 調査票が届いている方は必要事項を記入し、同封の返信用封筒
に入れて投函してください。
調査期限 5月7日
（火）
問 企画課 ☎
（62）
2327

建設工事にかかる制限付き一般競争入札を拡大します

— 4 —
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広 報

介護相談員を募集します
業務内容 介護サービスを利用している方の疑問や不満の解消を図るため、
自宅や介護サービス事業所を随時訪問し、利用者の話を聞くなどの相談や
事業所との調整を行う。
募集人数 1名
任期 7月1日～2021年6月30日
（2年間） ※更新もできます。
応募資格 介護支援専門員、保健師、看護師、社会福祉士、または介護福祉士
のいずれかの資格と、普通自動車運転免許を有している方
応募方法 履歴書と資格取得証の写しを、
郵送または持参してください。
勤務日 週2日
報酬 日額8,200円
（交通費は実費支給）
▶7月2日（火）～5日（金）と、8月27日（火）に開催する予定の介護相談員養成
研修を受講していただきます。
詳細は、
お問い合わせください。
申 〒299−0292
（住所不要） 袖ケ浦市役所 介護保険課 ☎
（62）
3206

●●● 農業委員会委員が決まりました ●●●

任期満了に伴う改選募集により、新たな農業委員が、議会の同意を得て、市長
から任命されました。なお、任期は、
4月1日～2022年3月31日の3年間です。
氏名
（住所地） ※敬称略
石渡 正明
（福王台）
小泉 勝彦
（神納）
注連野 千佳代
（三箇）
渡邉 美代子
（谷中）

関巖
（神納）
田中 幸一
（蔵波）
栗原 寛光
（久保田）
中山 明
（飯富）

問 農業委員会事務局 ☎
（62）3918

渡辺
森田
山嵜
時田

義一（野田）
菊雄（高谷）
和雄（川原井）
善夫（上泉）

陸野
小倉
切替
石川

光男（岩井）
哲也（百目木）
一弥（横田）
和利（下宮田）

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
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。
問 農業委員会事務局 ☎
（62）3918

イノシシ・小型獣用防護柵の設置経費を補助しています

イノシシなどによる農畜産物の被害を防ぎ、農業経営の安定などを図るた
め、
国の補助金の対象とならない農地を対象に、
防護柵の設置経費を市で補助
しています。
すぐの補助となりませんので、
まずは設置前にご相談ください。
補助内容 金網柵・電気柵設置の補助
補助率 購入に要した経費の2分の1以内
対象 国の補助金の採択基準である「隣接農地を耕作する農業者3戸以上で
の共同設置」が不可能な農地 など
注意事項
・設置前に申請が必要です。設置済みの防護柵は補助対象外となります。
・相談を受けた後、
担当が現地を確認し、
補助の対象となるか判断します。
▶詳細は、お問い合わせください。
問 農林振興課 ☎
（62）3426

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）
申込期限 12月27日（金） ※受付は予算内で、
申込先着順
▶設 置の工事着手前に申請が必要ですので、必ず事前にお問い合わせくださ
い。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。
※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。
問 下水対策課 ☎
（62）3651
く

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
問 環境管理課 ☎
（62）
3404

大気中放射線量の定期測定結果（平成30年度） を下回っていました。詳細は、市ホームページでお知らせしています。
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2019年度教育基本方針と
教育目標を紹介します
教育目標

地域
1

・ 博物館では、校外学習
を積極的に受け入れ、
博学連携の更なる充実
を図り、子どもたちの
郷土愛を育む活動を推
進できるよう学習機会
郷土博物館での体験学習
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」を開催するほか、働き
ながら子育てについて学習する場として「ワーキン

グママ支援講座」を開設し、同世代の子どもや同じ環
境を持つ保護者の交流を図ります。
・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
・青少年健全育成地区住民会議を支援し、通学合宿や
世代間交流事業、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、市民の誰もが気軽
にスポーツ・レクリエーションを通じて交流ができ
る環境づくりを推進します。

