
3面：�新しい子ども医療費助成受給券
を送付します

6面：新型コロナウイルスに関するお知らせ
8面～9面：イベント＆お知らせコーナー

10面：フォトレポート／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

Sodegaura City Public Information Paper

袖ケ浦市ホームページ　https://www.city.sodegaura.lg.jp/

2020年（令和2年）

7/1
第985号

袖ケ浦市ホームページ
QRコード

広 報
袖ケ浦市マスコット
キャラクター「ガウラ」
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人口の動き
6月1日現在（　）内は前月比

令和元年台風15号の経験から「備える」
台風15号でこんなことが起きました 備えの例

停電
　市内最大約16,000件が停電（最長約2週間）

非常用品の準備
例）�懐中電灯・ラジオ・電池・モバイルバッテリー・着替え・タオル・
　 ライター・救急薬品・非常用食料・飲料水�など
　乳幼児がいる家庭　ミルク・離乳食・おむつ�など
　妊婦がいる家庭　ガーゼ・新生児用品・母子健康手帳�など
　要介護者がいる家庭　障害者手帳・補助具の予備・常備薬・お薬手帳・緊急時の連絡先表�など

食料品の備蓄には「ローリングストック」
　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
を備蓄する方法です。日常生活で消費しながら、ムダなく備蓄しましょう。

断水
　市内最大約2,000件が断水（最長6日間）

食料品が買えない
　停電により、多くのコンビニエンスストアなどの店舗が休
業し、一部の店舗に客が集中したため、パンやおにぎりなどの
すぐに食べられるものや飲料水などが品薄になりました。

ガソリンスタンドの混雑
　停電により、一部のガソリンスタンドが休業し、開いている
店舗に客が集中したため、給油するための車が渋滞しました。

　少なくなる前に給油する習慣をつけましょう。
　また、台風が来る前に給油しておきましょう。

情報が届かない
　停電により、防災行政無線が流れない地区が発生しました。
また、電波障害が発生し、インターネットや電話がつながりに
くい地区が発生しました。

　防災行政無線で情報を発信します。聞こえない時は、防災行政無線テレホ
ンサービス（  0120-031-240）を利用してください。
　また、市ホームページ・生活安全メール・市公式ツイッターなどで、情報を発信
します。平時に登録してください。
　近所の方と普段からコミュニケーションをとり、いざという時に、情報共有を
お願いします。

建物への被害・破損物の周囲への飛散・倒木
　屋根の瓦や窓ガラスの破損、倒木が多発しました。また、破損
物や庭木の枝葉などが、隣家へ飛散するケースがありました。

　屋根の瓦や雨どいなどを確認し、補強や補修をしましょう。また、窓ガラスは、飛散防止フィルムや
テープなどで補強しましょう。さらに、窓ガラスが割れた時のために、カーテンなどは閉めましょう。
　カーポートや物置なども確認しましょう。家の周りに強風で飛ばされそうなものは、室内に
しまうか、しっかり固定しましょう。庭木は、支柱を立てるか剪定をしましょう。

補強・補修のための物品が買えない
　養生テープ・ガムテープ・土のう袋・ブルーシートなどが品
薄になりました。

　事前に購入しておきましょう。

この特集は、2面に続きます。

生活安全メール
登録ページ
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　指定管理者制度とは、公共施設のサービス向上や経費の削減など、効果的かつ
効率的な運営を目的として、民間事業者などに施設の管理運営を任せるもので
す。今回、市内の3施設の指定管理者を募集します。応募資格などの詳細は、市
ホームページをご覧いただくか、対象施設の担当課までお問い合わせください。

対象施設 指定期間 担当課

根形放課後児童クラブ

令和３年４月１日～令和８年
３月３１日（５年間）

子育て支援課
☎（６２）３２７２

百目木公園プール 都市整備課
☎（６２）３５２１

総合運動場他施設 体育振興課
☎（６２）３７９１

要項配布期間　7月1日（水）～8月28日（金）
要項配布場所　各施設の担当課　※事前に連絡してからお越しください。
応募書類の受付期間　8月26日（水）～28日（金）
問 �指定管理者制度について　行政管理課�☎（62）2135

　空家や空き地を適切に管理する責任は、所
有者または管理者にあります。
　空家や空き地が適正に管理されず、建物が
老朽化し、瓦や外壁が落下する、草木が生い茂
り道路や隣地にはみ出すなどして、近隣の家
屋に被害を及ぼす、または近隣住民や通行人
などに怪我や被害を生じさせた場合には、所有者などが損害賠償などの責任を
負うことになります。
　台風シーズン到来の前に、今一度、ご自身や親族が所有する財産について確
認し、周囲の迷惑とならないよう適切な管理をお願いします。
問 �▶︎空家に関すること　都市整備課�☎（62）3645　FAX（63）9670
� ▶︎�空き地に関すること　環境管理課
� 　☎（62）3413　FAX（62）7485
� ▶︎道路への草・木の張り出しに関すること　土木管理課
� 　☎（62）3558　FAX（63）9670
� ▶︎空家の植木手入れや除草の依頼に関すること　シルバー人材センター
� 　☎(63)6053　FAX（62）9938

　環境影響評価法の規定により、次のとおり縦覧します。この資料に対し、環境
保全の見地から意見のある方は、意見書を提出することができます。
縦覧の概要
事業の名称　（仮称）千葉袖ケ浦天然ガス発電所建設計画
事業者名　千葉袖ケ浦パワー
事業実施区域　袖ケ浦市中袖3－1�ほか
縦覧期間　7月31日（金）まで　※土・日曜日、祝日を除く
縦覧時間　午前9時～午後5時
縦覧場所　市役所�2階市政情報室、長浦・平川公民館
▶︎事業者ホームページでも、公表を行います。
意見書の提出
提�出方法　意見書に住所・氏名・方法書の名称・意見を記入し、郵送してくださ
い。用紙は、縦覧場所で配布しています。
提出期限　8月14日（金）消印有効
提出先　�〒130－0022　東京都墨田区江東橋4ー29ー12�あいおいニッセイ

同和損保錦糸町ビル7階　千葉袖ケ浦パワー�☎03（6659）2671
説明会を開催します
日時　・7月11日（土）午後1時30分～（1時受付）
　　　・7月15日（水）午後6時30分～（6時受付）
場所　市民会館�中ホール
そ�の他　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、入口での
検温、手指の消毒にご協力をお願いします。体温が37.5℃以上の方は、入場を
お断りします。なお、状況により延期、または中止する場合があります。最新
の情報は、市ホームページでご確認ください。

問 �環境管理課�☎（62）3404　FAX（62）7485

市内施設の指定管理者を募集します空家・空き地の適切な管理をお願いします

環境影響評価関係図書（環境影響評価方法書）の
縦覧と説明会を行います

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

　水稲を病気や害虫から守るため、水稲航空防除を行います。
　散布に使用する薬剤は、安全基準に基づいて選ばれた薬剤ですが、散布中は
散布区域に立ち入らないでください。
　安全対策には十分注意して作業を行いますので、ご協力をお願いします。
散布時間　午前4時45分頃～11時頃
※�気象条件により、遅延する場合があります。
散布区域内に水田をお持ちの方へ
　散布を行った水田は、散布から1週間程度は排水・かけ流しを行わないでくだ
さい。

問 ��市植物防疫協会（JAきみつ�平川経済センター）�☎（75）2001

無人ヘリコプターによる水稲病害虫防除を行います

日程
期日 散布区域

7月4日（土） 飯富
7月10日（金） 岩井・谷中・永地
7月11日（土） 下根岸・堂谷・下新田・横田（成蔵）
7月12日（日） 野里・百目木・大鳥居・上泉
7月13日（月） 下泉・横田（小路・上宿・中下）
7月14日（火） 高谷・三箇
7月17日（金） 吉野田・三ツ作
7月18日（土） 滝の口・打越・玉野・大竹
7月19日（日） 永吉・上泉（房根)・山中
7月21日（火） 大曽根・勝
7月26日（日） 川原井（表場・根澄山）

