
ともに助け合う
−共助−

　区・自治会、民生委
員、消防団、市建設業
協同組合、袖ケ浦造園
協同組合、袖ケ浦電業
会 、市 災 害 対 策コー
ディネーター連絡会、
市内企業、店舗などの
さまざまな団体や、ボ
ランティアなどの個人
の皆さんが、自主的に
救援活動にご協力くだ
さいました。

市内の被害状況
家�屋などの被害　倒壊、一部

損壊、屋根破損など多数
倒�木　私有地、街路、公園など

で倒木多数
停�電　電柱倒壊、倒木被害な

どにより、当初約16,000軒
断�水　平川地区・長浦地区・根

形地区で断水
農�業被害　ガラスハウス、ビ

ニールハウス、農作物への
被害多数
公�共施設　教育機関、保育

所、公民館などの一部損
壊、停電・断水による業務休
止、倒木・冠水による道路の
通行止め など

市民の皆さんへの支援状況
・避難所の開設
・�救援物資（非常食など）の配布
・給水車による給水
・携帯電話の充電、休憩室の開放
・シャワー・浴場の開放
・災害廃棄物の受入れ
・�停電の保育所から通電している保育所へ

移動しての保育
・�防災行政無線・市ホームページ・生活安全

メール・ツイッター・巡回車による広報
・高齢者宅などの訪問などによる安否確認
・�介護施設・障がい者施設へ電源車と給水

車の派遣
・災害ボランティアセンターの開設
・�自衛隊の支援で被災した家屋へのブルー

シート張り、道路の倒木撤去

救援物資などの
応援をいただいた方

　羽村市、聖籠町、鶴ヶ島市、千葉
国道事務所、君津市農業協同組
合、千葉県、香芝市、久慈市、市川
市、阪南市、親和商店、大塚製薬、
イオン、平成エンタープライズ、広
栄化学工業、ロングライフグルー
プ、東京サラヤ、シミズオクト、ニッ
ポン放送、明和興産（東京ドイツ
村）、関東新聞販売、SMBC日興証
券、住友化学、伊藤園 ほか多くの
事業者・団体と多くの個人の方々
※9月18日時点、順不同

台風15号　最低気圧955hpa（気象庁速報値）
9月9日未明に袖ケ浦市を通過
最大瞬間風速49m/s、降水量126mm
(気象庁木更津観測所)

2面：�市内防犯灯の一斉LED化を行います
4面：�秋のトショロ月間
5〜7面：お知らせ＆イベントコーナー
10面：�台風15号の被害に対する今後の支援

など／緊急連絡先などのご案内

主な内容

編集・発行／袖ケ浦市 秘書広報課
〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1

☎0438-62-2111（代表）
☎0438-62-2465（直通）
FAX 0438-62-3034
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広 報
袖ケ浦市マスコット
キャラクター「ガウラ」

・人口：64,028（+99）・男：32,363（+62）・女：31,665（+37） ・世帯：27,348（+63） 
・転入：239〈男139/女100〉・転出：138〈男78/女60〉・出生：47〈男23/女24〉・死亡：49〈男22/女27〉

人口の動き
9月1日現在（　）内は前月比

　9月9日の台風15号により、市内では多くの被害が発生しました。現在も、たくさんの方々の支援や協力をい
ただきながら、一刻も早い復旧に向けて取り組んでいます。
問 	危機管理課	☎️（62）2119　FAX（62）5916

生活安全メール
　メールで情報を発信します。
登�録方法　下記のメールアドレスに空メール（件
名や本文に何も記入せず）を送信してください。
　自動返信により、登録方法のメールが届きます
ので、手順に従って登録してください。
　 	t-sodegaura@sg-m.jp

市公式ツイッター
　ツイッターで、主に生活安全メー
ルと同じ内容を発信します。
アカウント名　@sodegaura_city

防災行政無線
　市内の放送により、情報を発信します。
防災行政無線テレホン案内
　防災行政無線で放送した内容を電話で確認する
ことができます。電話料金はかかりません。携帯電
話でも聞くことができます。
　 	0120（031）240

市ホームページ
　ホームページで情報を発信します。
　支援情報や緊急のお知らせなどを
随時更新しています。

	　これらの情報発信は、平常時も行っています。災害などの緊急時には、停電や通信障害により登録しにくくな
ることが予想されます。平常時に登録などを行い、災害時に備えましょう。

今後の支援内容は、10面で紹介します。

災害時の情報発信•••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

市などを語る
屋根の修繕会社に

ご注意ください

大きな被害　多くの支援
ひとつの声かけ　多くの安心9月9日

台風15号

　市内において、「市からの要請で屋根の修理を
無料で行っている」、「ボランティアで屋根の修
理をしている」などと説明し、修理を行おうとす
る事業者の事例が報告されています。
　市が特定の事業者に個人宅の屋根の修理を依
頼・要請することはありませんので、ご注意くだ
さい。
　屋根の修理を依頼する際は、見積書や契約内
容などをよく確認して
から行ってください。
問 	市民活動支援課
	 ☎️（62）3106
	 FAX（62）3877



—   　—22019年（令和元年）10月1日広 報

　返金の対象となる方は、平成22年4月30日までに購入された回数券を利用
し、平成27年10月1日以降に差額を支払った方です。対象の方には、個別に通
知します。同封の還付申請書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してくだ
さい。対象と思われる方で通知が届かない方は、お問い合わせください。返金に
応じられる期間は10年間です。早めの手続きをお願いします。
▶︎	平成22年5月1日以降に購入された回数券は、返金の対象となりませんので、
ご注意ください。
回数券利用による差額の誤徴収について
　ガウランドでは、平成27年4月の使用料改定で料金を値上げしたことに伴い、
使用料改定前の回数券を使用する場合は、差額を負担していただいています。
　しかし、平成22年4月30日までに購入された回数券は、使用料改定後も差額を
負担せずに使用できる回数券でしたが、誤って差額を徴収していたことが判明しま
した。ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
　なお、使用料を受け取れるとして、銀行などのATMに誘導することは絶対にあ
りません。このような場合、還付金詐欺の疑いがありますので、ご注意ください。
問 	健康推進課	☎️（62）3162　FAX（62）3877

　市では、省エネルギー化の推進による環境にやさし
い社会の実現と、維持管理費の削減により、安全で安心
して生活できるまちづくりを推進するため、市が管理
するすべての防犯灯をLED灯に交換します。
市内の約4,700灯をLED灯へ交換
　市が管理するすべての蛍光灯タイプの防犯灯を、今
年度中にLED灯へ交換します。LED灯は、従来の蛍光灯
よりも寿命が長く、安定した明るさを保つことができ
ます。
維持管理費と二酸化炭素排出量の削減
　LED灯は、長寿命なうえ蛍光灯よりも消費電力が小さいため、環境にやさし
く、維持管理費の削減が可能です。
　交換後10年間で、維持管理費は約1億4,500万円、二酸化炭素排出量は約
71％削減できると試算されています。
一斉調査と灯具交換工事にご協力ください
　10月から11月末にかけて、市内の防犯灯の一斉調査を行います。また、12月か
ら2月にかけて、灯具交換工事を行いますので、皆さんのご協力をお願いします。
調査内容　既設防犯灯の位置調査・写真撮影	など
調査代表会社　国際航業株式会社
問 	市民活動支援課	☎️（62）3106　FAX（62）3877

　10月以降の介護サービスなどの利用料は、改定後の金額で計算されます。
サービスをご利用中の方は、改定後の金額を介護サービス事業者などに確認し
てください。
　改定内容の詳細は、厚生労働省ホームページでも確認できます。　
介護保険サービスの区分支給限度基準額の変更
　介護報酬の改定に合わせて、要介護度に応じた1カ月あたりの区分支給限度
基準額が変更となりました。
1カ月あたりの区分支給限度額

区分 9月まで 10月以降
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

介護保険被保険者証の取扱い
　要介護認定などを受けている方の介護保険被保険者証に、区分支給限度基準
額の記載がありますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による
差替えは行いません。9月までに発行済みの被保険者証に記載された区分支給
限度基準額は、読み替えていただくようお願いします。
問 	介護保険課	☎️（62）3206　FAX（62）3165

10月1日からの消費税率引上げに伴い
介護報酬が改定されました

　浄化槽は、適正な施工と保守点検・清掃・検査をすることが、浄化槽法で義務
付けられています。これを怠ると、水質汚濁や悪臭などの発生原因となり、周辺
住民への迷惑や、生活環境の悪化につながりますので、正しく管理しましょう。
工事施工者　浄化槽設備士の資格者
保守点検回数　処理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽は、4カ月に1回以上
清掃回数　年1回以上
法�定検査（7条検査）　浄化槽の使用開始後3カ月経過した日から5カ月以内に、
水質と浄化槽が適正に設置・機能しているかなどを検査する
法�定検査（11条検査）　毎年1回、水質と保守点検や清掃が適正に行われている
かなどを検査する

問 	▶︎袖ケ浦市	下水対策課	☎️（62）3651　FAX（62）7485
	 ▶︎設置工事に関すること　千葉県浄化槽協会	☎️043（246）2355
	 ▶︎保守点検・清掃に関すること　千葉県環境保全センター	☎️043（245）4222
	 ▶︎法定検査に関すること　千葉県環境財団	☎️043（246）2079

浄化槽は正しく管理しましょう
10月1日は浄化槽の日

マイナンバーカードを作りませんか
　マイナンバーカードは、マイナンバー（個人番号）を証明する書類や、本人確
認の際の身分証明書として利用できます。
　また、今後は、健康保険証として利用できたり、子育
て情報のほか、各種申請の案内を受け取ることがで
き、マイナンバーカードを使用したさまざまな行政手
続きが、インターネット上で可能となる予定です。
申�請方法　通知カードに付属している「マイナンバー
カード交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝）を貼付
して、通知カード送付時に同封されている封筒で郵送するか、スマートフォ
ンなどで顔写真を撮影してインターネットから申請してください。申請に係
る手数料は、初回は無料です。
令和2年3月から証明書などのコンビニ交付が始まる予定です
　マイナンバーカード（電子証明書を搭載しているものに限る）をお持ちの
方は、コンビニエンスストアで次の証明書が発行できるようになります。
発行可能な証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税（兼非課税）証明書、戸籍証明書
（全部・個人事項証明書）、戸籍の附票の写し
▶︎詳細は、本紙2月15日号でお知らせします。

