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技術職

力

一般行政職

主な内容

2面：市議会議員一般選挙
3面：新型コロナウイルスに関する
お知らせ
4〜5面：イベント＆お知らせコーナー
6面：緊急連絡先などのご案内

守
想

消防職

のある人、待ってます

あなたの
「力」
、活かしませんか？

市職員を募集します

ご応募
お待ちしています
ガウ♪

市ホームページ

採用予定人員

上級

2名

初級

2名

上級

若干名

初級

若干名

建築

上級

若干名

電気

上級

若干名

機械

上級

若干名

一般
行政職

土木

技術職

受付期間 7月27日
（月）～8月11日
（火）
消印有効
申込書の配布 市役所総務課、平川・長浦行政セン
ターで配布しています。また、市ホームページか
らダウンロードできます。郵送を希望する方は、
総務課までご連絡ください。
採用予定日 令和3年4月1日
（木）
第一次試験
日時 9月20日
（日）
午前10時～
場所 市役所
（予定）
▶詳細は、
市ホームページをご確認ください。
問 総務課 ☎
（62）
2106 FAX
（62）
5916

試験職種

保健師

若干名

社会福祉士

若干名

消防職

初級
救急
救命士

3名
若干名

保健師

受験資格
平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれた方、または平成11年4月2日以降
に生まれ、
学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）
を卒業した方、
もしくは令和3年
3月までに卒業見込みの方
平成11年4月2日～平成15年4月1日に生まれた方
平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、学校教育法に基づく学校（高等学
校以上）において、土木の専門課程を修めて卒業した方、または平成11年4月2日以
降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）において、土木の専門課程
を修めて卒業した方、
もしくは令和3年3月までに卒業見込みの方
平成11年4月2日～平成15年4月1日に生まれ、学校教育法に基づく学校（高等学
校以上）において、土木の専門課程を修めて卒業した方、または令和3年3月までに
卒業見込みの方
次のいずれかの要件を満たす方
・平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、1級または2級建築士の資格を有
する方
・平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、学校教育法に基づく学校（高等学
校以上）において、建築の専門課程を修めて卒業した方、または令和3年3月まで
に卒業見込みの方
・平成11年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）にお
いて、建築の専門課程を修めて卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込み
の方
平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、学校教育法に基づく学校（高等学
校以上）において、電気の専門課程を修めて卒業した方、または平成11年4月2日以
降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）において、電気の専門課程
を修めて卒業した方、
もしくは令和3年3月までに卒業見込みの方
平成2年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、学校教育法に基づく学校（高等学
校以上）において、機械の専門課程を修めて卒業した方、または平成11年4月2日以
降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）において、機械の専門課程
を修めて卒業した方、
もしくは令和3年3月までに卒業見込みの方
平成4年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、保健師の資格を有する方、または
令和3年3月までに取得見込みの方
平成2年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を有する方、または令和3年3月
までに取得見込みの方
平成10年4月2日～平成15年4月1日に生まれた方
平成7年4月2日以降に生まれ、救急救命士の資格を有する方、または令和3年4月
までに取得見込みの方

日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日

期日
時間

7月26日、8月9日・23日 ※毎月第2・第4日曜日
午前9時〜正午
場所 市役所 市民課

2020 年（令和2年）7月15日
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（日）
投票

内容
選 挙運動について・

立候 補手続きについて・今

市議会議員一般選挙

11

4

日（日）告示（立候

10

月

補届出）
、 月 日
（日）
執行

後の日程について ほか

18

予定の市議会議員一般選挙

分～午後

日（水）
・ 日

時

16

の立候補予定者説明会と 、 立候補届出書類の事前審査

9

月

30

日時

（ 金 ）午 前

時の間

9

立候補届出書類の事前審査

を行います。

立候補を予定している

※日時は 、立候補予定者説

市民課では、マイナンバーカードの交付と、電子証明書の更新手続きを行う
ことができます。
マイナンバーカードの交付準備ができた方には、市から交付通知書（はがき）
が、電子証明書の有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構か
ら有効期限通知書
（水色の封筒）
が届きます。
通知書が届いたら、
電話で事前予約のうえ、
手続きをお願いします。
受付時間 午前9時～正午、
午後1時～5時
（土・日曜日、祝日を除く）
※毎月第4日曜日の午前9時～正午と、火・木曜日の午後5時～6時30分は、事前
予約をした方のみ、時間外交付の手続きができます。予約がない場合は、手続
きができませんので、
必ず予約してください。
▶7月26日
（日）
は、
システムメンテナンスのため、
手続きができません。