に

この特集は、
1面から続いて
います。

住民票などのコンビニ交付サービスを
一時停止します

停止期間　7月23日（祝）～26日（日）　※再開は7月27日（月）午前6時30分を予定しています。　　
問 �市民課�☎（62）2980　FAX（62）1934

今から備える
家族との連絡方法などを決めておきましょう
　複数の通信手段や、災害用伝言ダイヤル（☎171）などを使っ
て連絡が取れるように、普段から家族で連絡方法を話し合って
おきましょう。
ハザードマップを確認
　氾

は ん ら ん

濫するおそれのある河川や土砂災害のおそれ
がある場所などを、確認しておきましょう。�ハザー
ドマップは、市役所危機管理課、平川・長浦行政セ
ンターで配布しています。また、市ホームページに
掲載しています。

千葉県防災ポータルサイト
　千葉県内の気象注意報・警報などの気象情報、避難勧告・指示
情報、避難所情報、交通情報、ライフライン情報などを、確認する
ことができます。

避難するときは
非常用品を持って避難してください
　避難するときは、食料や飲料水などの非常用品を持参してく
ださい。
▶︎警戒レベル3で高齢者などは避難開始、警戒レベル4で全員避難
避難所での新型コロナウイルス感染症対策
　自宅での安全確保が可能な場合、または安全な場所に住んで
いて身を寄せられる親戚や知人がいる場合は、感染リスクを
負ってまで避難所に行く必要はありません。避難所に避難する
際は、マスクを着用し、消毒液や体温計も持参してください。
▶︎詳細は、本紙6月15日号をご確認ください。

台風がきたら
外出は控えましょう
　用水路や河川の見回りは、絶対にや
めましょう。流されるおそれがあり、危
険です。
　屋外での作業は絶対にやめましょ
う。突風にあおられて転倒したり、飛散
物や落下物でけがをするおそれがあ
り、危険です。

市ホームページ

千葉県防災
ポータルサイト

事業者
ホームページ
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　毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間、再犯防止啓発月間です。
　犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、罪を償い、改善更正をする
場もまた、地域社会にほかなりません。
　社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯
した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力をあわ
せて、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする、全国的な運動です。
　立ち直りをあたたかく見守り、支えることにより、私たちが暮らすまち
が、より安全で安心なものになっていきます。
問 �地域福祉課�☎（62）3157　FAX（63）1310

社会を明るくする運動をご存じですか

　救急医療情報キットは、かかりつけ医や持病などの医療情報・緊急連絡先・健
康保険証（写し）・本人確認用顔写真などの情報を、専用の容器に入れ、自宅の冷
蔵庫に保管し、救急時に備えるものです。申請は、随時受け付けています。
対象　次のいずれかに該当する方
　①65歳以上でひとり暮らしをしている
　②65歳以上の方々で居住し、疾病などで救急時の対応に不安を抱えている
　③�同居者の就労などにより、日中などに65歳以上の方のみとなり、疾病など

で救急時の対応に不安を抱えている
　④視覚・聴覚・言語障がいで、1～3級の身体障害者手帳を持っている
申�請方法　申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課、障がい者支援課、または
地域包括支援ながうら・ひらかわサブセンターに提出してください。
申 �▶︎対象①②③の方は、高齢者支援課�☎（62）3219　FAX（62）3165
� ▶︎対象④の方は、障がい者支援課�☎（62）3187　FAX（63）1310

救急医療情報キットを配布しています

　夏は帰省などにより、交通事故の発生が増加する
傾向にあります。子どもの飛び出しや、高齢者の横
断などに注意しましょう。また、事故を起こさない
だけでなく、事故に遭わないためにも、交通ルール
とマナーを守り、交通事故を防止しましょう。
重点目標
　①子どもと高齢者の交通事故防止
　②自転車の安全利用の推進（ちばサイクルールの周知徹底）
　③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　④飲酒運転の根絶
問 �市民活動支援課�☎（62）3106　FAX（62）3877

スローガン　交さ点 命のきけんが かくれんぼ

春の全国交通安全運動夏の交通安全運動 7月10日～19日

　対象の方へ、7月15日（水）に、令和2年度の国民健康保険税決定通知書と納
付書を発送します。
令和2年度の国民健康保険税の計算方法が変更になりました
・�賦課限度額（医療保険分・介護保険分）の引き上げ
・�軽減措置（5割軽減・2割軽減）の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の国民健康保険税
の減免制度があります
　詳細は、決定通知書に同封するパンフレット、または市ホームページをご
確認ください。
問 �保険年金課�☎（62）3092　FAX（62）1934

　現在の子ども医療費助成受給券の有効期間は、7月31日（金）までです。8月1日
（土）から使用できる新しい受給券を、７月下旬に送付しますので、記載内容に
誤りがないか、必ず確認してください。
　なお、昨年の所得額が確認できない場合は、受給券が送付されません。
問 �子育て支援課�☎（62）3272　FAX（62）3877

　受給券を提示しなかった場合や、県外で受診した場合は、自己負担額の一部
が助成されます。支払いの翌日から、2年以内に申請してください。
▶︎�学校での負傷などで、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる
受診は、助成対象となりません。

問 �子育て支援課�☎（62）3272　FAX（62）3877

子ども医療費助成受給券を使用しないで支払ったとき
自己負担額の一部が助成される場合があります

新しい子ども医療費助成受給券を送付します

　対象の方へ、7月15日（水）に、令和2年度の保険料額決定通知書を発送します。
令和2年度の年間保険料額
均等割額43,400円＋所得割額［給与所得金額など－基礎控除額（33万円）］×
所得割率（8.39％）　※上限は64万円
▶︎�均等割額の軽減基準の見直しなどの詳細は、決定通知書に同封する書類を
ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
した方の保険料減免制度があります
　詳細は、市ホームページをご確認ください。
問 �保険年金課�☎（62）3092　FAX（62）1934

　現在の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、7月31日（金）です。新しい
保険証は、7月末までに送付する予定です。
限度額適用・標準負担減額認定証の対象の方
　引き続き対象となる方には、保険証と合わせて送付します。新規で交付が必要
な方は、保険年金課、または平川・長浦行政センターで申請してください。
問 �保険年金課�☎（62）3092　FAX（62）1934

　8月1日（土）から、新しい被保険者証を使用してください。なお、7月末まで
は、現在使用している被保険者証は、破棄しないよう、ご注意ください。
※7月31日（金）までに届かない場合は、お問い合わせください。
70歳以上の方の被保険者証兼高齢受給者証について
　現在、70歳～74歳の方が使用する高齢受給者証は、8月1日（土）から被保険
者証と一体となった「被保険者証兼高齢受給者証」に変更となります。
問 �保険年金課�☎（62）3031　FAX（62）1934

新しい国民健康保険被保険者証を発送します

決定通知書と納付書を7月15日に発送します

保険料額決定通知書を7月15日に発送します

新しい後期高齢者医療被保険者証を発送します

　現在の負担割合証の適用期間は、7月31日（金）までです。
　要介護・要支援認定者と、介護予防・日常生活支援総合事業対象者には、
8月以降のサービス利用の負担割合を示した「介護保険負担割合証」
を、7月上旬に発送します。
負担割合　原則1割　※判定基準により変動あり
▶︎�負担割合の判定基準などの詳細は、負担割合証に同封する書類をご確
認ください。
問 �介護保険課�☎（62）3206　FAX（62）3165