問 	▶︎コールセンター
	 　 	0120（95）0178（一般）、 	0120（0178）26（外国語対応）
	 ▶︎マイナンバー制度全般について
	 　袖ケ浦市	行政管理課	☎️（62）2137　FAX（62）5916
	 ▶︎マイナンバーカードの交付について
	 　袖ケ浦市	市民課	☎️（60）1147　FAX（62）1934

ガウランド回数券利用による差額の誤徴収分を返金します

条例（案）の名称　企業振興条例の一部を改正する条例（案）
概�要　企業の新規立地および設備投資に対する奨励制度を定めた現行条例
の施行期間延長、交付要件の緩和や新規奨励制度の追加などの見直しを行
うため、条例の改正を行うものです。
閲�覧場所　商工観光課、市政情報室（市役所2階）、各公民館、市ホームページ
※市役所では、土・日曜日、祝日などの閉庁日は閲覧できません。
意�見の提出方法　意見・住所・氏名・電話番号を記入し、郵送、ＦＡＸ、または
メールで提出してください（書式の指定なし）。
意見の募集期間			10月1日（火）～25日（金）
意見の提出場所　〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市役所	商工観光課
　　　　　　　　☎️（62）3428　FAX（62）7485
　　　　　　　　 	sode19@city.sodegaura.chiba.jp

パブリックコメント　ご意見を募集します

マイナンバーカードの事務を一時停止します システムメンテナンスのため、10月28日（月）～11月1日（金）は、終日、マイナンバーカードに
係る一切の手続きができません。　　問 	市民課	☎️（60）1147　FAX（62）1934

市内防犯灯の一斉LED化を行います

　建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを
守って適正に工事を進め、工事が完了した時は、建物が法令に基づき安全
なものであるか、検査を受けましょう。この機会に、建物が法令に適合して
いるか建築士に相談するなど、確認をお願いします。
問 	都市整備課	☎️（62）3645　FAX（63）9670

10月15日～21日は違反建築防止週間

建物を建てる場合は法令に適合しているか確認を

•••

•••

環境に関する市民懇談会
　市では、現在、（仮称）第2次袖ケ浦市環境基本計画の策定を行っています。
　この計画は、緑豊かな住みよい環境を保全し、次の世代に継承するため、市
民、事業者、市がそれぞれの立場から取り組んでいくことを定めるものです。
　その策定にあたり、広く市民の皆さんの意見をお聴きし、今後策定する計
画（案）への参考とするため、市民懇談会を開催します。
期日　10月20日（日）
時間・場所	 ・午前10時～、平川公民館	2階視聴覚室
	 	 ・午後3時～、市民会館	3階中ホール
対象　市内在住、在勤、または在学の方
問 	環境管理課	☎️（62）3404　FAX（62）7485

LED防犯灯



—   　—3 2019年（令和元年）10月1日 広 報

商品券の販売期限　令和2年2月29日　　販売場所　市内郵便局、イオン長浦店　　▶︎詳細は、市ホームページ
または本紙9月15日号をご覧ください。　　問 	地域福祉課	そでがうらプレミアム商品券窓口	☎️（62）2323そでがうらプレミアム商品券販売中です！

募集園児数　105名　※応募多数の場合は、抽選
応�募資格　平成27年4月2日～平成28年4月1日に生まれ、入園時に市内に住
所を有しているお子さん
募集要項などの配布期間　10月1日（火）～17日（木）　※土・日曜日、祝日を除く
配布場所　中川幼稚園、学校教育課、平川・長浦行政センター
配布資料　募集要項、入園願、成長の記録、支給認定申請書
書類の提出など
期間　10月18日（金）～25日（金）　※土・日曜日、祝日を除く
時間　午前9時30分～午後3時
提出方法　幼児同伴のうえ、中川幼稚園に必要書類を提出してください。
※提出時に面接を行います。
入園内定会
期日　11月8日（金）　　場所　中川幼稚園
▶︎応募が定員に満たない場合、内定会は中止します。
申 	中川幼稚園	☎️（75）6390　FAX（75）6396
問 	学校教育課	☎️（62）3718　FAX（63）9680

市立中川幼稚園の園児を募集します

　子どもたちの元気な声が響く園庭。よく見ると、ダンゴ虫やバッタ、アリ、蝶など
小さな生き物がたくさん遊びにきています。ヤマモモの木の穴を覗いて「ここにカ
エルのおうちがあるんだよ。」と、毎年、幼稚園のひみつが子どもへ伝わります。
　幼稚園から一歩出ると小櫃川周辺の広い田んぼが広がり、水路にザリガニ釣り
に行きます。今年も、初めてザリガニが持てるようになった子がたくさんいました。
『自然と触れ合い、感じ、考えて遊ぶ』ことで子
どもたちは、大きく成長します。
　保育室や絵本の部屋には、たくさんの本
があります。ボランティアのお母さんも子
どもと一緒にお話の世界を楽しんでいま
す。「先生、この本読んで！」「ザリガニの本
見つけたぞ！」と、自然体験と絵本の世界が
つながって、学びの土台が育っています。
問 	学校教育課
	 ☎️（62）3727　FAX（63）9680

　私たちの学校自慢
中川幼稚園きらきらわくわく　どっきどき　

えがおひろがる　中川幼稚園

来 春 入 園
•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

　市では、経済的な理由により、高校・専修学校・大学などへの修学が困難な方
に対し、随時、奨学資金を無利子で貸し付けています。
　なお、在学中の方も含め、他の奨学資金制度と併用が可能です。
対象　次の要件すべてに該当する方
・�市内に住所を有する、または父母もしくはこれらに準ずる方が市内に住所を有する
・�高等学校や大学などに入学が決定、または在学している
・�学業の成績が優れ、性行が正しく、かつ健康である
・�経済的理由により修学が困難である
貸付額

区分 国・公立 私立

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部、高等専門学校、または
専修学校の高等課程に在学する方

月額
10,000円以内

月額
20,000円以内

大学、短期大学、または専修学校の専門課
程に在学する方

月額
22,000円以内

月額
43,000円以内

返還方法　月賦、半年賦、年賦の均等払い
返還期間　貸付が終了した月の6カ月後～10年以内
※上級学校へ進学した場合などは、返還を猶予する制度もあります。
▶︎	申請には、連帯保証人の設定など各種必要な手続きがありますので、事前に
お問い合わせください。

申 	教育総務課	☎️（62）3691　FAX（63）9680

奨学資金の貸付制度をご利用ください

幼児教育・保育無償化が始まります
　10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化の対象サービ
スを利用するには、市役所へ申請し、認定を受ける必要があります。
無償化の対象サービス

対象サービス 無償化の対象となるお子さん

保育所・保育園 ・3歳～5歳児クラスの全員
・0歳～2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん

認定こども園
・3歳～5歳児クラスの全員
・0歳～2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん
・幼稚園部分の全員

幼稚園 ・全員
※新制度未移行の幼稚園は、上限額があります。

預かり保育（幼稚園）

・�3歳～5歳児クラスで保育の必要性が認められるお
子さん
・�満3歳で保育の必要性が認められ、住民税非課税
世帯のお子さん
※上限額があります。

地域型保育 ・住民税非課税世帯のお子さん

一時預かり事業、ファミ
リー・サポート・センター事
業、病児保育

・3歳～5歳児クラスの全員
・0歳～2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん
※上限額があります。

認可外保育
（県への届出がある施設）

・3歳～5歳児クラスの全員
・0歳～2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん
※上限額があります。

企業主導型保育 ・3歳～5歳児クラスの全員
・0歳～2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さん

障がい児の発達支援
・�3歳になった最初の4月から就学前までのお子さん
※	幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合
は、両方とも無償化

▶︎	無償化の対象は、幼児教育や保育にかかる部分であり、教材費や行事費
など対象外となる費用があります。詳細は、本紙9月1日号、または市ホー
ムページをご確認ください。

問 	保育課	☎️（62）3276　FAX（62）3877

　総合教育センターでは、小学校入学前のお子さんの言葉や発音、行動に不安が
ある保護者を対象に、専門のスタッフが相談に応じています。
　お子さんの心身の状況を保護者と確認し、入学までの期間に必要な準備などを
一緒に考えます。相談を希望する方は、電話で申し込んでください。
　言葉や発音は、正しい舌の使い方や口の形を練習することで改善がみられるこ
とがあります。また、早く取り組むほど効果的とも言われています。
　この機会に、ぜひご相談ください。
総合教育センター相談電話	☎️（63）3717
問 	総合教育センター	☎️（62）2254　FAX（62）3816

小学校就学に関わる相談窓口を開設しています相談

　福祉作業所「うぐいす園」では、障がいのある方に生産活動の機会の提供や、知
識と能力の向上のために必要な訓練などを行っています。
　また、障がい者自身とその家族の福祉の増進を図るため、生活介護や日中の一
時支援などを行っています。気軽にお問い合わせください。
施�設名　福祉作業所うぐいす園（大曽根862−1）
問 	▶︎福祉作業所うぐいす園	☎️・FAX（63）2266
	 ▶︎障がい者支援課	☎️（62）3187　FAX（63）1310

障がいのある方に就労支援などを行っています

　放置自転車は、通行の妨げとなり大変危険です。また、街の景観を損ないます。
　市では、条例に基づき、袖ケ浦駅・長浦駅周辺を放置禁止区域と定め、禁止区
域などに駐車している自転車などへの警告と撤去を行っています。
　放置自転車問題を広く市民の皆さんに理解していただくため、期間中、啓発
活動などを行います。
　自転車を止める際は、自転車駐車場などのご利用をお願いします。
問 	市民活動支援課	☎️（62）3106　FAX（62）3877