4

10

監査委員に 阿津 光夫 氏 が就任しました

6月24日開催の議会定例会で、監査委員選任の人事案件について議会の同
意を得たため、7月10日付けで、
阿津 光夫 氏が監査委員に就任しました。
問 監査委員事務局 ☎
（62）3916 FAX
（62）
7454

交通事故などによるケガの治療を受けるときに
国民健康保険の保険証を使う場合は市役所へ届出を！
なぜ届出が必要なのか
交通事故などの第三者行為によるけがの医療費は、相手が負担することが原
則です。しかし、事故の相手がすぐに損害賠償できない場合などに、国民健康保
険証を使用すると、市が一時的に立て替えることができます。立て替えた医療
費を相手に請求する際に、事故状況などを把握するため、
届出をお願いします。
注意事項
・仕事中や通勤途中などの労災保険の対象となるけが、故意の犯罪行為や事
故、ケンカや飲酒運転によるけがなどは、
対象になりません。
・医療機関を受診する際は、
けがの原因が交通事故であることを伝えてください。
・自損事故や相手方が不明な事故の場合でも、
届出が必要です。
・事故車に同乗していた場合も、届け出てください（運転者が親族であっても、
届出が必要です）。
・相手方との取り決めや示談の前に、
ご相談ください。
問 保険年金課 ☎
（62）3031 FAX
（62）
1934

国民年金 追納制度を活用しましょう

国民年金保険料の納付は、免除や猶予を受けた期間は、年金を受け取るため
の受給資格期間には入りますが、受け取る年金の額は、全額納付した方より少
なくなります。これを補うため、10年以内に免除や猶予を受けた期間の保険料
を納める追納制度があり、納めることで年金額を増やすことができます。
ただし、2年度以上経過してしまうと、一定の加算額が発生しますので、ご注
意ください。また、老齢基礎年金を受給している方は追納できません。
免除制度と年金額
制度の種類
全額免除
4分の3免除（※）
半額免除（※）
4分の1免除（※）
学生納付特例
納付猶予

受け取る老齢基礎年金額
年金額に1/2が反映
年金額に5/8が反映
年金額に3/4が反映
年金額に7/8が反映
年金額に反映しない
年金額に反映しない

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

マイナンバーカードに関するお知らせ
 イナンバーカードの交付・電子証明書の更新を		
マ
行っています

方 、または代理の方の出席

対象 次のいずれかに該当する方
※雇用の正規・非正規は問いません。
・市内の介護事業所に就労中で、令和2年4月1日以降に、介護支援
専門員の資格を取得、または介護職員初任者研修を修了し、引き
市ホームページ
続き3カ月以上就労している方
・令和2年4月1日以降に、介護支援専門員の資格を取得、または初任者研修を
修了し、その翌日から起算して6カ月以内に市内の介護事業所に雇用され、か
つ3カ月以上就労している方
補助額 補助対象経費の50％に相当する額
（上限5万円）
▶詳細は、
市ホームページをご確認ください。
申 介護保険課 ☎
（62）
3158 FAX
（62）
3165

（ 候補者あたり 名以内） 明会で指定します。

介護人材確保育成支援事業補助金の
申請受付を開始します

3

階大

6月4日に、かずさ青年会議所様より、感
染症などに対する支援物資を寄附してい
ただきました。
問 学校教育課
		☎
（62）
3718 FAX
（63）
9680

市役所 旧館

かずさ青年会議所 様

1

2

場所

感染症などの対策物資の寄附

なお、
届出関係の用紙は、 会議室

ありがとうございます

選挙管理委員会事務局

6月30日に、TKC様より、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、200万円の寄附をいた
だきました。
これは、衛生行政に寄与する功績が大きいこ
とから、同日に表彰式を挙行し、善行表彰の授与
を行いました。
問 秘書広報課 ☎
（62）
2435 FAX
（62）
3034

☎
（62）
3913

TKC 様

問

をお願いします。

1

FAX
（62）
7454

新型コロナウイルス感染症対応への
寄附に対し、
善行表彰を行いました

説明会で配布します。

月 日
（火）
午後 時

3

立候補予定者説明会

分～

25

令和元年度の優良建設工事を表彰しました
市では、市が発注する建設工事の施工意欲の増進や技術の向上を図るため、
工事成績が優秀であり、他の模範と認められる工事を表彰しており、6月26日
に表彰式を行いました。
受賞工事
・交差点改良工事（市道代宿神納線・市道長浦
小中学校線 他）
・舗装修繕工事
（市道蔵波鎌倉街道線）
施工者 北袖商事 様
問 管財契約課 ☎
（62）
2219 FAX
（62）
5916