新しい介護保険負担割合証を発送します

令和2年度 国民健康保険税

令和2年度 後期高齢者医療保険料

新しい保険証の色はおうど色です

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

期日・場所
・7月12日（日）、長浦駅前自治会館
・�7月13日（月）～17日（金）、市役所�都市整備課
※自宅へ訪問しての相談も可能です。
・7月19日（日）、市役所�2階第一会議室
時間　午前10時～午後4時　※相談時間は、1件あたり60分程度です。
対象　平成12年以前に建てられた木造在来軸組工法の戸建て住宅
そ�の他　自宅の図面を持参してください。図面が手元にない場合は、申込時にご相
談ください。また、会場は適宜消毒を行います。マスクを着用してお越しください。
申込期限　開催日の2日前　※申込先着順
木造住宅耐震精密診断費用補助
　無料耐震相談会で住宅の耐震性が低いと診断された場合は、希望により耐震
精密診断を受けることができます。市が認定する診断士が現地を調査し、より
詳しい耐震診断と耐震補強のアドバイスを行います。
耐震改修工事費用補助
　耐震精密診断で倒壊の危険性があると判定された住宅で、市登録業者により
適切に行われた耐震設計や耐震工事の費用を補助します。
リフォーム工事費用補助
　耐震改修（性能向上）工事と同時に行うリフォーム工事の費用を補助します。な
お、工事業者は耐震改修業者と同一業者に限ります。
▶︎�詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問
い合わせください。
申 �都市整備課
� ☎（62）3645　FAX（63）9670

木造住宅の耐震化を推進
無料耐震相談会

金婚式を迎える夫婦に記念品を贈呈します 社会福祉協議会では、結婚50周年を迎える夫婦をお祝いし、記念品を贈呈します。詳細は、お問い合わ
せください。　申込期限　8月3日（月）　　問 �社会福祉協議会�☎（63）3888　FAX（63）0825
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　プラスチック製買物袋の有料化が、7月1日（水）よりスタートします。
　プラスチックは、便利な素材です。軽くて丈夫で密閉性も高いため、あらゆる
分野で私たちはプラスチックを使用しています。一方で、海洋プラスチックご
みによる、海洋汚染などの課題もあることから、プラスチックの過剰な使用を
抑制し、賢く利用していく必要があります。
　このようなことから、7月1日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレ
ジ袋の有料化を行います。レジ袋有料化をきっかけに、ごみに関する自身のラ
イフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち歩くことやごみの分別・減量化
など、できるところからプラスチックを賢く使う工夫をしましょう。
問 �▶︎レジ袋有料化について�レジ袋有料化お問合せ窓口
� 　・消費者向け�☎（0570）080180
� 　・事業者向け�☎（0570）000930
� ▶︎ごみ処理について�廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）
� 　☎（63）1881　FAX（62）2820

対象となる使用済小型家電（13品目）
①�携帯電話端末・PHS端末・スマートフォン・タブレット型情報通信端
末、パソコン
②補助記憶装置（ハードディスク�など）　　③電話機、ファクシミリ
④ラジオ　　⑤デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
⑥映像用機器（DVDプレイヤー・ビデオテープレコーダー�など）
⑦音響機器（CDプレイヤー・ICレコーダー・補聴器�など）
⑧電子書籍端末
⑨電子辞書、電卓
⑩理容用機器（ドライヤー・電動歯ブラシ�など）
⑪ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機�など）
⑫カー用品（カーナビ・カーオーディオ�など）
⑬これらの付属品（リモコン・ACアダプタ�など）
※�機械に保存しているデータなどは、消去してくだ
さい。
使用済小型家電の出し方
・指定袋（燃せないごみ専用）に入れて、ごみステーションへ出す
※①と②は出せません。
・クリーンセンターへの持ち込み
・�市が設置した専用の回収ボックスへの持ち込み（市役所1階ロビー、長浦・
平川・根形・平岡公民館1階ロビー）　※②は出せません。
※投入できる大きさは縦30㎝×横45㎝×高さ10㎝程度まで
問 �廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内）�
� ☎（63）1881　FAX（62）2820

　市政の情報を皆さんの学習に役立てていた
だくため、地域の学習会に職員が講師として出
向き、市の事業や施策について説明します。
開�催日時　年末年始を除く、午前9時～午後9時
までの間で、2時間以内
場所　市内の公民館・集会所などの施設
※会場は、団体でご用意ください。
対�象　市内在住・在勤・在学の方で、10名以上
の団体
費用　無料
申�込方法　希望日の20日前までに、申込書を
FAX、メール、または持参して提出してくだ
さい。なお、申込書は市ホームページからダ
ウンロードできます。
▶︎�15・16番の講座は市民活動支援課へ、41・
42番の講座は中央消防署へ、直接申し込ん
でください。
※�個人の申込や営利目的などでは、利用できま
せん。また、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、会場や人数などを制限する場合
や、受付を停止する場合があります。

申 �生涯学習課
� ☎（62）3743　FAX（63）9680
� �sode30@city.sodegaura.chiba.jp

レジ袋有料化 ７月１日スタート

№ タイトル 担当
1 公共交通の現状と利用促進 企画課2 「袖ケ浦市総合戦略」について
3 袖ケ浦市の予算 財政課
4 広報紙のできるまで 秘書広報課
5 袖ケ浦市の行政改革 行政管理課
6 自主防災組織って何？ 危機管理課7 災害に備えて
8 庁舎整備について

資産管理課9 みんなで考えよう！公共施設のこれから
10 袖ケ浦市の国民健康保険について 保険年金課

11 なぜ特定健診を受診しなければいけないの？
保険年金課
健康推進課

12 男女共同参画ことはじめ
市民活動支援課13 協働事業提案制度について

14 袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例について
15 交通安全教室 市民活動支援課

※�この２講座は、�
直接「市民活動�
支援課」へ申し�
込んでください。
☎（62）3106

16 防犯講習会

17 地域福祉計画って何？ 地域福祉課18 生活困窮者自立支援制度について
19 お年寄りってどんな気持ち？目が見えないってどんなこと？ 社会福祉協議会

20 障がい福祉サービス
障がい者支援課21 障がいの理解・障がいのある人�への配慮について

22 高齢者の生活を支援する事業の概要 高齢者支援課23 生活の中でできる介護予防
24 介護保険制度の概要 介護保険課

高齢者支援課

№ タイトル 担当
25 子育て支援事業の取り組み 保育課�

子育て支援課
26 袖ケ浦の環境について 環境管理課

27 ごみの減量化・資源化への�取り組み 廃棄物対策課

28 袖ケ浦市の農業の現状について
農林振興課29 農業・農村を守る地域の共同活動を支援します

30 袖ケ浦市の商工業、観光業の�現状について 商工観光課
31 袖ケ浦を食べよう�袖っ粉ミックス調理講習会
32 袖ケ浦市の都市計画

都市整備課

33 景観まちづくり
34 市街地の道づくり
35 袖ケ浦市の公園
36 空家問題を考える
37 地震に強いわが家にしよう
38 道路境界について 土木管理課
39 下水道のしくみを知っていますか？ 下水対策課
40 火災予防講座 消防本部�

予防課

41 だれにでもできる応急処置�（救急指導）
消防署
※�この２講座は、
直接「中央消防
署」へ申し込ん
でください。
�☎（64）0165

42 普通救命講習

43 教育委員会の役割 教育総務課
44 袖ケ浦市の特色ある学校教育 学校教育課
45 子どもの心と教育相談 総合教育センター
46 生涯学習の推進に向けて 生涯学習課47 国史跡「山野貝塚」について
48 市スポーツ振興について 体育振興課