夢をもち心豊かな
たくましい子どもの育成

教員の配置により、個に応じたきめ細かな指導の充
実を図ります。
・特別支援教員を小学校へ2名増員し、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。
・中学校PC室機器を更新し、タブレット端末などを活
用した授業とプログラミング教育の実践により、
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（ALT）を市立幼稚園、小・中学校に派
遣し、
国際社会に対応できる基礎を養います。
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。
・教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を
整え、子どもたちの成長に真に必要となる効果的な
教育活動を持続的に行うよう努めます。
・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
・奈良輪小学校屋内運動場の吊天井の耐震対策工事、
昭和中学校校舎（北側）の外壁屋根改修工事、昭和小
学校校舎（E棟）のトイレ改修工事を行います。また、
小・中学校の普通教室などでエアコンの使用を7月か
ら開始し良好な教育環境を整備します。
・食材の原材料の情報提供やアレルギーの原因となる
食物を除去した給食の提供など、児童・生徒の実情に
合わせた対応を行います。
・スクールサポーターによる不審者対応訓練や防犯指
導、また学区のパトロールにより、児童・生徒の安全
確保に努めます。
・ 質 の 高 い 教 育 環 境 を 整 備 す る た め 、事 務 用 コ ン
ピュータや校務支援システムを活用し、教材作成や
成績処理などの学校事務の効率化を図るとともに、
小・中 学 校 図 書 館 の 蔵 書 管 理 と 情 報 検 索 用 コ ン
ピュータ機器を活用し、学習・情報センターとしての
機能を高めます。
・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修学が困
難な学生に対しては、奨学資金貸付制度により支援
を行います。

市民一人ひとりの
生涯を通じた学習の支援

を提供します。
・図書館では電算システムの更新を行い、
電子情報サー
ビスの充実と利用者の利便性の向上を図ります。
・ブックスタートやおはなし会など乳幼児期からの発
達段階に応じた読書活動と図書館ボランティアの活
動を推進します。
3 地域に根ざす文化・芸術活動を推進します
・芸術・文化活動を行う団体や個人に対して、交流や発
表の場を提供し、
活動を支援します。
・学校音楽鑑賞教室を市内小・中学校で開催し、優れた
音楽に触れることで、子どもたちの豊かな感性を育
みます。
4 郷土の歴史と文化の保存・継承に努めます
・国史跡指定となった山野貝塚の保存活用計画を策定
し、貴重な史跡を後世に引き継ぐとともに、今後の整

備や活用の方針を定めます。
・市内の文化遺産の基礎調査を引き続き行い、
重要なも
のについて市の文化財として指定や保護を図ります。
・市民との協働による展示更新・博学連携・教育普及の
充実を図り、地域の文化的な発信拠点を目指します。
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
・年齢や障がいの有無に関わらず、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ていきます。
・スポーツ施設は、安全・安心な管理運営体制の充実を
図り、
必要な整備を計画的に行います。

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、統合し
た中川幼稚園を核としながら、保育所・小学校間の縦
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、市内で一貫性のある幼児教育を推進します。
2 「生きる力」を育む学校教育を推進します
・学習指導要領の趣旨や内容を徹底
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。
・小・中学校の「特別の教科 道徳」
では、教職員の指導力向上研修の実施、道徳教育の
充実に努めます。
・社会体験・自然体験・読書活動を推進し、児童・生徒の
豊かな心を育みます。
・「主体的・対話的で、深い学び」の実現に向け、問題解
決的な学習や体験的な学習、言語活動への取組みを
充実させます。
・「小・中学校授業改善ハンドブック」の活用で授業改
善を推進し、教職員研修の充実や基礎学力向上支援

市民

教育委員会では、第二期教育ビジョン（平成23年度～2020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 支えあう教育の推進」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。
問 教育総務課 ☎
（62）3691

地域全体で子どもを
育む環境づくりの推進

 校・家庭・地域の連携強化による地域の教育力の
学
向上を図ります
・地域ぐるみ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
住民会議との連携を図り、地域と一体となった学校
づくりを進めます。
・学校・家庭・地域の青少年育成関係機関が連携し、
「学
校安全パトロール」や「ながらパトロール」
「 子ども
110番連絡所」の充実を図ります。

子ども

教育基本方針

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相互に連携しな
がら、学習講座やサークル活動の充実を図ります。
・社会教育推進員などの生涯学習ボランティアと協働
し、市民の主体的な学習を支援するとともに、各種ボ
ランティアの養成や活動の活性化に努めます。
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・市民との連携・協
働によ り 、地 域 の 特 性
に応じた講座などを開
春休みおはなし会
催し、生 涯 学 習 の 機 会