日時
8

階大

民生委員・児童委員として、
長年に
わたり社会福祉の増進に貢献された
ことが認められ、厚生労働大臣より
表彰されました。
問 地域福祉課
☎
（62）
3157 FAX
（63）
1310

30

市役所 旧館

石井 完 氏、
小島 直子 氏、
石井 文夫 氏

場所

民生委員・児童委員 厚生労働大臣特別表彰

会議室

おめでとうございます

— 2 —

問 市民課 ☎
（60）
1147

FAX
（62）
1934

 政センターのマイナンバーカード・電子証明書事務を
行
一時停止します
平川・長浦行政センターでは、マイナンバーカードと電子証明書の更新・暗証
番号の初期化の事務を一時停止します。
※住民票などの証明書は、通常通り取得できます。
期日 7月21日（火）
時間・場所 ・午前8時30分～午後2時、
長浦行政センター
			
・午後2時30分～5時15分、
平川行政センター

 イナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス
マ
一時停止のお知らせ
7月23日（祝）～26日（日）は、住民票などのコンビニ交付サービスを一時停止
します。再開は、7月27日（月）午前6時30分を予定しています。

— 3 —

2020 年（令和2年）7月15日
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新型コロナウイルスに関するお知らせ
新しい生活様式における
熱中症予防行動のポイント
7月は熱中症予防強化月間

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。
新型コロナウイルス感染症拡大予防のための「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。
▶高齢者や子ども、障がいのある方などは、熱中症になりやすいため、十分に
注意しましょう。
「3つの密」を避けつつ、
積極的な声かけをお願いします。
問 新型コロナウイルス対策支援室 ☎
（62）
2323 FAX
（62）
3877

暑さを避けましょう

日頃から健康管理をしましょう

・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。
・家庭用のエアコンは換気されないものが多いため、定期的に換気し、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。

ときどきマスクを外しましょう
・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。
・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。
・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。
・周囲の人との距離を十分にとったうえで、適度にマスクを外して、休憩
を取りましょう。

こまめに水分補給しましょう
・のどが渇く前に、
水分補給をしましょう。
・1日あたり1.2ℓを目安に、
水分補給しましょう。
・大量に汗をかいたときは、
塩分も忘れずに摂りましょう。

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

暑さに備えた体づくりをしましょう
・暑くなり始めの時期から、適度に運動をしましょう。
・日頃からウォーキングなどで汗をかく習慣をつけ、体温調節機能を鍛
えましょう。

熱中症の症状がある時は、
涼しい場所へ避難・水分補給を！

熱中症の症状
・めまいや立ちくらみ
・筋肉痛や筋肉の痙攣
・体のだるさや吐き気
・体温が高い
・汗のかき方がおかしい（汗が出ない・汗が大量に出
る など）
※自力で水分摂取ができない、症状が改善しない場合
は医療機関へ！
け い れ ん

子育てオンライン相談をご利用ください

百目木公園プール中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で、
外出を控えている子育て中の方を支援
するため、保育士などの専門職員がオン
ラインによる無料相談を受け付けます。
※相談は、オンライン会議アプリケー
ション
（Zoom）
を利用します。
対象 育児に関する不安や悩みを持つ、
市内在住の未就学児の保護者
相談時間 午後1時～、
2時～、
3時～
（1日1回まで、
30分程度）
※土・日曜日、
祝日を除く。
申込方法 相談する保護者とお子さんの氏名・お子さんの年齢・住所・電話番号・
希望する相談日時
（第3希望まで）
・相談内容を、
メールでお知らせください。
申込期限 相談希望日の前日の午前中まで
※土・日曜日、
祝日を挟む場合は、
その前の平日の午前中まで
▶申込方法などの詳細は、
市ホームページをご確認ください。
申 子育て支援課 ☎
（62）
3286 FAX
（62）
3877
市ホームページ
gaura.kosodate@gmail.com
		

8月オープンに向けて準備を進めていた百目木公園プールは、新型コロナウ
イルス感染症新規感染者が全国的に増加傾向であることや、近隣市で感染者が
確認されたことを受け、今年の営業を中止します。
楽しみにしていた皆様には申し訳ありませんが、感染拡大防止のため、ご理
解いただきますようお願いします。
問 	都市整備課 ☎
（62）3521 FAX
（63）
9670