放置自転車クリーンキャンペーン

放置ゼロ キレイな街で おもてなし

期間　10／1～11／30　　強調期間　10／22～31

　袖ケ浦市老人福祉会館は、高齢者の方を中心に交流会などに活用されていま
す。今回、より多くの方が活用するきっかけとなるように、施設の愛称を募集し
ます。
応募資格　市内在住、または在勤の方
応�募方法　愛称（漢字や英字を使用する場合はふりがなを明記）・愛称の説明や
理由・応募者の住所・氏名・ふりがな・年齢・電話番号を記入のうえ、老人福祉
会館、各公民館などに設置している応募箱に投入するか、郵送、メールまたは
FAXで申し込んでください。
応募期限　10月31日（木）
入賞者には賞金・賞品プレゼント！
・�最優秀賞　1点　賞金5,000円、袖ケ浦市特産品詰合せ
・�優秀賞　2点　袖ケ浦市特産品詰合せ
注�意事項　応募は1人3点までで、未発表のオリジナル作品
に限ります。

申 	〒299−0256　袖ケ浦市飯富1604
	 袖ケ浦市シルバー人材センター
	 ☎️（63）6053　FAX（62）9938
	 	sodegaura@sjc.ne.jp

老人福祉会館の愛称募集

親しみやすい
素敵な名前を

つけてほしいガウ



—   　—42019年（令和元年）10月1日広 報

中央図書館のイベント

中央・長浦おかのうえ・平川図書館のイベント

長浦おかのうえ図書館のイベント

平川図書館のイベント 根形・平岡公民館図書室のイベント

★中庭イベント
　「トショロの庭 Tea Time」
　お茶を飲みながら楽しもう！
日時　10月27日（日）午後1時～3時
場所　中庭　※雨天時は、室内
カレンダーを使って封筒づくり
対象　小学生以上
図書館おさかな釣りゲーム
対�象　幼児～小学生（幼児は保護者同伴）
このほんよんで！
　自分で選んだ本を読み聞かせします。
対象　3歳～小学生
★映画鑑賞会「図書館で楽しむオペラ」
「カヴァレリア・ルスティカーナ」
歌手　プラシド・ドミンゴ	ほか
日�時　11月7日（木）午前10時～11時
15分
場所　2階視聴覚ホール
対象　成人の方　　定員　80名

★秋の名画鑑賞会
「ようこそ！秋はミステリーの世界へ」
「情婦」
日時　10月23日（水）午前10時～正午
場�所　長浦おかのうえ図書館	3階視
聴覚室
対象　成人の方　
定員　120名　　その他　字幕あり
「ナイル殺人事件」
日�時　10月24日（木）午前10時～12時
15分
場所　中央図書館	2階視聴覚ホール
対象　成人の方　
定員　80名　　その他　字幕あり
「幽霊列車」
日�時　10月25日（金）午前10時～11時
15分
場所　平川公民館	2階視聴覚室
対象　成人の方　
定員　30名　　その他　字幕なし
「金田一耕助の冒険」
日�時　11月6日（水）午前10時～11時
55分
場�所　長浦おかのうえ図書館	3階視
聴覚室
対象　成人の方　
定員　120名　　その他　字幕なし
「風の視線」
日�時　11月13日（水）午前10時～11時
45分

★サークル発表
「萌」朗読コンサート
　太宰治の「走れメロス」や芥川龍之
介の「杜子春」など、文豪の童話を語り
ます。
日�時　11月2日（土）午後1時30分～
3時30分（1時開場）
場所　3階視聴覚室
対象　成人の方　　定員　120名
「むかしむかしの会」
大人のためのお話会
　大人の方が聞
いても楽しい昔
話や創作のお話
を語ります。
日�時　11月9日
（土）午後1時30分～2時30分
場所　3階視聴覚室
対象　どなたでも　　定員　120名

★秋のおはなし会
日時　11月23日（祝）午前10時30分
～11時30分
場所　おはなしのへや
定員　各30名
わらべうたであそぼう
時間　午前10時30分～11時
対象　0歳からの乳幼児とその保護者
親子いっしょのおはなし会　
時間　午前11時～11時30分
対象　4歳～小学校低学年
共催　むかしむかしの会　
★平川中学校おすすめ本の展示
　平川中学校の図書委員と１年生の
みなさんがおすすめ本を紹介します。
期間　10月19日（土）～11月24日（日）
場所　児童室

★本のおたのしみ袋
　大人を対象とした本のお楽しみ袋
です。何が入っているかはお楽しみ！
思わぬ本との出会いが
あるかも！？
期�間　10月19日（土）～
11月24日（日）
※なくなり次第終了

★ 昭和小学校4年生リーフレット展示
「ぼくらオリパラ情報局」
　昭和小学校4年生の児童が作成し
たオリンピック・パラリンピックの
リーフレットを展示します。
期間
　10月19日（土）～11月24日（日）
場所　1階ロビー
★サークル展示
やまゆり俳句会�会員自選句展示
期間　10月30日（水）まで　
場所　1階ラウンジ展示コーナー
短歌そでがうら�詠草
期間　11月1日（金）～24日（日）　
場所　1階ラウンジ展示コーナー

場�所　長浦おかのうえ図書館	3階視
聴覚室
対象　成人の方　
定員　120名　　その他　字幕なし
「ゆれる」
日時　11月21日（木）午前10時～正午
場所　中央図書館	2階視聴覚ホール
対象　成人の方　
定員　80名　　その他　字幕なし
★子ども映画会
「いないいないばあ」
日�時　10月19日（土）午前10時30分
～10時55分
場�所　長浦おかのうえ図書館	3階視
聴覚室
対象　0歳からの乳幼児とその保護者
定員　120名
「14ひきのかぼちゃ／14ひきのひっこし」
日�時　10月20日（日）午後1時30分
～2時5分
場所　中央図書館	2階視聴覚ホール
対象　幼児～小学校低学年
定員　80名
「14ひきのこもりうた／14ひきのやまいも」
日�時　11月23日（祝）午前11時30分
～12時5分
場所　平川図書館	おはなしのへや
対象　幼児～小学校低学年
定員　30名

★暮らしに役立つ生活講座
　「老後の生活設計のあり方」（要申込）
日時　11月14日（木）午前10時～正午
場所　3階視聴覚室
対象　成人の方
講師　金融広報アドバイザー
定員　80名（申込先着順）
申�込方法　各図書館・図書室の窓口、
または電話で申し込んでください。

★こんな本もあったんだ！？ちょっ
とマニアックな本たち
　ちょっとマニアな図鑑など、図書館
に隠れている本たちを紹介します。
期�間　10月19日（土）～11月24日（日）
場所　カウンター前
★図書館ボランティア活動紹介展示
期間　10月19日（土）～11月24日（日）
場所　2階通路

★すきすき絵本タイム
　ボランティアが絵本の読み聞かせ
を行います。
日時・場所
・�11月2日（土）午前10時～正午、平岡
公民館図書室	ふれあい読書コーナー
・�11月3日（祝）午前10時～正午、根形
公民館図書室	ふれあい読書コーナー
対象　0歳からの乳幼児とその保護者
★大型えほんとわらべうた
日�時　11月17日（日）午前10時～10時
30分
場所　平岡公民館	2階和室
対�象　2歳からの未就学児とその保護者

★かみのおはなやさん
　折り紙で手作りしたお花をプレゼント！
日時・場所
・�10月27日(日)午後1時～4時、中央
図書館	おはなしのへや
・�11月2日(土)午前10時～午後3時、
根形公民館図書室
・�11月3日(祝)午前10時～午後3時、
平岡公民館図書室
・�11月24日(日)午前10時～午後3時、
平川図書館	おはなしのへや
対象　どなたでも

　外見では健康に見えても、周囲の配慮や援助
を必要としている方がいます。
　災害時や日常生活で困った時に、配慮や援助を
必要としていることを周囲に知らせるため、その
内容を記載して身につける「ヘルプカード」と「スト
ラップ型ヘルプマーク」を配布しています。日常生
活において少しでも不安がある方は、ご活用ください。
　「ヘルプカード」などの携帯者を見かけた場合は、必要な配慮や援助のご協力
とご理解をお願いします。
対�象　義足や人工関節を使用している方、妊娠初期の方、内部障がいや難病の
方、認知症の方	など
配布場所　障がい者支援課、平川・長浦行政センター
※	平川・長浦行政センターではヘルプカードのみ配布しています。配布数には
限りがありますので、ご了承ください。

問 	障がい者支援課	☎️（62）3187　FAX（63）1310

ヘルプカードなどを配布しています

　展示やイベントが盛りだくさんの「秋のトショロ月間」で、
読書の秋を楽しみませんか。
問 	▶︎中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650
	 ▶︎長浦おかのうえ図書館	☎️（64）1046　FAX（64）1481
	 ▶︎平川図書館	☎️（75）7392
	 ▶︎根形公民館図書室	☎️（62）6163
	 ▶︎平岡公民館図書室	☎️（75）6663

平川図書館、根形・平岡
公民館図書室のイベント

中央・平川図書館、根形・平岡
公民館図書室のイベント

10月19日〜11月24日は秋のトショロ月間

読書の秋！
そうだ、図書館へ行こう！

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

↑
→

市内施設見学バスツアー

　私たちが出したごみがどのように処理をされているのか、学びます。
日時　10月31日（木）午前9時～午後3時30分頃　　集合・解散場所　市役所
コ�ース（予定）　袖ケ浦クリーンセンター	→吉野石膏千葉第二工場（工場見学）
→昼食→かずさクリーンシステム（木更津市）
対象　市内在住、在勤、または在学の方　　定員　30名（申込多数の場合は抽選）
参加費　1,760円（昼食代）
申�込方法　参加希望者の住所・氏名・年齢・電
話番号を、電話またはメールでお知らせく
ださい。
申込期限　10月18日（金）
※抽選結果は、後日郵送します。
申 	秘書広報課
	 ☎️（53）7522　FAX（62）3034
	 	koho@city.sodegaura.chiba.jp

広域行政で取り組む　ごみ処理・リサイクル

戦没者追悼式は中止します 10月8日（火）に予定していた戦没者追悼式は、台風15号の影響により中止します。
問 	地域福祉課	☎️（62）3157　FAX（63）1310
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information