中学校部活動の取組み方が
変わります
市教育委員会では、国や県のガイドラインの
策定を受けて、平成31年4月1日付けで「部活動
ガイドライン」
を策定し、市内中学校にはそのガ
イドラインに沿って活動するよう依頼しました。
部活動は、市内中学校でも価値ある活動と捉
え、積極的に取り組んでいますが、一方で活動時
間や休養日が定まっておらず、生徒や教職員の
負担が大きくなっているケースも多くみられた
ため、
ガイドラインを作成しました。
主な内容として、
活動時間や休養日について示
しています。
活動時間や休養日が明確になること
で、効率的な活動が展開されるようになり、
これ
まで以上に、
生徒の健全育成につながることが期
待されます。
▶詳細は、
市ホームページをご覧ください。
問 体育振興課 ☎
（62）
3791

指定避難所を変更しました

就学説明会を開催します
市では、友だちとの遊びや学習の中で、何らかの
苦手さがあったり、本来の力が十分に発揮できな
かったりする子どもたちのために、それぞれの学校
の特色に合わせた支援を行っています。
お子さんの就学に不安や悩みを抱えている方は、
気軽にご参加ください。
日時 5月9日
（木）
午前10時15分～11時30分
（10時
受付）
場所 総合教育センター 2階第2研修室
内容 市内小学校の就学までの流れ、小学校特別支
援学級・通級指導教室での支援内容、県立槇の実
特別支援学校での支援内容、就学相談窓口の紹介
対象
2020年4月に就学予定のお子さんがいる保護者
申込期限 5月7日（火）
▶保育はありません。
問 学校教育課 ☎
（62）3727

就学援助制度をご存じですか

教育委員会では、経済的な
理由によって、就学が困難と
認められる児童・生徒の保護
者に、学用品費や学校給食費
などの学校で必要となる費用
の一部を援助する制度を設けています。
援助を希望する方は、通学先の小・中学校にご
相談ください。
詳細は、お問い合わせいただくか、市ホーム
ページをご覧ください。
援助費目 学用品費、学校給食費、修学旅行費・
校外活動費、医療費（学校の健康診断で学校保
健安全法で定める疾病の治療指示を受けた場
合）など
申請方法 通学先の小・中学校で申請してくだ
さい。
問 ▶通学先の小・中学校
▶学校教育課 ☎
（62）
3718

指定避難所として、新たに平川保育所と老人福祉会館を追加しました。また、今井幼稚園は閉園に伴い、指定
問 危機管理課 ☎
（62）2119
避難所ではなくなりました。詳細は、本紙5月1日号でお知らせします。
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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

定員

申込方法・申込期限

40名

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。

5月～1月
（7回）
昭和地区の成人女性
主に平日午前

40名

往復はがき
4月27日（土）消印有効

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）
昭和地区の60歳以上
主に平日午前

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。
日常生活の中で役立つ、食や健康づくりなどを
テーマに学習し、
仲間づくりをします。

5月～2月
（7回）

野菜と果樹の栽培方法や手入れなどについて
学習し、暮らしの中で緑を楽しむとともに、仲
間づくりをします。
学習や交流活動を通じて、健康で楽しく生きが
いのある生活づくりを目指します。

〒299-0236 女性セミナー
横田115-1
☎
（75）2195
sode61@ 園芸講座
city.sodegaura.
chiba.jp
うぐいす（高齢者）
学級