袖ケ浦市中小企業支援臨時給付金
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、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％以上減少した月が1カ月でもある場合は、千葉県中小企業再建
支援金の対象となるため、
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はないこと
給付額 1事業者につき10万円
市ホームページ
申請方法 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添え
て、郵送で申請してください。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） ※当日消印有効
▶詳細は、
市ホームページをご確認ください。
問 	商工観光課 ☎
（62）
3428 FAX
（62）
7485

袖ケ浦応援プロジェクト！

デリバリーサービス&
商品券配布＆レンタサイクル

市観光協会では、市内経済の活性化を目的とした以下
の事業を行います。
問 	市観光協会 ☎
（62）3436 FAX
（62）
7485

飲食店応援 デリバリーサービス
デリバリーサービス参加店で、1,500円以上（税抜）の注文をす
ると、
タクシー事業者が無料で自宅まで宅配してくれます
（1,500円
未満は、配達料500円が必要）。
配達先は、市内で飲食店から直線距離でおおむね5ｋｍ以内で
市観光協会
す。この機会に、ぜひご利用ください。
ホームページ
▶注文方法などの詳細は、市観光協会ホームページをご確認ください。
参加飲食店 ※7月6日時点、五十音順
アメリカンステーキ16イチロー・居酒屋食堂なじみ・魚㐂・魚料理専門店わか
せい・大衆中華ホサナ・中華料理 正華楼・はなこども・藤鮨・ホルモン焼肉 てっ
ちゃん・焼き鳥 貴田・ローズヒップ＆プランツ
※参加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。

市内回遊促進事業（8月上旬から商品券を配布予定）
観光農園などの収穫体験型サービスを行う市内観光施設の利用者に、観光協
会加盟店で利用できる商品券を配布することで回遊を促し、市内経済の活性化
を図ります。

レンタサイクル事業（9月上旬から開始予定）
市外からの来訪者が増加した袖ケ浦駅北口で、レンタサイクル事業を行うこ
とで回遊を促し、市内経済の活性化を図ります。

▶イベント＆お知らせコーナーは、5面から4面へ続いています。

地域総合支援協議会

「ガウラ・ナビ」を利用しませんか？
市民活動団体やボランティア団体
などの団体情報・活動情報などは、
「ガ
ウラ・ナビ」で見ることができます。ボ
ランティア活動やイベントに参加し
たい方は、
ご利用ください。
また、団体は「ガウラ・ナビ」に登録
することで、多くの方に情報を発信す
ることができます。登録は無料ですの
で、
ぜひご利用ください。
▶詳細は、
「 ガウラ・ナビ」をご確認い
ただくか、お問い合わせ
ください。
問 市民活動支援課
		☎
（62）
3102
ガウラ・ナビ
		FAX
（62）
3877

保育士・看護師
（会計年度任用職員）を募集
給与
・保育士
（産休代替）
月給220,331円
・保育士
（フルタイム）
月給205,784円
・保育士
（パートタイム）
時給1,100円
・看護師
（フルタイム）
月給216,974円
勤務先 市内公立保育所
▶詳細は、市ホームページ
をご確認ください。
申 	保育課
市ホームページ
		☎
（62）
3276 FAX
（62）
3877

農薬飛散に注意しましょう
農薬散布は、自身の農地だけでな
く、
隣接する農地へ影響する場合があ
ります。特に、収穫期の作物に飛散す
ると、
大きな被害となってしまいます。
農薬を散布する際は、周辺の作物の
栽培状況を考慮し、風向きや風量、散
布機の設定など、飛散防止に注意して
ください。
問 ▶農業委員会事務局
		 ☎
（62）
3918 FAX
（62）
7454
		▶農林振興課
		 ☎
（62）
3426 FAX
（62）
7485

審議会
教育委員会議
日時 7月22日
（水）
午後2時30分～
場所 市役所 2階第一会議室
傍聴定員 5名
（申込先着順）
申込期限 7月20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。
申 	教育総務課
		☎
（62）
3691 FAX
（63）
9680

日時 7月29日（水）午後2時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 障がい者福祉基本計画
（第3期）
の見直しなどにおけるアンケート
調査結果などについて ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 7月27日（月）
申 	障がい者支援課
		☎
（62）3187 FAX（63）1310

総合計画審議会
日時 8月3日（月）午前10時～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 第1期袖ケ浦市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の効果検証につ
いて ほか
傍聴定員 10名（申込先着順）
申込期限 7月29日（水）
申 	企画課
		☎
（62）2327 FAX（62）5916

国民健康保険運営協議会
日時 8月6日（木）午後1時30分～
場所 市役所 旧館3階大会議室
議題 令和元年度袖ケ浦市国民健康
保険特別会計決算案について ほか
（予定）
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 7月30日（木）
申 	保険年金課
		☎
（62）3031 FAX（62）1934