ナ ーーコ知お せら

　�お知らせ
ありがとうございます
災害への義援金 　
　平成30年度より市で受け付けをは
じめた義援金の総額は、9月17日現在
で、次のとおりです。義援金は、日本赤
十字社経由で被災地にお送りします。
・�西日本豪雨災害義援金

1,084,814円
・�北海道胆

い ぶ り

振東部地震災害義援金
85,009円

※	その他の義援金の受付状況は、市
ホームページをご覧ください。

問 	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310

千葉県の最低賃金が
改正されました 　
　10月1日から、千葉県内の事業所で
働くすべての労働者（パート、アルバ
イトなどを含む）と、その使用者に適
用される地域別最低賃金「千葉県最低
賃金」が改正されました。
　使用者は、この額より低い賃金で労
働者を使用することはできません。こ
の額より低い賃金を定めていても、法
律により無効とされ、最低賃金と同額
を定めたものとみなされます。
　詳細は、千葉労働局ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせください。
千葉県最低賃金時間額
　923円（従来は895円）
問 	▶︎千葉労働局労働基準部	賃金室
	 　☎️043（221）2328
	 ▶︎木更津労働基準監督署
	 　☎️（22）6165

農業用廃プラスチックを回収します 　
日�時　10月8日（火）午前9時～正午
※荒天中止
場所　JAきみつ	平川経済センター
▶︎	市内農家による持ち込みに限りま
す。時間外に置いていかないでくだ
さい。
負担金　1kgにつき20円
搬入対象品目と規格

※	肥料袋・培土袋は、1梱包1束ね
10kg程度で二つ折り・二カ所縛り
（荷崩れしないように）。
　	ビニールはビニール、マルチはマル
チで梱包。マイカー線での梱包は禁
止。ハウス用ビニールは、ハトメを
切り取る。

問 	▶︎平川経済センター
	 　☎️（75）2001
	 ▶︎農林振興課
	 　☎️（62）3460　FAX（62）7485

z10月の移動交番開設予定 　
場所・日時
・�長浦公民館　3日（木）・16日（水）
午後1時～2時30分
・�袖ケ浦公園　8日（火）午前10時～
11時30分、21日（月）午後1時～2時
30分
・�市民会館　8日（火）・23日（水）午後
1時～2時30分
・�平川公民館　10日（木）・25日（金）
午後1時～2時30分
・�臨海スポーツセンター　11日（金）・
28日（月）午後1時～2時30分
▶︎	事件・事故の発生や天候などにより、
変更となる場合があります。詳細は、
お問い合わせください。

問 	木更津警察署	地域課
	 ☎️（22）0110

　�相談
z司法書士無料相談 　
日�時　10月2日（水）午前10時～午後3時
場�所　イオンタウン木更津朝日1階	
ノースコートエスカレーター横
内�容　相続による土地や家屋の名義
変更	など

問 	千葉司法書士会事務局
	 ☎️043（246）2666

行政書士無料相談会
日�時　10月6日（日）午前10時～午後3時
場�所　君津市生涯学習交流センター	
102号室
内�容　相続手続き、遺言書作成、法人
設立、建設業などの各種許認可申
請、農地転用、自動車登録、外国人在
留手続き	など

問 	千葉県行政書士会	君津支部
	 ☎️（64）0620

税の無料相談（要予約）
期日　10月9日（水）、11月13日（水）
時�間　午前10時～正午、午後1時～3時
場所　木更津商工会館
内容　記帳、決算、税務に関する相談
※申告書類の相談は行いません。
対�象　税理士・税理士法人が関与しな
い一般納税者

申 	千葉県税理士会	木更津支部
	 ☎️（37）9000

相談内容 相談日 場所 時間

法律相談（要予約、2日前までに申
込み、一人1年度2回まで）
申  市民活動支援課 ☎（62）3102
※11月分は10月18日（金）から予約受付

10月3日（木） 市役所第2相談室

13時〜16時10月10日（木） 平川行政センター

10月17日（木） 長浦行政センター

人権･心配ごと相談
◎は人権･行政･心配ごと相談
問  市民活動支援課 ☎（62）3102
▶千葉地方法務局木更津支局の

人権相談（平日9時〜16時）　
　☎（22）2531

10月3日（木）
◎長浦行政センター

13時〜16時

平川行政センター

10月10日（木）
◎市役所第2相談室
長浦行政センター

10月17日（木）
◎平川行政センター
市役所第2相談室

10月24日（木）
※心配ごと相談のみ

市役所第2相談室
平川行政センター
長浦行政センター

結婚相談
問  市民活動支援課 ☎（62）3102

祝日を除く毎週火・金曜日
※10月18日（金）・22日（祝）は休み 市役所第2相談室 10時〜12時

13時〜16時
交通事故相談

（要予約、2日前までに申込み）
申  市民活動支援課 ☎（62）3102

10月23日（水） 市役所第2相談室 10時〜12時
13時〜15時

消費生活相談
問  消費生活センター ☎（62）3134

祝日を除く
毎週月〜金曜日 市役所第1相談室 9時〜12時

13時〜16時
家庭児童相談
問  子育て支援課 ☎（62）3272

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所家庭児童相談室
☎（62）2111（内線547） 9時〜16時

母子・父子自立支援相談
問  子育て支援課 ☎（62）3272

祝日を除く
毎週月・火・木曜日

市役所家庭児童相談室
☎（62）2111（内線547） 9時〜16時

障がい福祉に関する相談
問  障がい者支援課
　 ☎（62）3187　FAX（63）1310

祝日を除く
毎週月〜金曜日

市役所障がい者相談支
援事業所
☎・FAX（62）3334

9時〜17時

生活自立相談
問  地域福祉課 ☎（62）3159

祝日を除く
毎週月〜金曜日 市役所自立相談支援室 8時30分〜

17時15分
教育テレフォン相談
問  総合教育センター ☎（63）3717

祝日を除く
毎週月〜金曜日 − 9時〜16時

相談案内 ※祝日や相談員の都合により、開催しない場合があります。

10月7日～13日は行政相談週間
　総務省では、10月7日～13日を行
政相談週間とし、法務局や弁護士会な
どの関係団体の協力のもと、一日合同
行政相談所を開設します。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
気軽にご相談ください。
日�時　10月11日（金）午前10時～
午後4時
場所　ペリエ千葉	7階ペリエホール
問 	千葉行政監視行政相談センター	
	 ☎️（0570）090110

　�審議会
子ども・子育て支援会議 　
　9月1日号でお知らせした子ども・
子育て支援会議の日程が、台風15号
の影響により変更となりました。
日時　10月10日（木）午前10時～
場所　市役所	旧館3階大会議室
議題　次期計画の骨子案について	ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　10月9日（水）
▶︎	保育があります。希望する方は、10月
3日（木）までに申し込んでください。
　保育代などで1人300円が必要です。
申 		子育て支援課
	 ☎️（62）3286　FAX（62）3877

介護保険運営協議会 　
日時　10月11日（金）午後2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　10月8日（火）
申 		介護保険課
	 ☎️（62）3158　FAX（62）3165

公民館運営審議会 　
日時　10月17日（木）午後2時30分
場所　平川公民館	2階視聴覚室
議�題　市民会館・公民館まつりについて	
ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　10月10日（木）
申 		市民会館
	 ☎️（62）3135　FAX（62）3138

50cm

80cm

つ
づ
ら
折
り

塩化ビニールフィルム

50cm

同左または杭を
利用したグルグ
ル巻き

80cm

ポリエチレン
フィルム農ビ、
農PO（軟質系）

対象品目と規格（重さ15㎏程度まで）

　自転車の盗難や電話de詐欺など、身近で起こる犯罪に注意し、犯罪の未然防
止を図りましょう。
自転車の盗難に注意してください
　防犯登録のない、無施錠の自転車が狙われます。施錠を心掛けましょう。
電話de詐欺に注意してください
　さまざまな詐欺の手口を知り、被害を防ぎましょう。
・オレオレ詐欺
　家族や警察官をかたり、キャッシュカードやトラブル解決の費用を要求する。
・還付金詐欺
　還付金や給付金の支給を装い、ATMの操作を指示する。
・架空請求詐欺
　架空の有料サイトの利用料や借金などをでっちあげて請求する。
・融資保証金詐欺
　高額融資を名目に、保証金や手数料を要求する。
被害にあわないための対策
・自転車は必ず防犯登録を行い、わずかな時間でもこまめに施錠しましょう。
・�詐欺犯は、録音されると証拠が残るため、留守番電話を嫌います。在宅時でも
留守番電話の機能を活用しましょう。
・�不審な電話があった場合は、関係機関に確認してください。確認がとれない時
は、家族や警察に相談しましょう。

問 	▶︎木更津警察署	☎️（22）0110
	 ▶︎袖ケ浦市	市民活動支援課	☎️（62）3106　FAX（62）3877
	 ▶︎千葉県警察	電話de詐欺相談専用ダイヤル	  0120（494）506
	 ▶︎消費者ホットライン	☎️188（全国共通）

10月
11日～20日 千葉県安全で安心なまちづくり旬間

高齢者スポーツ大会は中止します 10月17日（木）に予定していた高齢者スポーツ大会は、台風15号の影響により中止します。
問 	高齢者支援課	☎️（62）3219　FAX（62）3165
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さつき会�ふれあい祭り
日�時　10月20日（日）午前9時～午後
1時
場�所　袖ケ浦さつき台病院	リハケア棟
※長浦駅より送迎バスあり
テ�ーマ　地域とつくる健やかな体と心
内�容　講演会「高血圧」「減塩のすす
め」「ストレス対処法」、健康スタン
プラリー	ほか

問 	袖ケ浦さつき台病院	看護部
	 ☎️（62）1113

なんでも介護相談
期日・場所
①10月8日（火）、平岡公民館
②10月16日（水）、根形公民館
時間　午後1時30分～4時
申込方法　電話
申 	▶︎①ひらかわ健康福祉支援室
	 　☎️（75）3344　FAX（60）5001
	 ▶︎②地域包括支援センター
	 　☎️（62）3225　FAX（62）3165