100名

電話または窓口
※昭和地区のシニアクラブの運営
委員を通じた募集も行います。
5月7日（火）

4月～2月
（7回） 中川･富岡･平岡地区の
主に土曜日
小学4～6年生

40名

通学する学校または窓口
4月23日（火）
※定 員に空きがある場合、申込期
限後も受け付けます。

成人女性
（中川･富岡地区優先）

30名

往復はがき
4月27日（土）消印有効

5月～2月
（4回） 市内の成人

30名

往復はがき
4月27日（土）消印有効

6月～2月
（7回） 中富・鹿島地区の
主に木曜日
60歳以上の方

40名

地区責任者、電話、または窓口
4月27日（土）

庭木の手入れ入門
講座

基本的な庭木の手入れを学びたい方を対象に、 5月～11月
（5回） 市内の成人
実技を交えて学習します。
土曜日
（初めての方優先）

10名

電話、電子メール、または窓口
4月27日（土）

女性セミナー

日常生活の中で役立つ、食や健康づくりなどを
テーマに学習し、
仲間づくりをします。

5月～1月
（8回） 長浦地区の成人女性

50名

往復はがき
4月27日（土）消印有効

男性セミナー

料理や軽スポーツなどを通じて交流を図り、よ
りよい地域コミュニティーづくりを目指しま
す。

6月～1月
（6回）
市内の成人男性
主に土曜日

30名

往復はがき
5月7日（火）消印有効

日常生活に即した、健康づくりや趣味、教養、実
学など、様々な分野を学習します。

6月～1月
（7回）

30名

往復はがき
5月7日（火）消印有効

30名

往復はがき
4月22日（月）消印有効

〒299-0243
蔵波513-1 ながうら遊学塾
☎
（62）5713

市内在住・在勤
（長浦地区優先）

長浦さわやか
スクール

長浦地区の60歳以上
健康で明るい高齢期を過ごすために、心身の健
康に関する学習や、人と人との交流を行いま 5月～2月
（10回）
長浦地区のシニアクラ
す。
ブ会員

成人絵画教室

5月～2月
（10回）
水彩画や油絵などの基本的な知識・技術の習得
主に第4土曜日の 市内在住・在勤
を目的とした初心者向けの教室です。
午前

15名

往復はがき
4月25日（木）消印有効

健康や軽スポーツ、教養・エンターテイメント
5月～2月
（10回）
など、盛りだくさんの内容で、高齢者の皆さん
根形地区の60歳以上
主に平日
の日常をニコニコ笑顔で満たします。

70名

電話または窓口
4月25日（木）

地域再発見講座

神社やお寺・石造物など、地域に残る様々なも
のに歴史や意味を探し、記録を未来へ伝える活
動をします。

20名

往復はがき
4月25日（木）消印有効

ひらおか
子ども教室

科学体験などをとおして、いろいろな分野の知 7月～12月
（6回） 市内小学校
識を楽しく学習します。
主に土・日曜日
4〜6年生

20名

電話、電子メール、または窓口
※各 回ごとに随時、本紙などで募
集します。

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
る講座を行いながら、
仲間づくりをします。

5月～1月
（8回）

成人女性
（平岡地区優先）

30名

電話または窓口
5月7日（火）

ひらおか
シニアセミナー

健康で潤いのある生活実現のため、軽スポーツ
や健康講座を通じて、
仲間づくりをします。

5月～2月
（9回）

60歳以上
（平岡地区優先）

30名

電話、電子メール、または窓口
5月7日（火）

根形公民館

〒299-0255 根形ニコニコ教室
下新田1277 （高齢者学級）
☎
（62）6161

〒299-0211
野里1563-1
☎
（75）6677
sode64@
city.sodegaura.
chiba.jp

対象

5月～1月
（8回） 昭和地区の
主に土曜日
小学4～6年生

平川公民館

平岡公民館

期間
（回数）

ものづくりや理科実験、調理などの体験活動を
豊富に取り入れ、学級生の交流を深める楽しい
活動です。

〒299-0262
坂戸市場1566 女性セミナー
☎
（62）3135

長浦公民館

内容

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。
通学する学校または窓口
※昭 和小学校・奈良輪小学校の児
童は学校を通じて申込書を配布
します。
5月13日（月）

子ども
チャレンジ教室

市民会館
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6月～3月
（7回） 市内在住・在勤
主に土曜日午後 （根形地区優先）

220名

長浦地区シニアクラブの運営委員
を通じた募集を行います。

各館の「（乳）幼児家庭教育学級」は本紙5月1日号に、平川公民館の「ものづくり講座」は本紙11月1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」は8月頃に、長浦公民館の「お正月飾りづくり講習会」は12月1日号、
「初級パソコン講座」は12月15日号に、平岡公民館の「国際
理解セミナー」は7月1日号の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。

根形
公民館

ローリングストックと災害時調
理のテクニックマスター講座

普段から食品を少し多めに買い置きし、
消費し
た分だけ買い足すことで、
常に一定量の食品を家
庭に備蓄しておくことを、
ローリングストックと
いいます。
電気や水道が止まった際の災害時調理
について、
東日本大震災の経験から学んだ重要な
ポイントを、
実習を取り入れながら考えます。
期日 6月1日・8日・15日・29日
※すべて土曜日で、
全4回
時間 午前10時30分～午後1時
場所 根形公民館
対象 高校生以上の方
定員 18名
（申込多数の場合は抽選）
参加費 材料費などは実費
講師 昭和女子大学 現代ビジネス研究所 食プ
ロジェクト
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号と、保育を
希望する方はお子さんの名前と年齢を、FAX
または電子メールでお知らせください。
申 	根形公民館 ☎
（62）
6161 FAX
（62）
6162
sode63@city.sodegaura.chiba.jp