廃棄物減量等推進審議会
日時 8月6日（木）午後2時～
場所 クリーンセンター 2階研修室
議題 ごみ処理制度の見直しについ
て ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 7月30日（木）
申 	廃棄物対策課
		☎
（63）1881 FAX（62）2820

農業委員会総会
日時 8月6日（木）午後2時～
場所 農業センター 講習室
議題 農地法の規定による許可申請
について ほか
傍聴定員 5名（申込先着順）
申込期限 8月5日（水）
申 	農業委員会事務局
		☎
（62）3918 FAX（62）7454

屋外広告物にはルールがあります
～より良い景観形成のために～

屋外広告物とは
屋外で公衆に表示される広告物のことで、
広告板やはり紙などがあります。
屋外広告物は、まちを活性化させる役割をもつ一方、無秩序な表示により、
まちの景観を損ねたり、交通の妨げになったりする場合があります。また、不
適切な管理により、
落下などの危険が生じる場合もあります。
これらを防止するため、
県や市では、
表示基準を定めています。
市内に屋外広告物を表示する場合
一定の要件に該当する自家用広告物などを除き、原則、市の許可（県条例上
の許可）が必要です。さらに、景観形成推進地区で屋外広告物の掲出を行う場
合や、禁止地域で道標や案内図板の掲出などを行う場合は、併せて市景観条
例に基づく届出が必要です。広告主や屋外広告物が設置されている土地の所
有者は、
法律や条例などに適合しているかを、
設置業者へ確認してください。
また、屋外広告物には許可期限があり、更新をされない場合は、速やかに除
却することが県条例により定められています。引き続き設置を行う場合は、
許可期間満了の2週間前までに都市整備課へ申請してください。
問 	都市整備課 ☎
（62）
3514 FAX
（63）
9670

蛍光灯の出し方
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交通災害共済に加入しましょう
自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行された人身
事故に対し、最高150万円の見舞金を支給します。
対象 市の住民基本台帳に記載されている方、またはその方に扶
養されている学生 など
市ホームページ
共済期間 9月1日（火）
～令和3年8月31日
（火）
年会費 700円
申込方法 市民活動支援課、平川・長浦行政センターの窓口
申込期間 8月1日（土）
～31日（月）
午前9時～午後5時
※土・日曜日、祝日は、午前9時～午後4時の間で、市役所守衛室、平川・長浦行政
センターで受け付けます。
注意事項 保育所や幼稚園、小・中学校で集団会員として申し込んだお子さん
は、申込みできません。
▶詳細は、市ホームページをご確認ください。
申 市民活動支援課 ☎
（62）3106 FAX
（62）
3877

私たちの学校自慢

昭和中学校

夏休み特別講座
昭和中学校では、学校行事や授業、部活
動など、さまざまな分野で改革を行ってき
ました。その中の一つに「夏休み特別講座」
があります。
これは、夏休みの期間に、職員や地域の
方の得意なことや趣味などを講座として
開き、生徒に伝達するものです。例えば、な
ぎなたや柔道、古典、地理、計算、イラスト
講座、トートバッグ作り、夏休みの宿題対
策など、基本的な学習から、生活への応用
まで、多くの講座を行っています。その中
から、やってみたいことを生徒自らが選択
し、自由に参加することができ、講座数は
年々増えています。
この取り組みが、深まりのある学びへと
発展していくことを期待しています。
問 学校教育課 ☎
（62）3727 FAX
（63）
9680

違反広告物除却活動に参加しませんか？

市では、違反広告物除却活動に参加する団体を随
時募集しています。活動時の作業道具やボランティ
ア活動保険料は、市が準備・負担します。
※活動に参加していただいた方は、今後行う予定の
景観の先進地視察に、優先的に参加できます。
活動内容 電柱・道路標識・信号機・街路樹などに違
法に掲示された「はり紙」
「はり札」
などの除却
対象 市内在住・在勤の20歳以上の方、
2名以上でお申し込みください。
申込方法 申請書に必要事項を記入し、都市整備課に提出してください。申
請書は、送付しますので、お問い合わせください。
▶市が開催する講習会を受講してから活動していただきます。なお、講習は
出前でも行いますので、ご相談ください。
申 	都市整備課 ☎
（62）3514 FAX
（63）
9670