緑のカーテンコンテスト参加者募集中 緑のカーテン作りに取り組んでいる家庭、または事業所のご応募をお待ちしています。詳細は、市ホーム
ページをご確認ください。�申込期限　9月11日（金）�問 �環境管理課�☎（62）3404　FAX（62）7485

レジ袋削減にご協力ください！

使用済小型家電リサイクル 無料で回収します

市職員出前講座を
ご利用ください

期間　11月18日（水）～29日（日）
場所　根形公民館
募集部門　絵画・書道・写真・工芸（手工芸的なものは含まない）
募集点数　各部門とも55点程度（一人1点のみ）
作品規格
・絵画部門：50号以内の平面作品（30号以上は要仮枠、幅は5㎝以内）
・書道部門：�50cm×182cm以内（縦横自由）、または90cm×90cm以内、要表装
・写真部門：全紙～半切（A3可）、プリントしたもののみ、要額装
・工芸部門：高さ・幅・奥行のいずれも50cm以内（彫塑は高さ100cm以内）
応募資格　市内在住、在勤、または市内芸術サークルに所属する成人の方
出品料　1,500円（作品搬入時に集金）　※図録購入希望者は別途500円
申�込方法　出品経験がある方は、出品申込書を各部門責任者へ提出してくださ
い（団体所属の場合は、団体内で取りまとめてください）。初めて出品する方
は、新規出品者用申込書に必要事項を記入し、生涯学習課、または各部門責任
者へ提出してください。用紙は、生涯学習課・市民会館・各公民館・郷土博物
館・中央図書館・長浦おかのうえ図書館で配布しています。
申込期限　7月22日（水）
▶︎�出品の可否は実行委員会で決定し、通知します。また、作品の搬入・搬出は出
品者が行ってください。
申 ��▶︎袖ケ浦美術展実行委員会事務局�☎�0439（35）3474
� ▶︎生涯学習課�☎（62）3744　FAX（63）9680

袖ケ浦美術展 出品者募集••••• •••••

募集内容

応募資格　市内在住・在学の児童、または生徒
応�募方法　応募用紙に住所・氏名（ふりがな）・性別と、学校名・学年を記入
し、応募作品とともに、窓口、またはメールで提出してください。
応募期限　9月11日（金）
注意事項
・応募作品は原則として返却しません。
・�入賞作品の版権は主催者に属し、展覧会・啓発ポスターなどへ利用しま
す。また、作成者の市町村名・学校名・氏名を公表します。
▶︎詳細は、市ホームページをご確認ください。
申 ��選挙管理委員会事務局�☎（62）3913　FAX（62）7454
� �sode33@city.sodegaura.chiba.jp

明るい選挙啓発 ポスター・標語を募集

標語の部
　きれいな選挙の推進、あるいは
棄権防止の呼びかけを表すもの
（1人2点以内、自作で20字以内の
もの）。
※�市ホームページにある所定の用
紙を使用してください。

ポスターの部
　明るい選挙を呼びかけるもの
（1人1点、自作のもの）。描画材料
は自由、画用紙の四ツ切（542㎜
×382㎜）、八ツ切（382㎜×271
㎜）またはそれに準じる大きさの
もの。
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　市商工会では、創業に必要な基本的な知識の獲得や個別指導などを行い、創
業に必要なスキルを身に付けることができる創業塾を開催します。
　なお、修了特典として、上限50万円まで補助を受けることができる創業支援
補助金の要件の一つである、特定創業支援を受けた証明書を発行します。
　また、創業ワンストップ相談窓口も常設していますので、ご利用ください。
時間　午後1時～7時
場所　市商工会館
対象　袖ケ浦市で創業を計画している方
定員　15名（申込先着順）
受講料　無料
申込方法　電話
問 �▶︎創業塾について　市商工会�☎（62）0539
� ▶︎創業支援補助金について　商工観光課�☎（62）3428　FAX（62）7485

期日・部門 研修テーマ 講師

８月１日（土）
経営・ビジネスプラン

創業への心構え 中小企業診断士コーディ
ネーター・創業経験者開業計画の作成（事業コンセプト編）

８月８日（土）
開業計画・経理税務

開業計画の作成（数値計画編） 中小企業診断士・税理
士・創業経験者経理税務の基礎知識

８月２２日（土）
資金計画・人材育成

創業時の資金計画のたて方 日本政策金融公庫職員・
弁理士・社会保険労務士人材育成と人づくり

８月２９日（土）
諸手続・販路開拓

会社を強くする法務と諸知識 行政書士・千葉県中小企
業団体中央会・中小企業
診断士・市商工会ビジネスプランと販路開拓手法

※全日程で、各講師による質問対応と個別指導を行います。

袖ケ浦市創業塾を開催します

期日　8月3日（月）
時間　午前10時30分～正午（10時受付）、
　午後1時30分～3時（1時受付）
対象　令和3年度に入園を希望する方
内容　親子で保育の体験、保護者相談会�など
持ち物　上履き、水筒
申�込方法　参加するお子さんと保護者の氏名・住所・電話番号・希望する
時間帯を、電話でお知らせください。
申込期限　7月15日（水）
申 �中川幼稚園�☎（75）6390　

　学校生活を送る上で、支援を必要とする子どもたちのための個別の相談会です。
　希望者は、事前に申し込んでください。
期日　7月16日（木）
時間　以下のいずれかの時間から40分間
　①午前10時～�②10時40分～�③11時20分～�④午後1時～
　⑤1時40分～�⑥2時20分～�⑦3時～
場所　総合教育センター
対象　令和3年4月に就学予定のお子さんと、その保護者
定員　各時間帯3名（申込先着順）
※定員を超える場合は、別日程で調整します。
申込方法　氏名・電話番号・希望する時間帯を、電話でお知らせください。
申込期限　7月10日（金）
申 �学校教育課�☎（62）3727　FAX（63）9680

小学校に入学するお子さんの就学相談会

中川幼稚園体験入園会

　今年度、中川小学校では「We�Love�Nakagawa」を合言葉に、「笑顔、元気、あ
りがとう」を重点に、教育活動に取り組んでいます。
　中川地区では、毎年、家庭や地域の皆さんが、子どもたちの安全や成長を見
守ってくれています。
　特に、学校支援ボランティア・中富ふれあいの会・「チーム中川」学校見守り隊
（交通安全推進隊）・ビオトープの会など、さまざまな場面でご協力いただいて
います。
　また、年に2回、全学級で栄養教諭による食に関する指導を継続的に行ってい
ます。健康の基本である「食べること」は、とても重要です。この取組みにより、
給食を残す量が非常に少なくなり、成果が表れています。
　さらに今年度は、児童が安心して楽しく学校生活を送るために「いじめゼロ
集会」を充実させていきます。運営委員の児童を中心に、いじめに関する寸劇を
行ったり、各学級がいじめゼロに向けてのスローガンを作成・発表したりと、い
じめゼロに向けた意識の向上に取り組んでいきます。
問 �学校教育課�☎（62）3727　FAX（63）9680

「We Love Nakagawa」

　私たちの学校自慢
中川小学校

創業塾参加者に聞いてみました
自分らしくやりたい
　以前は、美容系の店舗に勤めていた
り、別の仕事をしていましたが、お客さ
んに喜んでもらえる自分らしい仕事がし
たいと思い、創業することを決めました。
でも何から始めていいかわからなかった
ので、この創業塾に参加しました。

同じ志の人が集まる
　この創業塾では、創業までの流れや
創業してからの経理など、実務的なこ
とを学ぶことができたので、とても役
立っています。
　また、同じ志の人が集まるため、よい
仲間となり、情報交換ができたり、励ま
しあったりしながら学べるのが魅力で
す。その時の仲間とは、今でも相談でき
る関係が続いています。お店のロゴも
作ってもらいました。

