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日曜日の住民票などの証明書交付窓口開設日 期日　3月28日、4月11日・25日　※毎月第2・第4日曜日
時間　午前9時〜正午　　場所　市役所 市民課

接種対象者
　原則として、袖ケ浦市に住民票がある16歳以上の方が対象です。
　対象の方への接種券（クーポン券）の発送は、国から示されるスケジュールに
合わせて、順次行います。
　なお、次の方などは、住民票がある市町村（住所地）以外でワクチン接種を受け
ることができます。具体的な手続きなどは、今後お知らせします。
住所地以外で接種できる方
・入院・入所中で、住所地以外の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
・基礎疾患を治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方 など
▶16歳未満の方は、現在供給予定のワクチン接種の対象外となっています。他

のワクチン供給により、接種対象となるかは、国から情報が示された際にお知
らせします。

接種費用
　全額公費で接種を行うため、無料です。

接種が受けられる時期
　ワクチンは、徐々に供給が行われますので、市では、国が示した接種順位とワ
クチンの供給量に基づき、順次接種を行います。
　なお、現時点で最初の対象となる高齢者のワクチン接種の開始時期は、ワクチ
ンの供給数が決定次第、お知らせします。

接種できる場所
集団接種　臨海スポーツセンター 体育館・市民会館・平川公民館・長浦公民館
個別接種　市内の一部協力医療機関
▶個別接種を受けられる市内の医療機関は、決定次第、お知らせします。

 2面に続きます。

新型コロナワクチンに関するお知らせ（3月2日時点）

新型コロナワクチン接種の準備を進めています

　市では、新型コロナワクチンの供給が開始された際に、円滑に接種
を行えるよう、市民会館でワクチン接種会場運営訓練を行うなど、準
備を進めています。
▶ワクチンに関する情報は、順次、本紙や市ホームページなどでお知

らせします。
問  新型コロナウイルス対策支援室 ☎（62）2323　FAX（62）3877

受付

ワクチン接種会場運営訓練のようす

予診票の確認 医師による問診
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4月から時間外交付の場所が変わります
　4月から行政センターの日直業務が廃止となるため、住民票と印鑑登録証明
書の時間外交付の場所が変更となります。

変更後の時間外交付
　住民票、または印鑑登録証明書の時間外交付を希望する方は、平日午前8時
30分から午後5時15分の間に、電話で予約してください。

市役所
（市民課・守衛室） 平川・長浦行政センター

火曜日
午後5時15分〜7時 〇 〇

土・日曜日、祝日
午前9時〜午後5時 〇 ×

問  市民課 ☎（62）2970　FAX（62）1934

ご存じですか？
固定資産価格などの縦覧・閲覧制度

　縦覧制度は、納税者が所有する土地や家屋の評価が、他と比較して適正で
あるかを判断するためのものです。また、自分の所有する資産の価格や税額
などは、固定資産課税台帳（名寄帳）を閲覧することで確認できます。
　なお、令和3年度の納税通知書の発送は、4月中旬の予定です。

固定資産価格などの縦覧
　土地の固定資産税納税者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の固定資産税納
税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
　また、土地・家屋の納税者から委任を受けた代理人も縦覧できますが、土
地・家屋が課税されていない方は、縦覧できません。
期間　4月1日（木）〜30日（金）　※土・日曜日、祝日などの閉庁日を除く。
時間　午前8時30分〜午後5時15分　　場所　市役所 課税課
手数料　無料

固定資産課税台帳の閲覧
　自分の所有する資産について閲覧できます。また、借地人・借家人なども、
関係する資産について閲覧できます。
期間　4月1日（木）〜通年　※土・日曜日、祝日などの閉庁日を除く。
時間　午前8時30分〜午後5時15分　　場所　市役所 課税課
手数料　1件300円
※固定資産価格などの縦覧期間中は無料（借地人・借家人は有料）。
縦覧・閲覧時に持参するもの
・免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど、納税者本人であることが確