屋外広告物
規制図

禁止地域内は一定の
基準を満たすものを
除き、広告物の設置
ができません。

●
市役所

景観形成
推進地区
広域農道

●
長浦
行政センター
館山自動車道

アクアライン
連絡道

●平川行政センター

主な禁止地域

・第一種低層住居専用地域
・生産緑地地区 ・都市公園
・禁止地域指定路線
（路端から側方に100m区域）
圏央道
（路端から側方に50m区域）
市外の区間

県道
君津平川線

蛍光灯は、透明または半透明の袋に入れるか、販売用の箱や新聞紙などで保護してから出しましょう。
問 廃棄物対策課
（クリーンセンター内）☎（63）1881 FAX（62）2820
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イ ベ ン ト ＆ お 知 ら せ
コ ー ナ ー

EVENT and information
※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、7月6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。

イベント

写真展
「馬乗り馬頭観音－わがまちにも－」
そではく市民学芸員「郷土を学ぶ
会」が調査した、市内の馬に乗った姿
の石造物「馬乗り馬頭観音」22基を、
写真で紹介します。
期間 7月18日（土）〜8月30日（日）
（休館日を除く）
※8月10日（祝）は開館し、11日（火）
が休館
場所 郷土博物館 2階特別展示室
問 郷土博物館
		☎（63）
0811 FAX
（63）
3693

吉村昭文学資料館 開館記念イベント
日時

7月31日
（金）
午後1時30分～3時30分
場所 市民会館 大ホール
内容 講演・朗読・落語
問 桑原 ☎080
（6393）
2549

千葉港まつり
港内見学会などにご招待
日時
・8月21日（金）①午後1時30分～、①
2時30分～、
②6時～、
③6時30分～
・8月22日（土）①午後2時30分～、②
6時～、
③6時30分～
内容・定員
①観光船による港内見学会、
100名
②サンセットクルーズ、
15名
③観光船による工場夜景見学会、
70名
申込方法 参加者全員の住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・希望日時・返
信用の宛先を記入し、往復はがき
で申し込んでください（1枚につき
5名まで）
。
申込期限 7月31日
（金）
必着
申 	〒260−0024
		千葉市中央区中央港1−6−1
		千葉港振興協会
		☎043
（246）
5201

下水処理場 探検ツアー
下水の処理方法や市の下水道の実
情 を 、職 員 が 説 明 し ま す 。参 加 者 に
は、マンホールカードをプレゼント
します。
日時 8月8日
（土）
午前10時～11時30分
※荒天中止。中止の場合は、午前8時
30分頃に電話で連絡します。
場所 終末処理場（中袖4番地）
定員 20名程度（申込先着順）
申込方法 住所・氏名・電話番号・参加
人数を、電話でお知らせいただく
か、申込用紙に記入して、FAXまた
はメールで申し込んでください。用
紙は、市ホームページからダウン
ロードできます。
申込期限 8月5日（水）午後5時
▶新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、屋外で説明します。また、
人との距離を確保し、終了後は手洗
いと消毒を行います。
申 下水対策課
		☎
（62）
3669 FAX（62）7485
sode26@city.sodegaura.chiba.jp

袖ケ浦終末処理場

講座・セミナー

尿失禁予防教室「もれなく講座」
日時

8月5日
（水）
午後1時30分～2時30分
場所 老人福祉会館
対象 市内在住の成人
（おおむね65歳
以上）
定員 15名
（申込先着順）
持ち物 動きやすく裸足になれる服
装・マスク着用・水分補給の飲み物
申込方法 電話
申 	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
日時

8月21日（金）
午後1時30分～3時
平川公民館

場所
内容
簡単な体操・頭の体操・音読 など
対象 市内在住の成人
（おおむね65歳
以上）
定員 15名（申込先着順）
持ち物 動きやすい服装・靴、マスク
着用、水分補給の飲み物
申込方法 電話
申 	地域包括支援センター
		☎（62）3225 FAX（62）3165

お知らせ
特別定額給付金の申請は
8月18日までです
新型コロナウイルス感染症緊急経
済対策のため、一人あたり10万円を
給付する特別定額給付金の申請期限
は、8月18日（火）
（消印有効）です。
まだ申請書を提出していない方は、
お早めに申請してください。
申請書が手元に届いてない、または
紛失してしまった方は、再発行します
ので、お問い合わせください。
問 	特別定額給付金対策室
☎（53）7522 FAX（62）3165

高速バス「アクシー号」が
ますます便利に！
高速バス「アクシー号」
（鴨川～東京
線）では、今まで制限のあった袖ケ浦
バスターミナルでの乗降が、7月16日
（木）から自由にできるようになりま
す。さらに便利になったアクシー号
を、ぜひご利用ください。
問 ▶京成バス 奥戸営業所
		 ☎03（3691）0935
		▶日東交通 鴨川営業所
		 ☎04（7092）2354
		▶鴨川日東バス 本社営業所
		 ☎04（7092）1234
		▶袖ケ浦市 企画課
		 ☎（62）2327 FAX（62）5916