今日が一番若い！
やってみたらいいじゃん！
　創業を考えている方は、この創業塾
に参加してみてはいかがでしょうか。
ここでは創業に必要な知識を得られ、
同じ志の仲間とともに思いを育み、形
にすることができます。

たくさんの人に支えられて
今がある
　このお店をオープンするまでに、こ
れまでの仲間や創業塾でできた仲間、
いろいろな人に協力してもらいまし
た。私はたくさんの人に支えられてい
るんだなぁと深く実感しています。
　特に母親。今こうして、自分のお店
ができていることは、母のおかげで
す。相談もできるし叱ってくれる。ケ
ンカもするけど本当に感謝です。
　これからも支えてくれるたくさん
の人に感謝しながら、お客さんに喜ん
でもらえるお店を続けていきたいと
思います。

まつげサロン
sakusaku
笠原�ちさとさん

　昨年、創業塾に参加し、
福王台でまつげサロンを
創業しました。

まつげサロン“sakusaku”
袖ケ浦市福王台1-28-12�C号室

ぜひ、参加
してほしい
ガウ！
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飲食店応援デリバリー事業の配達範囲を
おおむね5km以内に拡大しました

　市観光協会が行っている飲食店応援デリバリー事業の配達範囲
を、直線距離で飲食店からおおむね5ｋｍ以内に変更しました。
　ご注文方法や、参加店舗などは、市観光協会ホームページをご
確認ください。
▶︎�参加していただける飲食店を随時募集しています。ご希望の飲
食事業者は、ご連絡ください。
問 �市観光協会�☎（62）3436

袖ケ浦市中小企業支援臨時給付金を給付します
　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて業況が悪化しているものの、国
や県の給付金を受けられない中小企業者を対象に、臨時給付金を交付します。
対象者の主な要件
・�新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月～7月の売上高が前年同月比で
20％以上減少した中小企業者（個人事業主を含む）
※�売上高が50％以上減少した場合は、千葉県中小企業再建支援金の対象となるため、本給付
金の対象外となります。
・�市内に主たる事業所を有し、かつ、今後も本市において事業を継続する意思があること
・袖ケ浦市飲食店支援事業臨時給付金の対象者でないこと
給付額　1事業者につき10万円
申�請方法　申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送してください。
申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。
申請期限　8月31日（月）消印有効
▶︎詳細は、市ホームページをご覧ください。
申 �商工観光課�☎（62）3428　FAX（62）7485

　7月は、熱中症が最も起こりやすい危険な時期です。日中や屋外だけで
なく、夜間や屋内でも起こるため、注意が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、感染防止の基本で
ある「身体的距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」、「3つの密を避ける」
などの『新しい生活様式』が求められています。この『新しい生活様式』にお
ける熱中症予防行動のポイントを理解し、熱中症を予防しましょう。
問 �▶︎新型コロナウイルス対策支援室�☎（62）2323　FAX（62）3877
� ▶︎健康推進課�☎（62）3162　FAX（62）3877

新しい生活様式における
熱中症予防行動のポイント

新型コロナウイルスに関するお知らせ

7月は熱中症予防強化月間

・エアコンを利用するなどして、部屋の温度を調整しましょう。
・�感染予防のため、換気扇や窓の開放で換気をしつつ、エアコンの設定温度
をこまめに調整しましょう。
・暑い日や暑い時間帯は、無理をしないようにしましょう。
・涼しい服装にしましょう。
・急に暑くなった日は、特に注意しましょう。
・家庭用のエアコンは換気されないものが多いため、定期的に換気をしましょう。

・気温、湿度の高い中でのマスク着用は、熱中症に注意しましょう。
・屋外で、人との距離を十分に確保できる場合は、マスクを外しましょう。
・マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動は避けましょう。
・�周囲の人との距離を十分にとったうえで、適宜にマスクを外して休憩を取り
ましょう。

・のどが渇く前に、水分補給をしましょう。
・1日当たり1～2ℓを目安に、水分補給をしましょう。
・大量に汗をかいたときには、塩分も忘れずに摂りましょう。

・日頃から、体温測定や健康チェックをしましょう。
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養しましょう。

・暑くなり始めの時期から適度に運動をし、体力を高めましょう。
・�日頃からウォーキングなど、汗をかく習慣を身につけておくと、体温の調節
機能が働き、熱中症にかかりにくくなります。

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のため、市民一人当たり10万円を
給付する特別定額給付金の申請を、平川・長浦行政センターに出張して受け付
けます。
　まだ申請していないご高齢の方などで、ご自身で申請書の記入や添付書類の
コピーが難しい方は、職員が申請書の記入方法などをその場でお手伝いします
ので、ご利用ください。

平川・長浦行政センターで出張申請受付を行います
特別定額給付金をまだ申請していない方へ

申請に必要なもの
・特別定額給付金申請書（申請書は現地にも用意します）
・�世帯主の本人確認書類（運転免許証・保険
証など）
・�世帯主名義の振込先口座の通帳、または
キャッシュカード
問 �特別定額給付金対策室
� ☎（53）7522　FAX（62）3165

暑さを避けましょう こまめに水分補給をしましょう

ときどきマスクを外しましょう

日頃から健康管理をしましょう

暑さに備えた体づくりをしましょう

・�乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、マスクは呼吸をしにくくさせ、
呼吸や心臓への負担になります。
・マスクそのものや、嘔吐物による窒息の危険があります。
・マスクは熱がこもり、熱中症の危険があります。
・�顔色や口唇の色、表情の変化など、体調の異変への気付きが遅れる心配
があります。

世界の新型コロナウイルス小児感染症から
次のようなことがわかってきました

・子どもが感染することは少なく、ほとんどが家族からの感染であること。
・子どもの重症例は、極めて少ないこと。
・幼稚園や保育所におけるクラスター（集団）発生は、ほとんどないこと。
・�感染した母親の妊娠・分娩でも、母子ともに重症化の報告はなく、母子感
染はまれであること。
▶︎�子どもの新型コロナウイルス感染症は、今のところ心配が少
なく、それ以外の危険性の方が高いため、２歳未満の子ども
のマスク着用は避けましょう。
問 �新型コロナウイルス対策支援室
� ☎（62）2323　FAX（62）3877

2歳未満のお子さんのマスク着用は注意が必要です！

2歳未満のお子さんの
マスク着用は避けましょう

平川行政センター
期日　7月7日（火）・8日（水）
時間　午前9時～正午
　　　午後1時～4時
場所　１階会議室

長浦行政センター
期日　7月13日（月）・14日（火）
時間　午前9時～正午
　　　午後1時～4時
場所　１階ロビー

市ホームページ
市観光協会
ホームページ

日本小児科医会
ホームページ
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受�付時間　午前8時30分～10時
（8時10分～番号札配布）
対�象　40歳以上の方（昭和56年
3月31日までに生まれた方）
検診方法　�胃部X線検査
※バリウムを飲む検査です。
自�己負担金　500円（70歳以上
の方は無料）
▶︎�詳細は、本紙6月15日号、また
は市ホームページをご確認く
ださい。
問 �健康推進課�☎（62）3162　FAX（62）3877

胃がん集団検診 追加日程をお知らせします

　対象の方には、個別に通知しています。転入した方や通知が届かない方は、ご
連絡ください。
受診期間　7月1日（水）～12月31日（木）
受診できる医療機関　市内の委託歯科医院
診査項目　むし歯・歯周病・口