認できるもの
・代理人が縦覧・閲覧する場合は、代理人本人であることが確認できるもの

と、委任状の原本（委任者氏名は自署で捺印したもの）
・借地人・借家人が閲覧する場合は、賃貸借契約書と領収書など

の関係書類
問  課税課 ☎（62）2590・（62）2544　FAX（62）1934 市ホームページ

接種順位
　次の順で接種を行う予定です（3月2日時点）。
①医療従事者 など
②高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた方）
③高齢者以外で基礎疾患を有する方や、高齢者施設などの従事者

基礎疾患を有する方とは...
　下記の病気や状態により、通院・入院している方、またはBMI30以上の
肥満の方
・慢性の呼吸器の病気　　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病　　・慢性の肝臓病（肝硬変など）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発してい

る糖尿病
・血液の病気（鉄欠乏性貧血は除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を

含む）
・神経疾患や神経筋疾患が原因で、身体の機能が衰えた状態（呼吸障害

など）
・染色体異常　　・睡眠時無呼吸症候群
・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）

④60～64歳の方
※ ワクチンの供給量により、基礎疾患を有する方と同時期に接種を行う可能

性があります。
⑤上記以外の方

※ ワクチンの供給量・時期などにより、年齢で接種時期を細分化する可能性が
あります。

接種を受けるまでの流れ
　ワクチン接種を受けるには、予約が必要です。次の流れで接種を受けてください。
①接種時期より前に、市から「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
②お知らせに同封の案内を確認し、ワクチン接種を受けることができる医療機

関や接種会場を決めます。
③電話、またはインターネットで予約をします。
　袖ケ浦市新型コロナワクチン接種予約コールセンター
　☎043（223）7200（平日10：00〜18：00）
　袖ケ浦市新型コロナワクチン接種予約サイト
　https://jump.mrso.jp/122297/
④予約した接種会場で、ワクチンを接種します。

接種回数
　供給が予定されているワクチンは、2回接種のワクチンです。

接種にあたっての本人同意
　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、強制ではありません。接種を受
ける方の同意がある場合に限り、接種を行います。

注意事項
・集団接種会場では、原則として、当日の体調確認のみ行います。持病がある

方や、新型コロナワクチン接種で健康上の不安がある方は、必ず事前に主
治医に相談してから接種してください。
・接種当日に体調が悪い場合は、接種を控えてください。
・ワクチン接種は、腕の上部に行います。肩を出しやすい服装でお越しください。

接種後に副反応が起きたときは
予防接種健康被害救済制度があります

　一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が極めて稀ではある
ものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
　救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必
要となったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済（医療
費・障害年金などの給付）を受けられます。
　新型コロナワクチン接種でも、健康被害が生じた場合には、予防接種法に
基づく救済を受けることができます。
副反応があった場合の問い合わせ・相談先
　▶千葉県 新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
　　☎03（6412）9326（毎日24時間）
　▶ 厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター（毎日9：00〜21：00）　　

0120（761）770
　▶袖ケ浦市 新型コロナウイルス対策支援室（平日8：30〜17：15）
　　☎（62）2323　FAX（62）3877

Information

新型コロナワクチンに関するお知らせ 1面から続いています。

接種予約
専用サイト

新型コロナワクチンに関するサイト

厚生労働省
ホームページ

首相官邸
ホームページ

市ホームページ 市ホームページ

新型コロナウイルス
感染症に関するサイト

健康保険が変更になる方へ
国民健康保険の加入・脱退の手続きをしてください

　就職や退職などで、国民健康保険に加入や脱退をする方は、手続きが必要で
す。自動で切り替わりませんので、ご注意ください。
加入時に必要な書類
・健康保険の資格喪失証明書（加入する方全員の氏名・資格喪失日が記載され