頭の元気トレーニング
　脳の元気を保つための頭と体のト
レーニングです。
期�日　10月11日、11月8日、12月
13日、1月10日、2月14日、3月
13日　※すべて金曜日
時間　午後1時30分～3時15分
場�所　長浦おかのうえ図書館	3階大
会議室　※2月14日のみ長浦公民
館	1階多目的室
内�容　簡単な体操、頭の体操、音読	
など
対象　市内在住の成人の方
持�ち物　動きやすい服・靴、水分補給
の飲み物

問 		地域包括支援センター
	 ☎️（62）3225　FAX（62）3165

介護支援ボランティア登録研修会
　介護支援ボランティアに登録し、市
内の特別養護老人ホームなどでボラン
ティア活動を行った方に、「介護支援し
あわせポイント」を付与しています。
　このポイントは、社会福祉協議会へ寄
付、または農畜産物直売所「ゆりの里」
の商品券と交換することができます。
日時　10月29日（火）午後2時～
場所　市役所	2階第2会議室
対象　市内在住で65歳以上の方
申�込方法　電話、または高齢者支援
課、地域包括支援ながうら・ひらか
わサブセンターの窓口で申し込ん
でください。
申込期限　10月25日（金）
申 		高齢者支援課
	 ☎️（62）3219　FAX（62）3165

家族介護教室
日�時　10月16日（水）午前10時～
11時30分
場所　市民会館	2階会議室2
テ�ーマ　元気は食事から！～食べや
すい食事作りと食事介助～
対�象　介護をしている方、介護に関心
がある方
定員　20名　　申込方法　電話
申 		袖ケ浦菜の花苑	☎️（62）6151

　�スポーツ
臨海スポーツセンター
ジュニア水泳教室
期日　10月2日～12月18日の間の水
曜日（全11回）　※10月23日は休み
時間　午後4時～、5時～、6時～
場所　臨海スポーツセンター	プール　　
対象　小学生
定員　各60名（申込先着順）　
受講料　5,000円
▶︎受講料のほかに、別途入場料が必要です。
ポールコンディショニング
期日　10月6日（日）、11月10日（日）
時間　午前10時～11時　　　　　　　　
場所　臨海スポーツセンター	剣道場
受講料　600円
定員　25名（申込先着順）
共通事項
申込方法　電話、窓口
申 		臨海スポーツセンター
	 	☎️（63）2711　FAX（63）4865

女子硬式野球の試合を開催
　全日本女子硬式クラブ野球選手権
大会が、市内で開催されます。
　ぜひお越しください。
期間　10月12日（土）～15日（火）
※市内開催は、12日（土）～14日（祝）
時間　午前9時～
※	1日3試合を予定していますが、雨天
の場合は変更または中止となります。
場所　市営球場
問 		体育振興課
	 ☎️（62）3791　FAX（63）9680

市民ボウリング大会
日�時　10月13日（日）午後1時（12時
30分受付）
場所　富津スターレーン
対象　市内在住、または在勤の方
参加費　2,000円（中高生は1,500円）
申込方法　電話
申込期限　10月6日（日）
申 		市体育協会	ボウリング専門部
	 西川	☎️・FAX（63）1062
	 在原	☎️080（8907）7200

総合運動場スポーツ教室
ジュニアテニス教室
期�日　10月25日～11月15日の毎週
金曜日（全4回）
時間　午後4時30分～6時
場所　総合運動場	テニス場
対象　小学4～6年生
定員　12名（申込先着順）
受講料　4,000円
健康ウォーキング教室　
期�日　11月5日～12月10日の毎週
火曜日（全6回）
時間　午前10時～11時30分
場所　総合運動場	陸上競技場	など
定員　15名（申込先着順）
受講料　3,000円　
共通事項
申込方法　電話
申 		総合運動場	☎️・FAX（62）5350

	 ☎️・FAX（64）3115全国高校サッカー選手権千葉県大
会が市陸上競技場で開催されます　
日時　10月26日（土）・27日（日）
問 	体育振興課
	 ☎️（62）3791
	 FAX（63）9680

	 ☎️・FAX（64）3115君津地域心身障害児者スポーツ
大会参加者募集 　
日�時　11月9日（土）午前9時30分～
場所　君津市民体育館
対�象　君津地域に在住で、大会の参加
に健康上適当である心身障がい児
者とその家族、または介護をしてい
る方
申込方法　電話、FAX
申込期限　10月18日（金）
申 		障がい者支援課
	 ☎️（62）3187　FAX（63）1310

市民卓球大会（ダブルス）
日�時　11月16日（土）午前9時～
場所　臨海スポーツセンター	体育館
種目　男子・女子・混合ダブルス
対�象　市内在住、在勤、在クラブ、また
は在学の方
参�加費　高校生以上1組1,400円、中
学生以下1組800円
※当日集金
申�込方法　申込代表者の住所・氏名・
電話番号と、参加者の氏名を、FAX
でお知らせください。
申込期限　10月29日（火）
▶︎	詳細は、市卓球専門部ホームページ
をご覧ください。

申 		社教連協事務局	FAX（62）4950
問 		松原	☎️090（4240）2908
	 （19：00～21：00）

　�募集
ユースボランティアを募集します
　教育委員会の事業に、ボランティア
として一緒に参加しませんか？
活動内容　市民三学大学講座、そでが
うらわんぱくクエストのお手伝い	
など
対象　市内在住・在学で高校生以上の
方、またはこれに準じる年齢の方
申込方法　ユースボランティア登録
書に必要事項を記入し、FAX、メー
ル、または窓口で申し込んでくださ
い。登録書は、市ホームページから
ダウンロードできます。

問 	生涯学習課
	 	☎️（62）3743　FAX（63）9680
	 		sode30@city.sodegaura.

chiba.jp

その他
貸衣装　10月の貸出日
期日　1日（火）・11日（金）・15日（火）・
22日（祝）・25日（金）
時間　午前9時～正午
※喪服は随時受け付けます。
場所　市民会館	1階和室
種類　打掛・振袖・留袖・色留・七五三・
産着・モーニング・喪服

問 		田中	☎️（62）2032
	（貸出日の午前を除く）

動物愛護事業に参加しませんか
犬のしつけ方教室�基礎講座（要申込・無料）
日�時　10月3日（木）、11月6日（水）、
12月5日（木）午前10時～正午
定員　各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　10月3日（木）、11月6日（水）、
12月1日（日）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�時　10月16日（水）、11月20日（水）、
12月18日（水）午前10時～正午

一般譲渡会（無料）
日�時　10月12日（土）・31日（木）、11月
14日（木）、12月19日（木）午前9時
30分～正午

飼い主さがしの会（要申込・無料）
日�時　10月5日（土）、11月2日（土）、
12月1日（日）午前9時30分～11時
共通事項
場所　千葉県動物愛護センター
申 	▶︎	犬のしつけ方教室実技講座について
	 　千葉県動物保護管理協会
	 　☎️043（214）7814
	 ▶︎	その他	 千葉県動物愛護セン

ター	☎️0476（93）5711

▶市民活動支援課
　☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

年齢・性別 学歴 職業 勤務地 趣味 身長 体重 結婚歴
私の略歴

57 男
47 男
46 男
42 男
52 男
36 男
35 男
58 女
36 女
40 女

高卒
中卒
高卒
高卒

専門卒
大卒

専門卒
高卒

専門卒
大卒

会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

袖ケ浦
市原
君津
市原

袖ケ浦
千葉

袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉

マラソン
ドライブ

旅行
ドライブ
ドライブ

旅行
ゴルフ

音楽鑑賞
料理
読書

159
168
167
168
168
169
172
152
156
165

63
80
75
72
75
65
66
53
55
62

初
再
初
初
初
初
初
再
初
初

木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙5面の相談案内でご確認ください。

問
▶市民活動支援課
　☎（62）3102
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

年齢・性別 学歴 職業 勤務地 趣味 身長 体重 結婚歴
私の略歴

57 男
47 男
46 男
42 男
52 男
36 男
35 男
58 女
36 女
40 女

高卒
中卒
高卒
高卒

専門卒
大卒

専門卒
高卒

専門卒
大卒

会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
会社員

袖ケ浦
市原
君津
市原

袖ケ浦
千葉

袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉

マラソン
ドライブ

旅行
ドライブ
ドライブ

旅行
ゴルフ

音楽鑑賞
料理
読書

159
168
167
168
168
169
172
152
156
165

63
80
75
72
75
65
66
53
55
62

初
再
初
初
初
初
初
再
初
初

木更津・君津・富津・市原市との交流も行っています
※結婚相談所の休日は、本紙5面の相談案内でご確認ください。

問

▶イベントコーナーは、7面から6面へ続いています。

　平日に参加できない方は、ぜひご利用ください。なお、予約制ではない
ため、前の方が相談中の場合は、お待ちいただく場合があります。
日時　10月20日（日）午前10時～正午、午後1時～4時
※10月18日（金）の定例相談はお休みとなります。
相談場所　平川公民館	1階会議室
♥結婚相談所に会員登録してください
　希望の相手を紹介します。
問 		市民活動支援課
	 ☎️（62）3102　FAX（62）3877

市民三学大学講座
テーマ　心と身体を育む家族ごはん�～おいしく食べて健康な未来を～

講師　コウ	ケンテツ	氏（料理研究家）　　日時　10月12日（土）午後1時30分～3時
場所　市民会館	大ホール　　問 	生涯学習課	☎️（62）3743　FAX（63）9680

休日特設 結婚相談所
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育児・健康に関する相談です。電話でもお答えします。
場所は、すべて保健センターです。
問 	健康推進課	☎️（62）3162・3172　FAX（62）3877