こうくう

腔粘膜の病気・顎
がく

関節の病気の有無�など
対象　令和3年3月31日現在の年齢が満30・40・50・60・70歳になる方
※現在歯科治療中の方、勤務先で受診機会のある方は対象となりません。
自己負担金　500円
※�70歳の方は無料。市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は、事前の申請によ
り無料となります。
問 �健康推進課�☎（62）3162　FAX（62）3877

子宮頸
け い

がん集団検診 　
　新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度は予約制とします。必ず事前
に申し込んでください。日程や予約の申込方法などの詳細は、本紙8月1日号で
お知らせします。
　なお、過去2年以内に受診した方と、すでに申し込んだ方には、個別に通知し
ます。
対象　市内在住の20歳以上の女性（平成13年3月31日以前に生まれた方）
検査内容　問診・視診・子宮頸部の細胞診
自己負担金　400円
申込期間　8月3日（月）～　※申込先着順
受診できない方
・性経験がない方
・妊娠中、または妊娠の可能性がある方
・�子宮の摘出をして子宮頸部がない方
・�自覚症状のある方、または病気などで通院・治療
中の方
・�今年度、すでに子宮がん個別検診や人間ドックで
子宮がん検診を受診した方、または受診する予定
のある方

レディースがん検診 　
　乳がん検診と子宮
頸がん検診を、同日
に受診できます。ど
ちらか一方のみの受
診はできません。
自己負担金　900円
申�込方法　上記、乳
がん集団検診の申込方法で申し込んでください。

問

成人歯科健康診査を受けましょう

乳がん集団検診 　�　　
　期限を過ぎてからの申込み、検診当日の申
込み、電話での申込みは、できません。
対�象　市内在住の30歳以上の女性（平成3年
3月31日以前に生まれた方）
検�査方法　令和3年3月31日時点の満年齢
で、検査方法が異なります。
・30～39歳　超音波検査（エコー）
・�40～49歳　超音波検査（エコー）または
マンモグラフィ（X線検査）
・50歳以上　マンモグラフィ（X線検査）
自己負担金　500円
※�70歳以上の方は無料。市民税非課税世帯、
生活保護世帯の方は、事前の申請により無
料となります。
申�込方法　市ホームページの申
込フォーム、はがき、封書、ま
たは健康推進課窓口で申し込
んでください。ながうら・ひら
かわ健康福祉支援室や、平川・
長浦行政センターの窓口で
は、申込みできません。
　�　なお、はがき・封書で申し込む際は、右の
申込用紙の記載にならって必要事項を記
入し、申し込んでください。また、右の申込
用紙に直接記入し、切り取って、はがきに
貼ったものでも受け付けます。
申込期限　7月14日（火）必着
▶︎�申込先着順です。受診日は市で決定し、8月
上旬に受診券などを送付します。
申 ��〒299－0292（住所不要）
� 袖ケ浦市役所�健康推進課
� ☎（62）3162　FAX（62）3877

乳がん・レディースがん検診 申込用紙
①住　　所　袖ケ浦市
②氏　　名
③生年月日　T・S・H　　��年　　��月　　�日

（　　　歳）

④電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
※日中に連絡の取れる電話番号を記入

⑤受診する検診（どちらかに〇）
　乳がん検診　・　レディースがん検診
⑥乳がんの検査方法（どちらかに〇）　※40歳代の方のみ
　マンモグラフィ　・　超音波
⑦希望日程（必ず第３希望まで記入）
　・第１希望　　　月　　日（�　）
　・第２希望　　　月　　日（�　）
　・第３希望　　　月　　日（�　）
⑧保育希望（どちらかに〇）
　有　・　無　※保育がある日程に限ります。
⑨�その他連絡欄（同じ日程で受診を希望する方がい
る場合は、必ず全員の氏名を記入）
　※受診を希望する全員が個別に申し込んでください。

日程表
日程 場所 検査方法 保育

8月26日（水） 長浦公民館 マンモグラフィ －

8月29日（土） 保健センター マンモグラフィ
超音波 〇

9月1日（火） 長浦公民館 マンモグラフィ －

9月6日（日） 長浦公民館 マンモグラフィ
超音波 －

9月11日（金） 平川公民館 マンモグラフィ
超音波 －

9月25日（金） 長浦公民館 マンモグラフィ
超音波 〇

9月28日（月） 保健センター マンモグラフィ －

10月7日（水） 長浦公民館 マンモグラフィ
超音波 －

10月14日（水） 根形公民館 マンモグラフィ －

10月22日（木） 長浦公民館 マンモグラフィ
超音波 〇

10月31日（土） 長浦公民館 マンモグラフィ －

・現在治療中の方
・自覚症状のある方
・豊胸手術をしている方
・�今年度、すでに乳がん検診を受診した方、または
受診する予定の方
・�ペースメーカーをつけている方・妊娠中または授
乳中の方（どちらもマンモグラフィのみ受診できま
せん）

次の方は受診できません

※年齢は、令和3年3月31日時点の年齢

期日 検診車台数 会場
7月1日（水） 2 根形公民館
7月2日（木） 2 長浦公民館
7月7日（火） 1 平川公民館
7月9日（木） 1 長浦公民館
7月10日（金） 3 保健センター
7月13日（月） 2 根形公民館
7月14日（火） 3 平川公民館
7月15日（水） 1 平岡公民館
7月16日（木） 1 保健センター

　対象の方には、子宮頸がん・乳がん検診を無料で受診できるクーポン券
を6月下旬に発送しました。受診案内をご確認のうえ、受診してください。
対象　・子宮頸がん�平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの方
　　　・乳がん�昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれの方
▶︎�クーポン券は、対象者のうち、4月19日時点で袖ケ浦市に住民登録のあ
る方に送付しています。4月20日以降に転入した方は、前住所地の市区
町村から無料クーポン券が送付されます。お手元に届いていない場合
は、前住所地へ確認してください。また、対象の方ですでに検診費用を負
担した方は、その費用を補助します。詳細は、お問い合わせください。
問 �健康推進課�☎（62）3162　FAX（62）3877

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン

日程表
日程 場所 乳がん検診の検査方法 保育

8月24日（月） 保健センター マンモグラフィ／超音波 〇
9月16日（水） 保健センター マンモグラフィ／超音波 〇
10月4日（日） 保健センター マンモグラフィ／超音波 −
10月30日（金） 保健センター マンモグラフィ／超音波 〇
11月24日（火） 保健センター マンモグラフィ／超音波 〇

乳がん  子宮頸がん  集団検診を行います
け い

同日受診は「レディースがん検診」

申込フォーム
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普通救命講習会
期日・場所
・7月26日（日）、長浦消防署
・8月2日（日）、平川消防署
時間　午前9時～10時30分
内�容　応急手当の重要性、心肺蘇生
法、ＡＥＤの使用法など
定員　各9名（申込先着順）
申込方法　電話
▶︎�上級救命講習は、10月に行う予定
です。受講にあたり、一部制限など
があります。詳細は、お問い合わせ
ください。
申 �中央消防署
� ☎（64）0165　FAX（62）9729

防衛省　自衛隊
Web説明会を行っています！ 　

　現在、SkypeによるWeb説明会を
行っています。自衛隊の組織、採用種
目など何でもお答えします。希望する
方は、ご連絡ください。

問 �自衛隊千葉地方協力本部
� ☎043（251）7151（平日）
� ☎080（3308）8799（休日）

「サマージャンボ」「サマージャン
ボミニ」発売（市町村振興宝くじ）　

　この宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われます。
発売場所　全国の宝くじ売場
発売単価　1枚300円
発売期間
　7月14日（火）～8月14日（金）
抽せん日　8月21日（金）
問 �千葉県市町村振興協会
� ☎043（311）4162

　�審議会
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、傍聴を中止、または開催を延
期・中止する場合があります。