ているもの）
※証明書の発行については、会社などにお問い合わせください。
脱退時に必要な書類
・会社から発行された健康保険証（脱退する方全員分）
・国民健康保険の保険証（脱退する方全員分）
共通事項
・運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類が必要です。
・マイナンバーカード（マイナンバーのわかるもの）を持参してください。
・同一世帯の家族以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
手続きできる窓口　市役所 保険年金課、平川・長浦行政センター
問  保険年金課 ☎（62）3031　FAX（62）1934
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担当業務などの
主な変更内容

　企画財政部を「企画政策部」と「財政部」
に分割し、総合計画の推進のため、行政と
財政それぞれの運営に注力します。
企画政策部　総合計画を担う企画政策

課・市民協働推進課や、行政改革を推進
する行政管理課・秘書広報課を配置し
ます。

財政部　市の財産に関わる財務・税務部
門のほか、ファシリティマネジメント
の取組みを推進するための資産管理課
を配置します。

　幼稚園・保育所の連携を図るため、幼稚
園業務の一部を学校教育課から保育課に
移し、保育課を保育幼稚園課に改称しま
す。
　また、母子保健業務を担う健康推進課
と効率的な連携を図るため、福祉部の子
育て支援課と保育課を市民健康部に配置
し、市民子育て部へ改称します。

　危機管理課に市民活動支援課 交通防
犯班を移し、市民の安全を包括する防災
安全課を新設します。
　警防課を新設し、消防本部での指揮統
制を担う警防業務の体制を強化します。

　職員課を新設し、総務課の人事給与班
と行政管理課の行政管理班の行政組織に
関する業務を集約します。

　教育委員会の体育振興課をスポーツ振
興課に改称し、教育だけでなく地域の活
性化につなげていく施策を推進します。

　特別定額給付金対策室と被災住宅等支援
室は、業務量の減少に伴い廃止します。なお、
特別定額給付金対策室の業務は商工観光課
が、被災住宅等支援室の業務は都市整備課
が、それぞれ引き継ぎます。

　新たな行政課題への対応を推進するため、市役所の組織を一部変更します。
　全体の部や課の配置、業務内容の詳細は、本紙4月1日号でお知らせします。
問  行政管理課 ☎（62）2135　FAX（62）5916

令和3年4月1日から

市役所の組織が変わります

企画政策部

企画政策課
行政管理課
市民協働推進課
秘書広報課

総務部

総務課
職員課
管財契約課
防災安全課

財政部

財政課
資産管理課
課税課
納税課

市民子育て部

保険年金課
市民課
平川行政センター
長浦行政センター
健康推進課
子育て支援課
保育幼稚園課

福祉部

地域福祉課
障がい者支援課
介護保険課
高齢者支援課

消防本部 警防課

教育部 スポーツ振興課

企画財政部

企画課
財政課
課税課
納税課
秘書広報課

総務部

総務課
行政管理課
管財契約課
危機管理課
資産管理課

市民健康部

保険年金課
市民活動支援課
市民課
平川行政センター
長浦行政センター
健康推進課

福祉部

地域福祉課
障がい者支援課
介護保険課
高齢者支援課
子育て支援課
保育課

消防本部 総務課 警防班
指揮統制班

教育部 体育振興課

※変更部分のみ抜粋して掲載しています。

変更前 変更後

おめでとうございます

消防協力者表彰
　令和2年度に、消火・救助事案などの消防活動に貢
献のあった、消防協力者に感謝状を贈呈しました。
問  消防本部 総務課 ☎（64）0119　FAX（62）9729