健康
インフォメーション

名称 対象 期日 時間 備考 次回実施日（対象）

すこやか相談
①妊産婦・
　乳幼児
②成人

〈要予約〉

≪午前≫
10月7日（月）

①9：30〜
　11：00
②9：30〜
　11：30

内容
① 身体計測、健康・栄

養・歯科相談
※ 直接会場にお越しく

ださい。
②健康・栄養相談
持ち物
①母子健康手帳
② 健康手帳、健康診断

結果票（お持ちの方
のみ）

11月11日（月）

≪午後≫
10月21日（月）

①13：30〜
　15：00
②13：30〜
　15：30

11月18日（月）

離乳食と歯の
相談会

〈要申込〉

平成31年
3月生まれ 10月11日（金） 受付時間は

9：15〜9：30

定�員
　20名（申込先着順）
申込期限
　10月4日（金）
持�ち物　母子健康手帳、

相談票、バスタオル

11月8日（金）
（平成31年4月生まれ）
申込期限　11月1日（金）

幼児相談
〈要申込〉

本人・
保護者

事前に健康推進
課へお問い合わ
せください。

9：30〜12：00
13：30〜14：30

言葉の発達や子ども
への接し方に心配のあ
る方

事前に健康推進課へ
お問い合わせください。

▶︎	4か月児教室、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査、プレ・ママパパ学
級なども行っています。対象の方には個別に通知しています。詳細は、市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせください。

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『小説という毒を浴びる』桜庭一樹
『「身軽」の哲学』山折哲雄
『諡

おくりな

　天皇の呼び名』野村朋弘
『プラスチック・フリー生活』
　シャンタル・プラモンドン、
　ジェイ・シンハ
『里山食堂が教える果樹の収穫・保
存・料理』西東社編集部
『かこさとしの世界』
＜文学・小説・エッセイ＞
『むらさきのスカートの女』今村夏子
『待ち遠しい』柴崎友香

『暁天の星』葉室麟
『美しき愚かものたちのタブロー』
　原田マハ
＜児童書＞
『自由への道』池田まき子
『ジャングルの生き物』
　今泉忠明、湯本貴和監修
『ワンダ・ガアグ　グリムのゆかいな
おはなし』グリム
＜絵本＞
『火山はめざめる』はぎわらふぐ
『夜のあいだに』
　テリー・ファン、エリック・ファン

問 		中央図書館	☎️（63）4646　FAX（63）4650

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。

ナ ーーコベイ トン

　�イベント
ゆりの里　12周年記念感謝祭
日�時　10月5日（土）午前9時30分～
午後3時
場所　農畜産物直売所「ゆりの里」
内�容　生産者などによるPR販売、野
菜詰め放題	ほか

問 			ゆりの里	☎️（60）2550

臨スポフェスティバル
日�時　10月13日（日）午前9時～午後
6時
場所　臨海スポーツセンター
※車での来館はできません。近隣の駐
車場をご利用ください。
内容（予定）　プロのフットサルチーム
によるエキシビジョンマッチまたはス
ポーツ教室、サークル発表会、プー
ルでのウォーターボール体験	ほか
▶︎詳細は、館内掲示と臨海スポーツセ
ンターのツイッター、フェイスブッ
クでお知らせします。

問 			臨海スポーツセンター
	 	☎️（63）2711　FAX（63）4865

地域支え合い活動団体交流会
日�時　10月30日（水）午後1時30分
～3時30分
場�所　長浦おかのうえ図書館	3階大
会議室
対象
市内で下記の活動を行っている団体
・�健康増進・介護予防の活動を行っ
ている団体
・�高齢者などの生活支援の活動を
行っている団体
・�高齢者などのサロンや交流活動を
行っている団体
市内在勤または在住で次に該当する方
・�サークル活動などを行っている方
・�地域での助け合いの活動に興味が
ある方
内�容　たすけあい団体間の情報交換・
活動に関する意見交換	ほか
定員　40名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期限　10月23日（水）
申 	社会福祉協議会
	 ☎️（63）3888　FAX（63）0825

長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会「野性の証明」 　
出演　高倉健、薬師丸ひろ子	ほか
日�時　10月9日(水)午前10時～12時
25分
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　FAX（64）1481

そではく講座　袖ケ浦学
西上総戊辰戦争サミット「語り継ご
う戊辰戦争、その時の西上総」 　
日�時　10月26日（土）午後1時30分
～4時
場所　根形公民館	2階視聴覚室
内容
・�基調報告　脱藩大名・林忠崇の戊
辰戦争、敗者へのまなざし−宮本栄
一郎の「上総義軍」−、会津藩と飯
野藩の戊辰戦争、大多喜の戊辰戦
争
・パネルディスカッション　
定員　100名（申込先着順）
申込方法　電話、窓口
※申込優先、当日受付可
申 	郷土博物館
	 ☎️（63）0811　FAX（63）3693
　
景観まち歩き
平岡地区の魅力再発見！ 　
日�時　11月24日（日）午前9時30分
～12時30分　
集合場所　平岡公民館
内�容　平岡地区周辺の散策（歩行距離
約5㎞）
対�象　市内在住、在勤、または在学で、
18歳以上の方
定員　15名（申込先着順）
申�込方法　住所・氏名・年齢・電話番号
を、電話でお知らせください。
申込期限　10月31日（木）
▶︎	参加者には、後日、詳細を郵送でお
知らせします。

申 	都市整備課
	 ☎️（62）3514
	 FAX（63）9670

収穫体験
横田地区　枝豆収穫祭
　荒縄を購入し、縛れる分をお持ち帰
りできます。
日�時　10月19日（土）午前10時～午
後2時
※	無くなり次第終了。雨天時は20日
（日）に順延。
場�所　横田3番線近くのほ場
参加費　1本800円

大曽根地区　枝豆・落花生収穫祭
　枝豆は、荒縄を購入し、縛れる分を
お持ち帰りできます。落花生は、ゆで
豆用落花生2株の収穫体験です。
日時　10月26日（土）午前9時～
※	無くなり次第終了。雨天時は27日
（日）に順延。
場�所　JAきみつライスセンター（大
曽根391）
参加費　一口500円
問 		農林振興課
	 ☎️（62）3442
	 FAX（62）7485

10月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
　7日（月）・21日（月）・28日（月）・31日（木）

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

　��講座・セミナー
認知症予防のための
頭の元気度測定会 　
日時・場所
①	10月8日（火）午後1時30分～4時、
平岡公民館
②	10月10日（木）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ひらかわ健康
福祉支援室
③	10月16日（水）午後1時30分～4時、
根形公民館
④	10月24日（木）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、市役所	地域
包括支援センター
⑤	10月28日（月）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ながうら健康
福祉支援室
申込方法　電話
申 	▶︎①②ひらかわ健康福祉支援室
	 　☎️（75）3344　FAX（60）5001
	 ▶︎③④地域包括支援センター
	 　☎️（62）3225　FAX（62）3165
	 ▶︎⑤ながうら健康福祉支援室
	 　☎️（64）2100　FAX（64）2040

期日
・平岡公民館　11月2日（土）・3日（祝）
・平川公民館　11月23日（祝）・24日（日）
対�象　市内在住、または在勤で、指定日に作品を自分で搬出入できる方
規格
・書道　仕上がり寸法50cm×190cm以内
※縦横自由、仮巻きも可
・絵画・水墨画　20号以内
・写真　半切以内
※作品点数などを制限することがあります。
募�集作品　書道、絵画、手工芸、短歌、生け花、
写真

応募期限　10月15日（火）
▶︎市民会館、長浦・根形公民館の募集はありません。
申 	▶︎平岡公民館	☎️（75）6677　FAX（75）6862
	 ▶︎平川公民館	☎️（75）2195　FAX（60）5001

平岡・平川公民館まつりの 展示作品募集

市民ギャラリー（長浦おかのうえ図書館）　
絵画サークル「遊心」作品展示

期間　10月4日（金）午前11時～15日（火）午後3時
問 	長浦おかのうえ図書館	☎️（64）1046　FAX（64）1481

大原橋 松川

4番線

3番線（平川中学校南側道路）

2番線会場

JR久留里線

国道409号

横田駅

ハウス

ウェルシア（旧吉田屋）

市
道
代
宿
横
田
線
（
の
ぞ
み
野
通
り
）

横田地区の会場位置図
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　お口のトラブルは、命に関わる病気を引き起こすことがあります。いつまでも
いきいきと元気に生活していくために、口

こ う く う

腔機能の維持や向上の必要性を知
り、日常生活の中で介護予防に取り組みましょう。

健康なお口を目指そう！ 健
け ん こ う

口セミナー

共通事項
対象　市内在住、または在勤の成人の方　　費用　無料
申込方法　電話　　申込期限　10月18日(金)
申 	地域包括支援センター	☎️（62）3225　FAX（62）3165

集団編
～いつまでもいきいきと生活する

ためのお口の健康管理～
日�時　10月21日（月）午前10時～
11時30分
場所　保健センター	集団指導室
内�容　口腔に関する基礎知識、誤

ご え ん

嚥
性肺炎について、口腔ケアの基本、
口腔トレーニングなど
定員　25名（申込先着順）

個別編
期日・場所
・�10月24日（木）
　市役所	旧館3階中会議室
・�10月25日（金）
　保健センター	接種室　
時間　午前9時20分～午後1時40分
※相談時間は、1人20分です。
内容　歯科衛生士による個別相談会
定員　20名（申込先着順）

　国民健康保険に加入している40歳～74歳（令和2年3月31日時点の満年齢）
の方を対象に、集団健診を行います。
日程　・10月13日（日）午前9時～11時、長浦公民館
　　　・10月20日（日）午前9時～11時、保健センター
　　　・12月1日（日）午前9時～11時・午後1時～2時30分、平川公民館
※	事前申込は不要です。10月13日・20日は肺がん・結核検診、12月1日の午前中
は大腸がん検診を同じ会場で行います。また、12月1日は、無料で脳年齢測定
や足指力測定、骨密度、血管年齢の簡易測定が行えます。なお、全日程で薬剤
師による「お薬相談会」を行います。気軽にご相談ください。
持ち物　国民健康保険証、受診券
問 	保険年金課	☎️（62）3031　FAX（62）1934

肺がん・結核検診
　受診を希望する方は、健康推進課窓口、または電話で申し込んでください。
対象　昭和55年3月31日までに生まれた方
検診内容　胸部Ｘ線検査　※結核の検査も同時に行います。
自己負担金　無料
▶︎喀痰検査も受診できます。希望する方は、検診会場で申し込んでください。
自己負担金　400円（喀痰検査の提出日に集金）
肺がん・結核検診日程　※ は特定集団健診を行います。