社会教育委員会議
日時　7月10日（金）午後3時～
場所　市役所�旧館3階大会議室
議�題
　生涯学習推進大会について�ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　7月7日（火）
申 �生涯学習課
� ☎（62）3743　FAX（63）9680

環境審議会
日時　7月14日（火）午後2時～
場所　市役所�旧館3階大会議室
議題　環境基本計画年次報告�ほか
傍聴定員　5名程度（申込先着順）
申込期限　7月7日（火）
申 �環境管理課
� ☎（62）3404　FAX（62）7485

図書館協議会
日時　7月15日（水）午後2時～
場�所　長浦おかのうえ図書館�3階大
会議室
議�題　令和元年度図書館サービス状
況点検・評価について�ほか
傍聴定員　3名（申込先着順）
申込期限　7月10日(金)
申 �中央図書館
� ☎（63）4646　FAX（63）4650

郷土博物館協議会
日時　7月16日（木）午前10時～
場所　郷土博物館�研修室
議�題　郷土博物館の使命と評価につ
いて�ほか
傍聴定員　3名（申込先着順）
申込期限　7月14日（火）
申 �郷土博物館
� ☎（63）0811　FAX（63）3693

公民館運営審議会
日時　7月17日（金）午後3時～
場所　市民会館�3階中ホール
議�題　市民会館・公民館事業の取組状
況について�ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　7月10日(金)
申 �市民会館
� ☎（62）3135　FAX（62）3138

君津郡市広域市町村圏事務組合
募集職種　保育士　　募集人数　1名
勤�務地
　児童発達支援センター�きみつ愛児園
受�験資格　昭和50年4月2日以降に生
まれ、保育士の資格を有する、または
令和2年度中に取得見込みの方
申�込期間
　7月27日（月）～8月11日（火）
試験日　9月20日（日）
▶︎�詳細は、君津郡市広域市町村圏事務
組合ホームページをご確認ください。
問 ��君津郡市広域市町村圏事務組合�
総務課�☎（25）6121

君津中央病院企業団　職員募集
募集職種
①一般行政職（上級）
②施設管理技士（初級）
採用予定期日
①令和2年10月1日
②�令和2年10月1日または令和3年4月
1日
採用予定人数　各若干名
申込期限　7月20日（月）消印有効
試験日時　8月1日（土）午前10時～
試験場所　君津中央病院�4階講堂
▶︎�受験資格などの詳細は、君津中央病
院ホームページをご確認ください。
問 �君津中央病院�人事課
� ☎（36）1071

その他
貸衣装の貸出しを休止します
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、5月から9月まで衣装の貸
し出しを休止します。再開は、本紙で
お知らせします。
問 �田中�☎（62）2032

「解約保証」のはずが！－定期購入トラブルに注意して－
【相談事例】
　インターネット通販で「初回300円、
〇日間解約保証」と表示されたダイ
エットサプリメントを注文した。効
果を感じられなかったので、解約保
証期間内に解約を申し出ると、「4カ
月以上の定期購入が条件の契約に
なっているので、解約するには4カ
月後に連絡が必要」と言われた。解
約保証の話をすると「その場合は、
通常価格1万5千円の支払いが必
要」との回答だった。そのような規
約は、ページのかなり下部まで見な
いと分からなかった。

【アドバイス】
・�商品を注文する際には、目立つよ
うに表示されている「初回300円」
「初回実質0円（送料のみ）」といっ
た価格などだけでなく、定期購入
が条件となっていないか、定期購
入の場合の継続期間や支払うこと
になる総額など、契約内容をよく
確認しましょう。
・�継続期間が定められていない場合
でも、解約にあたって「次回発送日
の〇日前までに申し出が必要」の
ように申請期間に制限がある、通
常価格を支払う必要があるなど、
解約条件が定められているケース
が見受けられます。
・�解約・返品の可否や条件をしっかり
確認し、申込みの最終確認画面を
印刷したり、スクリーンショットを
保存しておきましょう。

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�1階第一相談室

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
※8月分は7月17日（金）から予約受付

7月2日（木） 市役所

13時〜16時7月9日（木） 平川行政センター

7月16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
※電話での相談はできません。
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

7月2日（木）
平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

7月9日（木）
◎市役所
長浦行政センター

7月16日（木）
市役所
◎平川行政センター

7月30日（木）
市役所
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
※7月17日（金）はお休み 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

7月22日（水） 市役所 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「えがお袖ケ浦」
☎・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。また、相談室の記載がない
相談は、「3密」を防止するため、広い会議室に変更して開催します。相談室は毎回異
なりますので、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。

毎年7月に開催している「子どもスポーツ大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、10月中旬に延期します。決定次第、本紙
などでお知らせします。なお、状況により、中止となる場合があります。　　問 �生涯学習課�☎（62）3743　�FAX（63）9680

子どもスポーツ大会の
開催を延期します

　7月10日（金）に開園を予定していた百目木公園プールは、開園時期を
延期します。
　8月開園に向けた検討を進めており、新型コロナウイルス感染症対策を
実施のうえ、市民限定での開園を予定しています。開園方法などの詳細
は、本紙7月15日号、または市ホームページなどでお知らせします。
　なお、今後の状況により開園を中止する場合もありますので、ご了承く
ださい。
問 �都市整備課�☎（62）3521　FAX（63）9670

百目木公園プール
開園時期を延期します

自衛隊千葉地方協
力本部ホームページ
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場所　旧館1階 第2相談室
▶市民活動支援課
　☎（62）3102　FAX（62）3877
▶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

30 男
34 男
34 男
43 男
49 男
50 男
70 男
37 女
34 女
59 女

大卒
大卒
大卒
高卒
高卒
大卒
高卒
高卒
高卒
高卒

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

東京
袖ケ浦
東京
袖ケ浦
市原
袖ケ浦
－
市原
長南
袖ケ浦

ドライブ
コンサート
ジョギング
フィッシング
ドライブ
読書
読書
料理

音楽鑑賞
音楽鑑賞

182
177
169
172
172
185
170
166
167
152

72
62
55
80
63
75
68
－
65
53

初
初
初
初
初
初
再
初
初
再

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8面の相談案内でご確認ください。

紹介を希望する方は登録が必要です。※市内在住、在勤者　に限ります。

問

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞
『パルプ・ノンフィクション』
　三島邦弘
『青いケシ�メコノプシス』冨山稔
『手づくり調味料のある暮らし』
　荻野恭子
『90歳セツの新聞ちぎり絵』
　木村セツ
『漢字の植物苑』円満字二郎
＜小説＞
『よその島』井上荒野
『晴れの日散歩』角田光代
『風と双眼鏡、膝掛け毛布』梨木香歩
『ザリガニの鳴くところ』
　ディーリア・オーエンズ

＜児童書＞
『キミも運動ができるようになる�１巻』
　近藤隆夫
『てのひらに未来』工藤純子
＜絵本＞
『ケロリンピック』
　大原悦子（文）、古川裕子（絵）
『ごんべえだぬき』川端誠
『フランクリンとルナ、月へいく』
　ジェン・キャンベル

￥　��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�7月8日（水）午後1時30分～3時、根
形公民館
②�7月9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
③�7月15日（水）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ひらかわサ
ブセンター
④�7月17日（金）午後1時30分～3時、
平岡公民館
⑤�7月21日（火）午前9時30分～11時
30分・午後1時～3時、ながうらサ
ブセンター
申込方法　電話
申 �▶︎①②地域包括支援センター
� 　☎（62）3225　FAX（62）3165
� ▶︎③④ひらかわサブセンター
� 　☎（75）3344　FAX（60）5001
� ▶︎⑤ながうらサブセンター
� 　☎（64）2100　FAX（64）2040