ライフスタイルを見直し、日ごろから省エネを

郷土博物館

イベント参加者を募集
かずさの国 凧あげフェスタ
千葉県内の大凧が袖ケ浦に大集合します。
日時 5月4日（祝）午前10時～午後3時
※雨天時は、5月11日（土）に延期
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、子ども凧
あげ
▶凧あげの指導は、
午後1時30分から受け付けます。
また、
ミニ袖凧の販売もあります
（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
こどもの日のイベント 市民学芸員と遊ぼう！
日時 5月5日（祝）午前10時～午後3時
場所 郷土博物館 研修室 など
内容 竹馬、ベーゴマ、折り紙、割りばし鉄砲、甲冑
や十二単衣の試着 ほか
▶材料がなくなり次第、終了します。
問 郷土博物館 ☎
（63）0811

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27日
（月）
▶日程などの詳細は、
お問い合わせください。
問 	学校教育課 ☎
（62）
3727

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
問 環境管理課 ☎
（62）
3404
の消費が少なく、電気量を節約できます（製品により消費電力は異なります）
。
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2019年（平成31年）4月15日

広 報

市内施設見学バスツアーを開催

イ ベ ン ト コ ー ナ ー

市役所の仕事をのぞいてみよう

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。意外と知らない自治体の仕事をのぞいてみませんか。
日時 5月31日（金）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） 袖ケ浦市役所→長浦おかのうえ図書館→昼食→長浦消防署
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）
参加費 無料 ※昼食は、非常食の試食を行います。
申込方法 参加希望者の住所・氏名・年齢・電話番号を、電話または電子メー
ルでお知らせください。
申込期限 5月10日（金） ※抽選結果は、
後日郵送します。
申 秘書広報課 ☎
（53）7522
koho@city.sodegaura.chiba.jp

EVENT
※参加費の記載がない場合は無料です。また、申込みの記載がない場合は申込不要です。

イベント

→

中央図書館 子ども映画会～こどもの読
書週間記念～「はらぺこあおむし」ほか4話
エリック・カールの代表作をアニメ
化した作品です。
日時
5月3日
（祝）
午前11時～11時35分
場所 2階視聴覚ホール
対象 どなたでも
定員 80名
その他 字幕なし
問 	中央図書館 ☎
（63）
4646
長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会
「武士の一分」
毒にあたり失明してしまった新之丞
が、
一分をとおすため復讐に挑む姿を
描いた作品です
（2006年制作）
。
出演 木村拓哉、
檀れい ほか
日時
4月24日
（水）
午前10時～12時5分
子ども映画会～こどもの読書週間記念～
「じてんしゃにのるひとまねこざる」ほか2話
日時
5月5日
（祝）
午前11時～11時30分
対象 幼児～小学校低学年のお子さ
んと、
その保護者
共通事項
場所 3階視聴覚室
定員 120名
その他 字幕なし
問 長浦おかのうえ図書館
		☎
（64）
1046
鯉のぼりが大空を舞います
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28日
（日）
午後～5月5日
（日）
場所 小櫃川中川橋
（国道409号）
付近
問 市観光協会 ☎
（62）
3436
伝統工芸保存会 凧揚げ大会
当日は、
先着100名にミニ角凧を無
料で配布します。
日時
4月28日
（日）
午前10時～午後2時
※雨天時は、
4月29日
（祝）
に順延
場所 袖ケ浦海浜公園
問 伝統工芸保存会 山本
		☎090
（5760）
6988

information
お知らせ

緑のカーテンコンテスト
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。
応募期限 9月13日
（金）
▶緑のカーテン作り講習会とゴーヤ
の苗無料配布を、5月18日（土）に行
い ま す（ 申 込 先 着 順 ）。詳 細 は 、市
ホームページをご覧ください。
申 	環境管理課 ☎
（62）
3404
児童扶養手当額が変更されました
2019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
42,910円～10,120円
（一人目）
変更前
42,500円～10,030円
（一人目）
※児童二人目の加算額は10,140円～
5,070円、三人目以降の加算額は一
人につき6,080円～3,040円で、所
得により決定されます。
問 	子育て支援課 ☎
（62）
3272