期日 場所 時間 対象地区 検診車
台数

10月3日（木） 平川公民館
午前9時～11時
午後1時～3時

上宿・中川団地・中下・山中・
大鳥居・小路・高谷・三箇・野里 2

午後5時～7時 全地区 1

10月5日（土） 長浦公民館 午前9時～11時 長浦駅前1、6~8丁目上蔵波・外野・子者清水 2

10月10日（木）根形公民館 午前9時～11時 飯富・三ツ作・下新田・野田 1

10月11日（金）保健センター
午前9時～11時
午後1時～3時

福王台・高須・奈良輪・
神納1区・今井 2

午後5時～7時 全地区 1

10月13日（日）長浦公民館 午前9時～11時 長浦駅前2~5丁目・代宿・笠上 1

10月17日（木）長浦公民館 午前9時～11時 蔵波第2、3分区・ラミアール 1
10月20日（日）保健センター 午前9時～11時 全地区 1
10月30日（水）保健センター 午前9時～11時 全地区 2

大腸がん検診
対�象　昭和55年3月31日ま
でに生まれた方

検診内容　便潜
せ ん け つ

血検査
※	検査容器は、各がん検診会
場、健康推進課、ひらかわ・
ながうら健康福祉支援室
で、11月29日（金）まで配布
しています（申込不要）。
自己負担金　100円
問 	健康推進課
	 ☎️（62）3162
	 FAX（62）3877

　インフルエンザワクチンの免疫がつくまでには、接種後2週間ほどかかると
いわれています。インフルエンザが流行する前の接種をおすすめします。
実施期間　10月1日（火）～12月31日（火）
対象　市内在住で、次のいずれかに該当し、接種を希望する方
・接種日に65歳以上の方
・�接種日に60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される（これ
らの病気により身体障害者手帳1級相当の方）
※	身体障害者手帳（1級）を交付されていない方は、医師の診断書が必要で
す。詳細は、お問い合わせください。
接種回数　一人1回　　自己負担金　1,000円
※	生活保護世帯の方で、対象要件に該当する場合は、全額免除となります。
詳細は、送付した通知をご確認ください。また、東日本大震災で指定市町
村から住民票を移さずに避難している方で、対象要件に該当する場合は、
全額免除となります。被災されている方は手続きが必要（罹

り さ い

災証明書持参）
になりますので、事前にお問い合わせください。
接種方法　
・主治医が袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の場合
　①	協力医療機関、または健康推進課、ひらかわ・ながうら健康福祉支援室

で予診票を受け取る。
　※予診票は郵送していません。また、過去の予診票は使用できません。
　②協力医療機関へ予約する。
　③予診票と身分の確認できるものを持参して、接種を受ける。
・主治医が君津地域4市以外の場合
　千葉県相互乗り入れ協力医療機関の医師であれば、受けることができま
す。事前の手続きは不要です。なお、協力医療機関に該当するかは、健康推
進課、またはひらかわ・ながうら健康福祉支援室でご確認ください。

問 	健康推進課	☎️（62）3172　FAX（62）3877

高齢者などのインフルエンザ予防接種を行います 国民健康保険加入の方へ
特定健康診査の集団健診を行います

ガウラ
健康マイレージ
対象事業

肺がん・結核検診と大腸がん検診を行っていますガウラ
健康マイレージ
対象事業

大腸がん検診日程　※ は特定集団健診を行います。

期日 場所 時間
10月4日（金） 富岡分館 午前9時～11時
10月6日（日） 保健センター 午前9時～11時
10月12日（土）長浦公民館 午前9時～11時
10月18日（金）根形公民館 午前9時～11時

10月23日（水）平川公民館 午前9時～11時
午後1時～2時30分

10月31日（木）長浦公民館 午前9時～11時

11月13日（水）長浦公民館 午前9時～11時
午後1時～2時30分

11月14日（木）保健センター 午前9時～11時午後1時～2時30分
12月1日（日） 平川公民館 午前9時～11時

長浦地区ふれあいスポーツフェスタ
　長浦地区総合型地域スポーツクラブ「NAGAX」が、地域の
方々との交流を目的にスポーツフェスタを開催します。
日時　10月14日（祝）午前8時30分～午後4時
※雨天の場合、屋外種目は中止となります。
場所　長浦公民館、蔵波小学校	グラウンド、長浦地区里山
集合　長浦公民館	前庭
種�目　太極拳、ユニバーサルホッケー、ボッチャ、ヨガストレッチ、プラバンでスト
ラップ作り、レク式体力測定、ゲーム、囲碁・将棋、ターゲットバードゴルフ、友遊
ボール、軟式テニス、硬式テニス、創作コーナー、グラウンドゴルフ、ウォーキング
参加費　無料（行事保険はNAGAXが負担）
その他
・�おにぎり・豚汁のサービス（午前11時30分頃から、先着500名）と、小学生以
下に参加賞をプレゼントします。
・�ウォーキング参加者は、長浦公民館前に午前8時30分集合、9時出発です。
・�グラウンドゴルフ大会に参加を希望する方は、長浦公民館で申し込んでくださ
い。（当日は午前8時40分から蔵波小学校グラウンドで受け付けます）。
・�駐車場は、長浦公民館、長浦おかのうえ図書館、蔵波小学校をご利用ください。
駐車台数に限りがあるため、近隣の方は、徒歩でお越しください。

問 	NAGAX事務局	☎️080（5403）0006（10：00～16：00）

ナガッツ君

　9月4日、市内で希望のあった99歳以上の方5名のお宅を市長が訪問
し、長寿をお祝いしました。
問 	高齢者支援課	☎️（62）3219　FAX（62）3165

ご長寿の方を市長が敬老訪問しました

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

元気の秘訣は食べること！
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　市内の観光スポットや郷土の風景、伝統行事などの観光資源を被写体とした、観光宣伝に
効果のある作品を募集します。
　今回新たに「デジタルフォト部門」を設け、袖ケ浦に行きたくなるようなあなただけの袖ケ
浦の魅力を同時募集します。
申 	〒299−0292（住所不要）　袖ケ浦市観光協会（商工観光課内）
	 ☎️（62）3436　FAX（62）7485　 	info@sodegaurakanko.org

対象　どなたでも応募できます。
応募基準
・�応募作品は、おおむね2年以内に撮影した自作品で、未発表のもの
・応募点数は、一人につき5点まで
※	人物が被写体の場合、肖像権侵害などの責任は負いません。
応�募方法
・�一般部門　応募届出書と応募票に必要事項を記入
し、郵送または市観光協会窓口（商工観光課内）へ
持参してください。用紙は、市役所、市の施設、市内
カメラ店、市内観光施設で用意しています。また、市
観光協会ホームページからダウンロードできます。
・�デジタルフォト部門　住所・氏名・電話番号・撮影地・
写真のタイトルを本文に記入し、写真を添付して
メールで申し込んでください。
※	デジタルフォト部門への応募はJPEGデータのみ
可、推奨3.0Mb以上
応募期間　11月1日（金）～30日（土）必着
表�彰　入賞者に、賞状・賞金を贈呈します。
・一般部門　13作品
・�デジタルフォト部門　2作品
▶︎		詳細は、市観光協会ホームページの募集要項をご
覧ください。

テーマ　�魅力発見！そでがうら

観光協会観光写真コンクール

時間　午後1時～（午前11時30分開場）
場所　総合運動場	陸上競技場
入場料　・スタンド席　大人	前売り1,000円、当日1,200円
　　　　　　　　　　　子ども	前売り200円、当日300円
　　　　・芝生席　無料
※	当日、「ウォーキングフェスタ2019in袖ケ浦」完歩証を提示すると前売り価
格で入場できます。

ボールパーソンなどを募集しています
　10月10日（木）までに体育振興課へ電話で申し込んでください。
問 	体育振興課	☎️（62）3791　FAX（63）9680

袖ケ浦をオルカ色に染めよう。

　千葉県では、オリンピック4競技、パラリンピック4競技が開催されます。
その中から今回は、「サーフィン」について紹介します。
サーフィン

　サーフィンは古代ポリネシア人によって始められ、ハワイで育った海の
スポーツです。オリンピック競技としては、今大会から初めて正式競技に採
用されました。
　自然の海で行われるため、風の強さや向きなどによって変わる波の状態
への順応や、１つの波に乗れるのは１人だけというルールがあるため、良い
波に乗るための選手同士の駆け引きも勝敗を分けるカギとなります。
　採点は、波に乗る選手が行う技の種類や難易度、独自性など
から複数の審査員が総合的に審査します。
　流れるように連続して繰り出される技の数々、ダイナミックか
つスピード感あふれる波乗りに注目です。
日程　令和2年7月26日(日)～29日(水)
場所　釣ヶ崎海岸	サーフィンビーチ
問 	企画課
	 ☎️（62）2327　FAX（62）5916

　昭和60年に、幼年期の防火思想
の高揚を目的に、市内の公・私立幼
稚園・保育所などを対象に、幼年消
防クラブが結成されました。
　当日は、13のクラブの園児約
500名が参加し、防火の誓い、防災
紙芝居鑑賞などを行い、「火の用心」
の大切さについて学びます。
日時　10月9日（水）午前10時45分～　　場所　市民会館	大ホール

問 	消防本部	予防課	☎️（64）0119　FAX（62）9729

幼年消防クラブ大会を開催します

　8月18日に、長浦消防署で市内の小学
4～6年生とその保護者を対象に、親子
の消防体験学習を行いました。
　当日は、15組45名の親子が参加し、
高所放水車搭乗体験、車両見学、煙体験、
放水体験、救助訓練、非常用食料品の試
食などを行いました。
問 	長浦消防署	☎️（62）9728