工業統計調査
ご協力ありがとうございました
調査結果は、国の事業や施策などの
ための基礎資料として幅広く活用さ
れ、令和3年2月から経済産業省より
随時公表する予定です。
問 総務課
		☎（62）1212
		FAX（62）5916

子育て応援！ ホッとひといき、
ハッピータイム♪

パパ・ママ同士、
仲良く楽しく子育てについて学びましょう。
内容 子育てに関する講座・ものづくり・調理・移動教室 など
期間 8月上旬から
対象 小学校入学前のお子さんを持つ保護者
※うたたねハッピークラブは0歳～、すまいる学級・すくすくキッズクラブは
2歳～が対象
定員 各15名
（申込先着順）
費用 無料 ※材料費などの実費負担があります。
申込方法 電話・メール・窓口 ※電話・窓口の受付時間は、午前9時〜午後5時
申込期限 7月31日
（金）
その他
・親子で一緒に参加できます。
・保護者のみで活動する際は、2歳以上のお子さんを対象とした保育がありま
す。2歳未満のお子さんは、
一緒に参加してください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加前の検温や保護者のマス
ク着用にご協力ください。
また、
状況により中止となる場合があります。

君津地区公立小・中学校の講師登録会

介護保険料の決定通知書を
黄色の封筒で発送しました
65歳以上の方に、今年度の介護保
険料の決定通知書を発送しました。
支払方法は、通知書の納期別明細書
に、特別徴収（年金天引き）、または普
通徴収（納付書払いなど）のどちらか
を記載しています。なお、普通徴収の
方で、口座振替の手続きが済んでいる
方には、引き落とし先の金融機関名な
どを記載しています。
▶詳細は、通知書をご確認いただく
か、
お問い合わせください。
問 	介護保険課
☎
（62）
3158 FAX
（62）
3165

8月1日から重度心身障害者（児）医療
費等支給事業の対象が追加されます
事前に登録申請が必要です。対象の
方には、
個別に通知をしています。
追加対象者
・65歳未満で、精神障害者保健福祉
手帳1級を所持している方
・65歳以上で、65歳になる前から引
き続き、精神障害者保健福祉手帳
1級を所持している方
▶詳細は、
お問い合わせください。
問 	障がい者支援課
☎
（62）
3199 FAX
（63）
1310

生活に関するお悩みを
一緒に解決します
「収入が減って家計が苦しい」
「求職
活動がうまくいかない」
「 家賃を支払
えない」
「 社会に出るのが怖い」など、
生活のことで悩みはありませんか？
自立相談支援室では、専門の相談員
が話を聞き、一緒に解決するための提
案や、解決のお手伝いをします。一人
で抱え込まずに、お話を聞かせてくだ
さい。
問 	自立相談支援室
（地域福祉課内）
☎
（62）
3159 FAX
（63）
1310

中小企業の退職金を
国の制度がサポートします
中小企業退職金共済制度では、
・掛金の一部を、
国が助成
・掛金は、
全額非課税・手数料不要
・社外積立型のため、
管理が簡単
・パートタイマーや家族従業員も加
入できる
▶詳細は、中退共ホームページをご確
認ください。
問 	勤労者退職金共済機構
		中小企業退職金共済事業本部
		☎03
（6907）
1234

幼児家庭教育学級生募集

▶詳細は、保育所・幼稚園・各公民館などで配布しているチラシ、または市ホー
ムページをご覧ください。
申 	うたたねハッピークラブ
		 ▶市民会館 ☎（62）3135 FAX（62）
3138
sode60@city.sodegaura.chiba.jp
		
		 ▶根形公民館 ☎（62）6161 FAX
（62）
6162
sode63@city.sodegaura.chiba.jp
		
		 すまいる学級
		 ▶平川公民館 ☎（75）2195 FAX
（60）
5001
sode61@city.sodegaura.chiba.jp
		
		 ▶平岡公民館 ☎（75）6677 FAX
（75）
6862
sode64@city.sodegaura.chiba.jp
		
		 すくすくキッズクラブ
		 ▶長浦公民館 ☎（62）5713 FAX
（60）
1138
sode62@city.sodegaura.chiba.jp
		

日時 8月19日（水）午前9時30分～・午後1時30分～
場所 君津合同庁舎
（25）
1311
▶詳細は、本紙8月1日号でお知らせします。 問 南房総教育事務所 ☎