袖ケ浦駅前交番の建替工事が終了
しました
平成30年10月から行ってきた袖
ケ浦駅前交番の建て替え工事が終了
し、新しい交番を利用できるようにな
りました。
工事期間中はご不便をおかけしま
した。今後も警察活動へのご協力をお
願いします。
問 	木更津警察署 地域課
		☎
（22）
0110

募集

スポーツボランティア
市内で開催されるスポーツイベン
トに、ボランティアとして携わってみ
ませんか？1つのイベントのみの参
加もできます。
詳細は、
お問い合わせください。
主な業務 案内、受付、交通整理、人員
整理 など
応募資格 市内在住で16歳以上の方
（高校生可）
申 	体育振興課 ☎
（62）
3791

つちふ

栗田 宜房
河内 サク
桐谷すみ子
重田 忠雄
佐藤
實

福一

中嶋

原

国昭
袖ケ浦市民

くらくなってゆく 木曽野

竹の葉にたわむれる如つもる雪
声立てて笑ふ幼児桃の花
紅梅の彩の濃き日に君は逝く
啓蟄や平成知らぬ父母祖父母
霾るや豪放磊落兜太の忌

きょうしつ

小暮

真澄

ショリショリと鋏の音は響きよく
木曽野真紀
おかしを食べるとあたまが冴えてくる 在原 宗助
吸殻と地域の心拾います
吉岡清十郎
蒔
常葉
ふゆ休み

手拍子のリズム太古の贈り物

も

見上ぐれば桜の花の風に舞い
杖つく老の身に降りかかる
水漲りし田の面に映る青空に

鈴木

多田日出子

鈴木志津子

東雲川柳会

臨海スポーツセンター フットサル教室
レディース＆初心者クリニック
日時 4月20日
（土）午前9時30分～
10時30分
場所 臨海スポーツセンター 体育館
対象 中学生以上の方
定員 各20名
（申込先着順）
参加費 500円
申 	臨海スポーツセンター
		☎
（63）
2711

お 知 ら せ コ ー ナ ー

吸わるるごと散るさくら花びら

卓球 フレンドリー混合ダブルス大会
日時 5月25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）
※当日、
抽選でペアを決めます。
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 申込代表者の氏名・住所・電
話番号・参加者氏名を、
FAXでお知ら
せください。
申込期限 5月7日
（火）
申 	社協連協事務局 FAX
（62）
4950
問 	体育協会 卓球専門部 松原
		☎090
（4240）
2908
（19：00～21：00）

袖ケ浦俳檀

ファミサポ説明会
子育て世帯と支援できる方をつな
ぎます。
地域の子育て支援に参加しませ
んか。
↑
日時 5月15日
（水）

スポーツ

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
・2020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歳以上になる方
・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（身体障害者手帳1級相当）
がある方
接種期間 2020年3月31日（火）
まで
接種方法 今年度の対象の方には、
4月下旬に通知を発送しますので、
持ち物
などの詳細は、
通知をご確認ください。
自己負担金 2,500円
※自己負担金が全額免除の対象となる方は、
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。
問 健康推進課 ☎
（62）3172

おだ

根形公民館 陶芸教室
期日 第1・3水曜日
（年間20回）
※初回は5月15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。
申込期限 4月26日
（金）
必着
▶申込方法などの詳細は、
お問い合わ
せください。
申 根形公民館 ☎
（62）
6161

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を行います

のびっこ教室
グループ遊びを親子で楽しみなが
ら、
子育ての悩みを話してみませんか。
期日
（予定） 5月23日、
6月13日、
7月
18日、
8月8日、
9月26日、
10月17日
※すべて木曜日で、
全6回
時間 午前10時～11時45分
場所 袖ケ浦市保健センター
対象 2歳～3歳のお子さんと、
その保
護者
定員 15組
（申込多数の場合は抽選）
申込期限 5月7日
（火）
必着
▶申込方法などの詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。
申 健康推進課 ☎
（62）
3172

学校の終りと弾ける子らの声
早春の雨降りつぐ道に
米粒ほどの小さき花の芝桜
鉢よりあふれ地を這い伸びゆく
限りある命穏しくと願いつつ
桜吹雪の明るさに立つ

講座・セミナー

時間 午前10時30分～正午、
または
午後1時30分～3時
場所 そでがうらこども館 多目的室
対象 市内在住の満20歳以上の方
申込期限 5月14日
（火）
申 	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～土曜日の9：00～16：30）