保田 好勝 氏 古泉 一幸 氏日比野 正巳 氏 鈴木 敏幸 氏積田 圭介 氏
住友化学 千葉工場

袖ケ浦地区 様

消火協力
福王台建物火災
　保田 好勝 氏　　保田 佳高 氏　　日比野 正巳 氏　　積田 圭介 氏

救助協力
長浦交通事故
　鈴木 敏幸 氏

消防音楽隊講師
　西井 結花 氏

消防協力
事業所

　住友化学 千葉工場
　袖ケ浦地区 様

代宿建物火災
　古泉 弘幸 氏
　古泉 文央 氏
　古泉 一幸 氏

　ご協力ありがとうございました。
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坂戸神社

福王台中央公園

昭和小学校

袖ケ浦駅

横田駅

東横田駅

長浦駅

昭和中学校 蔵波中学校

蔵波小学校

奈良輪小学校

海浜公園

蔵波公園

長浦小学校

長浦中学校 しいのもり

平成通り

県道千葉鴨川線

国道409号線

国道
16号
線

南総昭和線

フラワーライン

久保田公園

代宿公園

新堰公園

袖ケ浦公園

のぞみ野泉台公園

根形小学校
根形中学校

館山自動車道

光福堰　

百目木公園

首都圏中央連絡自動車道

中川小学校

平川中学校

平岡小学校

平岡小学校幽谷分校

市営墓地公園

真光寺

宮田神社

     中郷富岡線

     馬来田線

     姉ヶ崎線

     長浦駅・姉ヶ崎（代宿団地）線

     姉ヶ崎線

のぞみ野長浦線
無料お試し乗車券

のぞみ野平岡線
無料お試し乗車券

代宿団地（椎の森工業団地）
袖ケ浦バスターミナル線

無料お試し乗車券
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2021年（令和3年）3月15日

4久保田公園（久保田2-1-1）

7袖ケ浦公園（飯富2360）

5代宿公園（代宿83-1）

8のぞみ野泉台公園（のぞみ野80-1）

10百目木公園（百目木200）

6新堰公園（蔵波1002-3）

9光福堰（三箇2014-1）

11宮田神社（下宮田93）
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袖ケ浦の桜。みなさんはどこを思い浮かべますか？	
今回は、袖ケ浦の「さくらスポット」をご紹介します。

※写真は昨年のものです。
▶�路上駐車などの近隣の方のご迷惑となる行為は、おやめ
ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください
　緊急事態宣言期間中は外出を控え、宣言が解除されて
から桜をお楽しみください。
　また、発熱などの症状がある方は外出をしない、外出時
はマスクを着用する、大人数での花見や飲食を伴う宴会は
しないなど、感染拡大防止のための行動をお願いします。

市内補助路線バス 無料お試し乗車を利用しようおでかけや通勤に
　市では、路線バスを利用するきっかけ作りとして、期間限定
で市内補助路線バスの無料お試し乗車を行います。ぜひ、ご利
用ください。
▶新型コロナウイルス感染症対策のため、車内の換気や消毒

などを行いながら運行しています。
利用期間　3月16日（火）〜5月9日（日）
利用方法　裏面のアンケートを記入し、1枚ずつ切り離して、

降車時に運賃箱に入れてください。
注意事項　本券1枚で、大人・子どもを問わず、1乗車1名限り

有効です。なお、コピーなど複写した券は利用できません。
問  企画課 ☎（62）2327　FAX（62）5916

3/16～5/9

1坂戸神社（坂戸市場1441）

2福王台中央公園（福王台1-25-1） 3蔵波公園（蔵波台4-22-1）

のぞみ野平岡線    平川行政センター（東京ドイツ村）〜上泉〜のぞみ野ターミナル〜
袖ヶ浦高校〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦バスターミナル

のぞみ野長浦線    のぞみ野南〜のぞみ野ターミナル〜長浦行政センター〜長浦駅
代宿団地袖ケ浦バスターミナル線    代宿団地（椎の森工業団地）〜浜宿団地〜長浦駅〜

蔵波台〜今井〜袖ケ浦駅〜袖ケ浦バスターミナル
▶市外も運行する路線バスや、高速バスでは利用できません。

無料お試し乗車券 が
利用できる路線と主な停留所

そでがうら
さくらMAP
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昭和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男性の方へ

風しん抗体検査・予防接種のクーポン券の
有効期限が延長されました

　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性に送付している、風し
ん抗体検査および予防接種のクーポン券は、有効期限が2022年2月まで延長さ
れました。
　お手持ちのクーポン券の有効期限が「2020年3月」や「2021年3月」と記載さ
れていても、2022年2月まで利用できますので、まだ検査を受けていない方は、
お早めに受診してください。
注意事項
・クーポン券は、全国の医療機関で利用できます。また、健康診断や人間ドック