夏のトショロ月間

2020 年（令和2年）7月15日

広 報

図書館で夏を楽しもう！
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7月16日（木）から8月16日（日）まで、子ど
も向けのイベント「夏のトショロ月間」を開催
します。
新型コロナウイルス感染症拡大予防のた
め、家で楽しめたり、短時間で本を選んで借り
られる展示やイベントを行います。すべて無
料・予約不要ですので、
ぜひお越しください。

全館共通
おしえて！きみのすきな本

絵本のおたのしみ袋

おすすめする本のことを、家で専用の用紙（ぬり絵付き）に書き、
箱に入れてください。
図書館内に掲示します。
募集期間 7月16日
（木）
～8月16日
（日）
掲示期間 7月16日
（木）
～8月30日
（日）
用紙配布場所 市内図書館・図書室
※図書館ホームページからもダウンロードできます。また、下の用
紙に記入し、
切り取ったものでも受け付けます。
対象 0歳からのお子さんと、
その保護者

テーマにそった絵本（3冊）が入ったおたのしみ袋を、
貸し出します。
期間 7月16日（木）
～8月16日（日）
※なくなり次第、終了。
図書館
ホームページ

宿題おたすけコーナー
夏休みの宿題に役立つ工作や調べ学
習、読書感想文についての本を集めた
コーナーを設置します。
期間 8月23日（日）まで

根形公民館図書室・平岡公民館図書室
読書感想画を描こう！
好きな本の絵を描いて、持ってきてください。図
書室内に掲示します。参加者には、記念品を渡しま
す。
なお、
希望者には、
後日作品を返却します。
募集期間 7月16日
（木）
～8月16日
（日）
掲示期間 7月16日
（木）
～8月30日
（日）
対象 0歳のお子さんから大人
その他 画用紙は、図書室
で配布します。家の画用
紙に描いたものを持参
しても構いません。

図書室で
「宝さがし」～えほんや読み物
の中にかくれている宝物をさがそう！～

便利で確実な
口座振替のご利用を

蔵波中学校 美術部 作品展示
期間
場所

カウンターに「今日の宝物（例：うさぎ）」を掲示し
ます。図書室内で「宝物（例：うさぎ）」が出てくる本
を、3冊探してください。見つけた方に、記念品を渡
します。1日1回参加できます。
期間 7月16日（木）
～8月16日（日）
対象 0歳から小学6年生のお子さんと、その保護者

7月18日
（土）
正午～30日
（木）
午後4時
長浦おかのうえ図書館 市民ギャラリー

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

読書感想文おすすめ本展示
「動物と人」

「動物と人」
をテーマに、読書感想文におすすめの
本を、
ノンフィクションを中心に展示・貸し出します。
期間 8月23日（日）まで

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。
また、
無料宅配も行っています。
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

長浦おかのうえ図書館

q休日当番医
診療時間

7月

午前9時〜午後5時

当番医

診療科目
電話
内科
小児科 （62）4800
呼吸器内科
さくま耳鼻咽喉科医院 （午前9時〜正午）
（60）2787
19日
〔神納617-1〕
耳鼻咽喉科
石井内科小児科医院
内科
23日
（62）7360
〔蔵波台4-13-8〕
小児科
菱沼医院
内科
24日
（62）1822
〔福王台3-1-1〕
小児科
平岡医院
内科
26日
（60）4747
〔野里1773-1〕
小児科

田中医院
19日
〔神納2-10-7〕

※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、振替休日 午前9時～翌日午前6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。

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

7月20日（月）～22日（水）
・25日（土）
・30日
（木）
～31日（金）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

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

編集室から

7月16日～31日

●固定資産税・都市計画税
●国民健康保険税 1期

数年前は、市職員を目指して勉強して

1期

介護保険課 ☎
（62）
3158

●後期高齢者医療保険料

保険年金課 ☎
（62）
3092

（O.A）

2期

納税課 ☎
（62）
2647

●介護保険料

市税などの猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響
により、
月収が前年同月比20％以上減
少した方などのために、令和3年1月
31日までに納期限が到来する市税な
どの徴収猶予特例制度があります。
▶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。
問 	納税課 ☎
（62）
2653、
（62）
2605
		
FAX
（62）
1934

いた私が、今では大勢の方が読む広報紙

1期

—納期内納付を心がけましょう—

の編集に携わっているのが不思議な気持
ちです。やりがいのある職場で、一緒に働
きませんか？

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 ☎
（62）
2647
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。