スマートダイエット教室
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。
申込期間
4月16日
（火）
～5月26日
（日）
教室
（全11回）
期日 6月5日～8月21日の水曜日
※8月14日を除く
時間 午前10時～11時
測定会
日時 8月28日
（水）
午前9時30分～
返却会
日時 9月18日
（水）
午前9時30分～
申 	ガウランド
（袖ケ浦健康づくり支援
センター）☎
（64）
3200

ツアーで発見！自治体のお仕事

市民ギャラリー
（長浦おかのうえ図書館） 期間 4月28日（日）～5月11日（土） ※初日は午後2時から。
最終日は午後3時30分で終了。
問 長浦おかのうえ図書館 ☎
（64）1046
「金森博介」
絵画作品展示

2019年（平成31年）4月15日
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◆ 10連休中の業務などのご案内 ◆
5月3日（祝・金）は臨時窓口を開設します
臨時窓口では、転入・転出・転居などの住所異動や、出
生・婚姻・死亡などの戸籍届出とともに、国民健康保険や
児童手当などの手続きもできますので、
ご利用ください。
取り扱う業務は下表のとおりです。
開庁日時 5月3日
（祝・金）
午前9時～午後5時
※通常の市役所開庁時間と異なります。
▶4月28日（日）は、通常の日曜開庁です。各種証明書
の発行、印鑑登録はできますが、住所などの異動は
できませんので、
ご注意ください。

取扱業務
業務内容

窓口・問い合せ先

戸籍届出
（出生届、
婚姻届、
死亡届など）
、
転入
（転出証明書が必
要）
、
転出・転居などの住民異動届の受付、
住民票などの各種証
明書の交付、
印鑑登録
市民課
※マイナンバーカードに関する業務、
国外からの転入手続き、
市 ☎
（62）
2970
外に住民登録している方の住民票の発行手続きは行いま
せん。
課税課
☎
（62）
2519
納税課
☎
（62）
2653

税証明などの各種証明書の交付

国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入・脱退手続きの受付
保険年金課
（社会保険の加入・脱退や転入・転出等）
、
国民健康保険被保険者
☎
（62）
3031
証の再交付
転入に伴う、
妊娠の届出や妊婦・乳児の健康診査受診票と乳幼 健康推進課
児の予防接種手続きの受付
（母子手帳を持参）
☎
（62）
3172
転出入などに伴う介護保険資格の取得・喪失手続きの受付

介護保険課
☎
（62）
3206

子ども医療費助成・児童手当・児童扶養手当の手続きの受付

子育て支援課
☎
（62）
3272

※臨時窓口では、
相談業務や一部業務は行いません。
詳細は、
事前に各課へお問
い合わせください。

注意事項
・出生届は、
即日に住民票の発行ができません。
・マイナンバーカードや住基カードのみでの転入手続きはできません。５月
３日に転入届を予定している方は、転出する自治体で事前に紙の転出証明
書をもらってください。
・戸籍や転入などの各種届出や、その他の手続きについて、他自治体や他団
体への確認が必要な場合には、即日に証明書などの発行や印鑑登録、その
他お手続きなどができないことがあります。

10連休中に婚姻届などの戸籍の届出を予定している方
記入済みの戸籍届出用紙、
印鑑、
戸籍謄本などの添付書類を持参し、
4月26日
までに事前審査を受けてください。
審査後は、
希望する日に市役所日直
（5月3日
は市民課）
へ届出を行ってください。

便利で確実な
口座振替のご利用を

期日
4／27（土）
4／28（日）
4／29（祝・月）
4／30（祝・火）
5／1（祝・水）
5／2（祝・木）
5／3（祝・金）
5／4（祝・土）
5／5（祝・日）
5／6（祝・月）
5／7（火）

ごみ・資源物
通常
休み
通常
通常
休み
通常
通常
休み
休み
休み
通常

粗大ごみ
通常
休み
持込のみ可
持込のみ可
休み
持込のみ可
持込のみ可
休み
休み
休み
通常

自治会資源回収
通常
休み
通常
通常
休み
通常
通常
休み
休み
休み
通常

▶4月29日は月曜日の区分、
4月30日は火曜日の区分、
5月2日は木曜日の区分、
5月3日は金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。
持込みの受付時間は、
午前9時～11時30分、
午後1時～4時です。
問 ▶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

市内保育施設の業務

事前登録申請が必要です。また、
料金は保育園によって異なります。
詳細は、保育園にお問い合わせください。
期間 4月28日（日）～5月6日
（祝・月）
※4月27日(土)は、通常土曜日の保育を行います。
休日保育
場所・時間 認定こども園まりん、
午前8時～午後6時
対象 市内在住で生後3カ月～就学前までのお子さん
一時預かり保育
場所・時間 ・認定こども園まりん、
午前8時～午後6時
			