認知症家族のつどい
　認知症の方への接し方や介護の悩
みなどを話し合い、専門職からの助言
や参加者同士の励ましあいによって
支えあう「つどい」を開催します。
日時　7月19日（日）午前10時～正午
場所　市民会館�2階研修室
対�象　認知症の方を介護している方、
または以前に介護していた方
申 ��地域包括支援ながうらサブセン
ター

� ☎（64）2100
� FAX（64）2040

　�お知らせ
ありがとうございます
災害への義援金 　
　
　これまで受け付けた義援金の総額
は、6月18日現在で、次のとおりです。
・西日本豪雨災害義援金

1,116,710円
※�日本赤十字社経由で被災地にお送
りします。
▶︎�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

第11回特別弔慰金の申請受付を
行っています 　
　
　対象となる戦没者などの遺族の方
に、特別弔慰金が支給されます。
　前回申請した方には、申請書を送付
しました。申請書が届かない方や、今
まで申請をしていない方で、対象とな
る方はご連絡ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、今年度は説明会を中止
します。
対�象　戦没者などの死亡当時の遺族
で、令和2年4月1日時点で、公務扶
助料や遺族年金などを受給してい
ない場合に、次の順番による先順位
の遺族一人に支給します。
①�弔慰金の受給権者
②�戦没者などの子
③��戦没者などと氏が同じであり、生
計関係を有している父母・孫・祖父
母・兄弟姉妹

④��③以外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
⑤��①～④以外の遺族で、戦没者など
と引続き1年以上生計関係を有し
ていた三親等内の親族

支�給内容　額面25万円、5年償還の記
名国債
請求期限　令和5年3月31日
申 ��地域福祉課
� ☎（62）3157　FAX（63）1310

7月の移動交番開設予定
場所・日時
・�臨海スポーツセンター　1日（水）・
20日（月）午後1時30分～3時
・�市民会館　2日（木）・15日（水）午後
1時30分～3時
・�袖ケ浦公園　6日（月）・27日（月）午
後1時30分～3時
・�長浦公民館　7日（火）・22日（水）午
後1時30分～3時
・�平川公民館　10日（金）・29日（水）
午後1時30分～3時
▶︎�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�☎（22）0110

工業統計調査の回答は
お済みですか？ 　
　
　現在、工業統計調査を行っていま
す。まだ回答がお済みでない方は、至
急、回答をお願いします。
　なお、調査事項は統計を作るためだ
けに使用されるものであり、その他の
目的に使用することは、法律で固く禁
じられています。安心してご回答くだ
さい。
問 �総務課
� ☎（62）1212　FAX（62）5916

　�募集
令和3年4月1日採用
市職員の採用試験は9月に行います　　
　令和3年4月1日採用の職員採用試
験は、9月に行います。
▶︎�募集の詳細は、本紙7月15日号、ま
たは市ホームページなどでお知ら
せします。

問 �総務課
� ☎（62）2106　FAX（62）5916

かずさ水道広域連合企業団
職員募集　令和3年4月1日採用 　
　
募�集職種　上級一般事務・上級土木・
上級電気・上級機械・中級土木・初級
土木
採用予定人数　各若干名
申�込期間
　7月27日（月）～8月11日（火）
試験日　9月20日（日）
試験場所（予定）　かずさ水道広域連
合企業団（木更津市潮見2－8）
▶︎�受験資格などは、かずさ水道広域連
合企業団ホームページをご確認く
ださい。

申 ��かずさ水道広域連合企業団�総務
企画課�☎（25）1621

場所　旧館1階 第2相談室
▶市民活動支援課
　☎（62）3102　FAX（62）3877
▶結婚相談所（火・金曜日開設）
　☎（62）2111（内線546）
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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8面の相談案内でご確認ください。

紹介を希望する方は登録が必要です。※市内在住、在勤者　に限ります。

問

長浦おかのうえ図書館�市民ギャラリー　
「絵画サークル悠彩」絵画作品展示

期間　7月7日（火）午後1時～17日（金）午後4時　
問 �長浦おかのうえ図書館�☎（64）1046　FAX（64）1481

図書館イメージキャラクター「トショロ」

EVENT and information

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

※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。
なお、6月23日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更とな
る場合があります。最新の情報は、主催者へお問い合わせください。

問 ��中央図書館�☎（63）4646　FAX（63）4650

7月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
　6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）・31日（金）

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
〈要申込〉

妊産婦・
乳幼児

≪午前≫
7月6日（月）・
7日（火）・10日
（金）
≪午後≫
7月13日（月）
申込期限
7月3日（金）

詳細は、予約時
にご確認くだ
さい。

内容
身体計測、健康・栄養・
歯科相談
持ち物
母子健康手帳、バスタ
オル

≪午前≫
8月3日（月）・4日（火）・
7日（金）
≪午後≫
8月11日（火）
申込期間
7月15日（水）〜31日
（金）

成人
≪午前≫
7月6日（月）
≪午後≫
7月13日（月）

≪午前≫
9:30〜11:30
≪午後≫
13:30〜15:30

内容　健康・栄養相談
持�ち物　健康手帳、健
康診断結果票（お持
ちの方のみ）

≪午前≫
８月３日（月）
≪午後≫
８月11日（火）

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。

プレ・ママパパ学級
〈要申込〉

初めて出産
を迎える夫
婦
出産予定月
１２月〜１月

８月１９日（水）、１０月２５日（日）
９：００〜１３：３０
申込期間
７月１５日（水）〜２９日（水）

申込方法　電話、窓口
▶�時間や持ち物など
の詳細は、申込者
に個別に通知しま
す。

10月21日（水）、12月
20日（日）
申�込期間
9月23日（水）〜10月7日
（水）

▶︎�４か月児教室・離乳食と歯の相談会は中止です。すこやか相談（予約制）をご利用ください。
▶︎�１歳６か月児健康診査・２歳児歯科健康診査・３歳児健康診査は、７月から再開しました。対象者には、個別に通知します。
　詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
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島
し ま ぬ き

貫 航
わたる

くん
（1歳）

凌
りょう

くん（1歳）

木
き む ら

村 歩
あ ゆ み

美ちゃん
（8歳）

美
み さ き

咲ちゃん（1歳）

“どんな時も一緒。
ずっと仲良しでいてね”

“�いつもお出かけが大好きだけど、今はス
テイホームで大好きな歌番組や動物番組
のテレビを見て楽しく過ごしています”

q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
7月 当番医 診療科目 電話

5日 袖ケ浦医院
〔奈良輪1-8-8〕

外科
胃腸科 （62）2401

12日 高橋医院
〔横田2624〕

内科
小児科 （75）2017

※�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（15歳未満）
� 相談時間
　毎日��午後7時〜翌日午前6時
� ☎＃8000�または
� ☎043（242）9939

q救急安心電話相談（15歳以上）
　相談時間
　●平日、土曜日　午後6時〜翌日午前6時
　●日曜日、祝日、年末年始
　　午前9時〜翌日午前6時
　☎＃7009

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）

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

　6月12日に、市内すべての小・中学校で入学式を行いました。
問 �学校教育課�☎（62）3727　FAX（63）9680

奈良輪小学校入学式

根形中学校入学式

小・中学校入学式

　「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

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

　3歳の息子が「とけいのうた」のワン
フレーズだけをずっと繰り返して歌っ
ていて、全然先に進まないので、その
先が気になってしかたありません。時
計は進むものなのに。

7月のマイナンバーカードの日曜日の交付は、
7月12日（日）に行います

　毎月第4日曜日に行っている日曜日のマイナンバーカードの交付について、7月は12日（日）に行います。
26日（日）は行いません。平日に電話で予約してください。　　問 �市民課�☎（60）1147　FAX（62）1934