で利用できる場合もあります。詳細は、受診先にお問い合わせください。
・2019年から2020年に、抗体検査や予防接種を受けた方は、再度受ける必要

はありません。
・クーポン券は再発行が可能です。希望する方は、健康推進課までお問い合わ

せください。
問  健康推進課 ☎（62）3172　FAX（62）3877

街頭防犯カメラを設置しました
　新たに市内2箇所に、4台の街頭防犯カメラを設置しました。これにより、
街頭防犯カメラは、市内全域で合計12箇所22台となりました。
設置場所

▶設置場所には、「防犯カメラ作動中」の標識看板を設置しています。
問  市民活動支援課 ☎（62）3106　FAX（62）3877

国道409号と神納阿部線の交差点
（平川中学校付近）

市道蔵波台線と市道蔵波台7丁目8号線
の交差点（蔵波小学校付近）

市営住宅の入居者を募集
募集団地・戸数
・飯富団地（飯富2754）、1戸
・上蔵波団地（長浦駅前8−12−1）、2戸
入居可能予定日　5月17日（月）
入居者資格　次の条件すべてに該当する方
・原則として、同居しているまたは同居しようとする親族がいる
・住宅に困

こんきゅう

窮していることが明らかである
・市内に住民登録、または勤務場所を有する
・市町村税を滞納していない
・連帯保証人がいる
・一般世帯は月収158,000円以下、特別世帯は月収214,000円以下である
※特別世帯とは、60歳以上の高齢者世帯・障がい者世帯・子育て世帯などです。
・申込者本人、または同居しようとする親族が暴力団員でない
※暴力団員であるか否かの確認のため、警察署へ照会する場合があります。
優先入居　母子世帯・高齢者世帯・心身障がい者世帯などには、優先入居制度

があります。ただし、応募多数の場合は、条例に基づく選考となります。
申込方法　申込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

込書は、都市整備課、平川・長浦行政センターで配布しています。
申込期限　3月31日（水）
申  都市整備課 ☎（62）3645　FAX（63）9670

市街化区域内の道路拡幅事業を推進しています
　道路は、交通機能や災害時の避難路など、重要な役割を担っていますが、中
には道幅が狭く、安全の妨げとなっている道路もあります。
　市では、このような問題がある道路を、沿線の方の合意のもと、道幅を広げ
て安全に利用できる市街化区域内の道路拡幅事業を推進しています。
▶詳細は、お問い合わせください。

問  都市整備課 ☎（62）3516　FAX（63）9670

道路を広げる前 道路を広げた後

ごみカレンダーをご利用ください
　ごみと資源物の収集日が一目でわ
かる「ごみカレンダー（4月〜令和4年
3月版）」を、自治会や賃貸物件管理会
社を通じて配布しています。また、ク
リーンセンターや市役所 環境管理
課、平川・長浦行政センターでも受け
取ることができ、市ホームページから
ダウンロードもできます。
▶「袖ケ浦市ごみと資源物の出し方
（日常用）」と併せて、ご利用くださ
い。

問  廃棄物対策課
  ☎（63）1881　FAX（62）2820

ごみカレンダー ごみと資源物の出し方

無料お試し乗車券アンケート
当てはまる番号１つに○をつけてください

Ｑ1：年齢層を教えてください。
①18歳以下 ②19歳～39歳　
③40歳～64歳 ④65歳以上

Ｑ2：路線バスの利用状況について
①お試し乗車の企画以前より、路線バスを利用している。
②以前実施したお試し乗車をきっかけに、その後、路線バス
を継続的に利用している。

③今回のお試し乗車で初めて路線バスに乗車する。

Ｑ3：今回の路線バスご利用の目的をお答えください。
①通勤・通学　②通院　③買い物　
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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申告所得税・贈与税・消費税の申告書作成会場を
4月15日（木）まで延長します