・根形保育所、午前8時30分～午後4時
※根形保育所は、4月30日（祝・火）
、
5月2日
（祝・木）
のみ行います。
対象 市内在住で、
利用当日保育に支障のない、
健康な就学前までのお子さん
▶私立保育園ご利用のお子さんは、
各保育園にお問い合わせください。
問 ▶認定こども園まりん ☎
（38）
5101
▶根形保育所 ☎（63）0858

アクアライン高速バス

土・日曜日、祝日の便でダイヤ改正を行いました

アクアライン高速バスでは、土・日曜日、祝日の道路混雑に伴い、運行に大幅
な遅延が生じていることから、混雑を回避するため、土・日曜日、祝日の午後1時
～8時の時間帯の一部の便を、木更津金田バスターミナルに停車しない運行に
変更しました。
高速バスをご利用の際は、ご注意ください。
（23）
0151
問 ▶日東交通 木更津営業所 ☎
▶小湊鉄道 木更津営業所 ☎
（37）
7299
▶袖ケ浦市 企画課 ☎（62）
2327

緊急連絡先などのご案内

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
新聞折込みやコンビニなどで配布して
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。
申 秘書広報課 ☎
（62）2465
市公式ツイッター
https://twitter.com/sodegaura_city
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。
「マイ広報紙」で広報そでがうらを配信
https://mykoho.jp
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。
申 市社会福祉協議会 ☎
（63）3888

ごみ・資源物の収集

q休日当番医
診療時間

4月

午前9時〜午後5時

当番医
診療科目
電話
袖ケ浦さつき台病院
21日
内科 （62）1113
〔長浦駅前5-21〕
袖ケ浦医院
外科
28日
（62）2401
〔奈良輪1-8-8〕
胃腸科
さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時～正午）
28日
（60）2787
〔神納617-1〕
耳鼻咽喉科
蔵波台ハートクリニック
内科
29日
（63）5100
〔蔵波台5-17-2〕
循環器内科
高橋医院
内科
30日
（75）2017
〔横田2624〕
小児科

※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/

q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

q千葉県救急安心電話相談

相談時間
●平日、土曜日 午後6時～11時
●日曜日、祝日、振替休日 午前9時～午後11時
☎＃7009 または☎03
（6735）
8305

q君津中央病院

臨時の外来診療

期日 4月30日
（祝・火）
、
5月2日
（祝・木）
※診療時間・診療科目などの詳細は、君津
中央病院ホームページをご覧いただく
か、
お問い合わせください。
問 君津中央病院 ☎
（36）
1071

q夜間急病診療所  ☎（25）6284

qかずさ水道広域連合企業団
水道工事当番店（緊急）

緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

月日
4月15日～20日
4月21日～27日
4月28日
4月29日
4月30日

工事店・電話
（9：00〜17：30）
長浦設備
（62）
2754
田辺設備
（75）
5001
大久保
（62）
5111
産洋設備
（25）
5434
北袖商事
（63）
3271

診療時間 毎日 午後8時〜11時
水道事故の緊急時連絡先
※荒天時は、
休診となる場合があります。
かずさ水道広域連合企業団 ☎
（23）
0743
場
所 木更津市中央1-5-18
診療科目 内科・小児科
q下水道指定排水設備業者（新規）
▶緊急患者以外はご遠慮ください。

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

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日

4月22日（月）〜27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7日

●固定資産税・都市計画税
納税課 ☎
（62）
2647

1期

—納期内納付を心がけましょう—

事業者名
創翔
植草設備
安田設備工業
星原商店

所在地
電話番号
木更津市東太田1-12-12 （97）
7615
市原市山田橋3-1-50 0436
（42）
6587
大網白里市富田1517-1 0475
（72）
7002
君津市根本666-1 0439
（32）
4110

編集室から（O.A）
今号より広報を担当することになりまし
た。わかりやすい広報をお届けできるよう
に頑張ります。ちなみに今号は〝平成最後〝
の「広報そでがうら」です。平成最後の春に
たくさん思い出を作れるよう、残りの数週
間楽しみたいと思います！

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。
問 納税課 ☎
なお、
既に利用している方は、引落し前に口座残高をご確認ください。
（62）
2647