親子 の消防体験学習を行いました

募集人数　2名
応�募資格　市内在住の18歳以上
の方

応�募方法　宛先に観光写真コン
クール審査員募集係と明記し
て、住所・氏名・性別・電話番号・
志望動機をはがき、メール、ま
たはFAXでお知らせください。

応募期限　11月22日（金）
審査会（予定）
日�時　12月17日（火）午後1時30分
から2時間程度
場所　市役所	旧館3階大会議室

観光写真コンクールの
審査員を募集します

前回最優秀賞「ジャンプして一枚」

海の上を走っているような感覚、
沿道の熱い応援、千葉の魅力いっぱい

令和2年10月18日　開催決定！
ちばアクアラインマラソン2020

期日　令和2年10月18日（日）

　地域の皆様には、交通規制などでご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

完走メダルのデザインを募集します
　採用された最優秀者1名（1グループ）には、賞品を贈呈します。
応募期限　11月29日（金）
▶︎	大会や完走メダルの詳細は、千葉県アクアラインマラソンホームページを
ご覧ください。

問 		千葉県教育庁	体育課	ちばアクアラインマラソン準備室
	 ☎️	043（223）4107
HP 	https://chiba-aqualine-marathon.com/

ガウラが教える！
オリンピック・パラリンピック

自然相手の競技
に注目ガウ！

・ぼくたちわたしたちはぜったいに火遊びはしません
・火事を見つけたら大きな声で知らせます
・火のようじんをやくそくします

防火の
誓い

10 16
(水)

10 20
(日)

スフィーダ世田谷FCVS

VS 大和シルフィード

オルカ鴨川
FC

なでしこリーグ2部
1部昇格をかけた運命のホームゲーム

ハーフタイムにトークショーあり！

元サッカー日本代表・
オルカ鴨川FC応援団長
松木安太郎氏によるサッカー教室開催

10/20

時間　	午前11時～正午（10時30分受付）　
場所　市営球場
対象　市内サッカークラブに所属する小学生
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台風15号の被害に対する今後の支援など

市税などの減免 など

　各支援により、対象や提出書類が異なります。詳細は、市ホームページ
をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
　なお、支援の内容は今後更新されることがあります。随時、市ホーム
ページなどでお知らせします。

　台風15号により、家屋などが一定以上の損害を受けた場合、申請により減免の対象となる場合があり
ます。今回の災害により納付が困難となる方は、各担当課までご相談ください。なお、納期限を経過した
場合や、納付済みの場合は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

今
い ま せ

瀬 旺
お う す け

侑くん
（2歳）

奏
そ う す け

侑くん
（7カ月）

“シャイボーイ兄ちゃんと愛想ふりまく
弟の仲良し兄弟です♥”

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 工事店・電話（9：00〜17：30）

10月1日〜5日 大久保 （62）5111

10月6日〜12日 産洋設備 （25）5434

10月13日〜19日 北袖商事 （63）3271

q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
10月 当番医 診療科目 電話

6日 Ｋｅｎクリニック
〔蔵波台6-19-1〕

外科
内科

小児科
（64）0211

13日 こいで胃腸科・内科
〔蔵波台6-1-5〕

外科
内科 （60）7451

13日 さくま耳鼻咽喉科医院
〔神納617-1〕

午前9時〜正午
耳鼻咽喉科 （60）2787

14日 袖ケ浦さつき台病院
〔長浦駅前5-21〕 内科 （62）1113

※ 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、年末年始
　　午前9時〜午後11時
　☎＃7009 または☎03（6735）8305

q夜間急病診療所  ☎（25）6284
� 診療時間　毎日  午後8時〜11時
� ※荒天時は、休診となる場合があります。
� 場　　所　木更津市中央1-5-18
　診療科目　内科・小児科
 ▶緊急患者以外はご遠慮ください。

緊急連絡先などのご案内

編集室から
（S.Y）

　

水道事故の緊急時連絡先
かずさ水道広域連合企業団 ☎（23）0743

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

　「広報そでがうら」は、新聞折込みや市
の公共施設、市内一部のスーパー・コンビ
ニエンスストアなどで配布しています。
　また、市ホームページへの掲載やス
マートフォンの無料アプリなどでも配信し
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も行っています
ので、希望する方はご連絡ください。
問 	秘書広報課	☎️（62）2465

「広報そでがうら」は
毎月1日と15日に発行しています

広報そでがうら10月15日号は14日の朝刊で配布します 10月15日の朝刊はお休みのため、広報そでがうら10月15日号は14日の朝刊で配布します。
問 	秘書広報課	☎️（62）2465　FAX（62）3034

名称 概要 担当課 問い合わせ

災害見舞金
災害により家屋に半壊以上など
の損害を受けた方に対し、見舞
金を給付します。

地域福祉課 ☎️（62）3157
FAX（63）1310

児童扶養手当
の特例

災害により住宅・家財などの財
産の価格のおおむね1/2以上の
損害を受けた場合には、所得制
限の特例措置を適用します。

子育て支援課 ☎️（62）3272
FAX（62）3877

特別児童扶養
手当の特例

災害により住宅・家財などの財
産の価格のおおむね1/2以上の
損害を受けた場合には、所得制
限の特例措置を適用します。

障がい者支援課 ☎️（62）3199
FAX（63）1310

特別障害者
手当の特例

災害により住宅・家財などの財
産の価格のおおむね1/2以上の
損害を受けた場合には、所得制
限の特例措置を適用します。

障害児福祉
手当の特例

災害により住宅・家財などの財
産の価格のおおむね1/2以上の
損害を受けた場合には、所得制
限の特例措置を適用します。

保育料の減免
災害により住宅・家財などに著
しい損害を受けた場合に、保育
料を減免します。

保育課 ☎️（62）3276
FAX（62）3877

名称 概要 担当課 問い合わせ

市県民税の減免

次の方に対し、個人の市県民税を減免します。
・�住宅・家財が災害により受けた損害の金額が、保険金などで
補てんされる金額を除き、その住宅の価格の3/10以上の方

・�農業所得の農作物の減収が、農業保険法により支払われる
共済金を除き、平年の3割以上である方

※所得要件があります。 課税課

☎️（62）2519
FAX（62）1934

固定資産税・都市計
画税の減免

災害により著しく価値を減じた固定資産について、次の割合に応
じ、固定資産税・都市計画税の一部または全部を減免します。
・土地　被害面積の割合が2/10以上
・家屋・償却資産　評価額の減額割合が2/10以上

☎️	（62）2590、
（62）2544
FAX（62）1934

介護保険料の減免 災害による住宅・家財などの損害割合が、保険金などで補てんさ
れる金額を除き3/10以上の方に対し、介護保険料を減免します。 介護保険課 ☎️（62）3158

FAX（62）3165

国民健康保険税
の減免

災害による住宅・家財などの損害割合が、保険金などで補てんさ
れる金額を除き3/10以上の方に対し、国民健康保険税を減免し
ます。　※所得要件があります。 保険年金課 ☎️	（62）3092

FAX（62）1934後期高齢者医療保険
料の減免

災害による住宅・家財などの損害割合が、保険金などで補てんさ
れる金額を除き2/10以上の方に対し、後期高齢者医療保険料
を減免します。　※所得要件があります。

市税などの徴収猶予
災害で受けた損害により、市税などを定められた納期限に納
付できないと認められる場合に、その損失額を限度として1年
の範囲内で分割して支払うことができ、適用期間中の延滞金
を減免します。

納税課 ☎️（62）2653
FAX（62）1934

名称 概要 担当課 問い合わせ

災害廃棄物の
処理手数料の
減免

災害により発生したごみの処理
手数料を減免します。　※運転
免許証などの住所がわかるもの
を持参して、自己搬入してくだ
さい（罹

り さ い

災届出証明書は利便性
を考慮し、不要とします）。

廃棄物対策課
（袖ケ浦クリー
ンセンター内）

☎️（63）1881
FAX（62）2820

就学援助制度
市県民税や固定資産税などの減免
措置を受けた方に対し、学用品費や
給食費などの一部を援助します。

学校教育課 ☎️（62）3718
FAX（63）9680

介護保険
福祉用具の
再貸与

被災前に使用していた福祉用具が
破損などをした場合は、再度貸与を
受けることができます。　※負担割
合に応じた自己負担が必要です。

介護保険課 ☎️（62）3206
FAX（62）3165介護保険

特定福祉用具
の再購入

被災前に購入していた特定福祉
用具が破損などをした場合は、
再度同一の福祉用具を購入する
ことができます。　※負担割合
に応じた自己負担が必要です。

障がい者の
福祉用具の
再給付

災害により障がい者の福祉用具
が使用できなくなった方に、用具
の再給付を行うことができます。

障がい者支援課 ☎️（62）3187
FAX（63）1310

災害ボランティ
アの派遣

災害による被害・お困りごとの相談、
ボランティアの要請を受け付けます。
受付時間　午前9時～午後4時

社会福祉協議会 ☎️（63）3888
FAX（63）0825

罹
り さ い

災証明書、罹災届出証明書
　今後、各種支援を受ける場合や、損害保
険金の請求、市税の減免・優遇措置などで
下記のいずれかの書類が必要となる場合
があります。
　被害を受けたことがわかる写真を撮影
し、保存しておいてください。申請手続きに
必要となります。
罹災証明書
主�な使用目的　損害保険金の請求、市税
の減免・優遇措置	など
取�得方法　被害を受けたこと（被害の程
度）がわかる写真を添付し、地域福祉課
の窓口で申請してください。状況に応
じ、市が現地確認を行います。
発�行までの期間　申請した日からおおむね
１カ月
罹災届出証明書
主な使用目的　損害保険金の請求	など
取�得方法　被害を受けたこと（被害の程
度）がわかる写真を添付し、地域福祉課
の窓口に届け出てください。
※申請後、1時間程度で発行します。
▶︎	写真がない場合や写真の印刷が難しい
場合は、ご相談ください。

問 	地域福祉課
	 ☎️（62）3157　FAX（63）1310

掲載を希望する方は
「広報そでがうら 天使の笑顔 掲載」

で検索

お子さんの写真を　　　
　　　掲載しませんか？

秘書広報課 ☎（62）2465問

　令和元年台風15号により罹災され
たすべての方々に、心よりお見舞い申
し上げます。この災害の経験は、一生
忘れることのできないものとして、心
に刻んでいます。皆様が一秒でも早く
普段の生活に戻れることを、心の底か
ら願い、私にできることを精一杯やっ
ていきたいと思います。