　申告所得税・贈与税および個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が4月
15日（木）まで延長されたため、申告書作成会場を、引き続き木更津駅前のス
パークルシティ木更津4階で開設します。
開設期間　4月15日（木）まで　※土・日曜日を除く。
受付時間　午前8時30分〜午後4時　※提出は、午後5時まで受け付けます。
注意事項　混雑緩和のため、会場へ入場するには入場整理券が必要です。入場

整理券は、当日会場で配付するほか、国税庁LINE公式アカ
ウントから入手できます。なお、配付状況に応じて、受付を
早めに締め切る場合があります。

▶詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。 
問  木更津税務署 ☎（23）6161 国税庁ホームページ

木更津税務署からのお知らせ



—   　—7 2021年（令和3年）3月15日 広 報

EVENT and information

知 ら せお＆ベイ トン
ナ ーーコ

　 イベント
劇団風の子公演「小さい劇場」

日時　4月4日（日）午前10時45分〜
11時45分（10時15分開場）

場所　根形公民館 多目的ホール
内容　手あそび・紙あそび・ダンボー

ルシアター「ぞうのエルマー」 など
対象　0歳〜低学年のお子さんと、そ

の保護者
定員　80名
前売券　大人1,500円・子ども200円
※2才以下のお子さんは無料。当日券

の販売はありません。
前売券取扱場所　子どもるーぷ袖ケ

浦事務所・シマムラ文具
問  子どもるーぷ袖ケ浦
  ☎・FAX（63）2850
  （月・水・金10：00〜15：00）

中央図書館
名画鑑賞会『野いちご』

　ひとりの老人の1日を通して、人生
のむなしさや孤独をつづった作品で
す。
出演　ビクトル・シェストレム ほか
日時　4月15日（木）
　　　午前10時〜11時30分
場所　2階視聴覚ホール
定員　20名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期間　3月16日（火）〜
その他　字幕あり
申  中央図書館
  ☎（63）4646　FAX（63）4650

中央図書館
子ども向けおはなし会

　昔話の語りや絵本の読み聞かせを
行います。
日時　4月17日（土）
　　　午後2時〜2時30分
場所　2階第一会議室
対象　マスクをして1人で座ってい

られる、4歳から小学6年生のお子
さんとその保護者

定員　12名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期間　3月16日（火）〜
▶当日は、5分前までに受付をしてく

ださい。受付では、検温結果などを
伺います。定員に空きがあれば、予
約していない方も参加できます。参
加者には、トショロカードを配布し
ます。

申  中央図書館
  ☎（63）4646　FAX（63）4650

長浦おかのうえ図書館
名画鑑賞会

『男はつらいよ 第19作 寅次郎と殿様』
出演　渥美清・真野響子 ほか
日時　4月28日（水）
　　　午前10時〜11時40分
場所　3階視聴覚室
定員　50名（申込先着順）
申込方法　電話
申込期間　3月16日（火）〜
その他　字幕なし
申  長浦おかのうえ図書館
  ☎（64）1046　FAX（64）1481

　 スポーツ
総合運動場 スポーツ教室生募集

ジュニアテニス教室（硬式）
期日　・ 4月7日〜5月12日の水曜日
　　　・ 4月9日〜5月14日の金曜日
時間　午後4時30分〜6時
対象　小学生
健康ウォーキング教室
期日　4月6日〜5月18日の火曜日
（全6回）

時間　午前10時〜11時30分
▶詳細は、本紙3月1日号をご確認い

ただくか、お問い合わせください。
申  総合運動場 ☎・FAX（62）5350

　 お知らせ
袖ケ浦公園まつり 中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、今年の袖ケ浦公園まつりは
中止します。
問  都市整備課
  ☎（62）3521　FAX（63）9670

根形公民館 サークル作品展
中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、今年のサークル作品展は中
止します。
問  根形公民館
  ☎（62）6161　FAX（62）6162

令和3年2月福島県沖地震
災害義援金にご協力ください

　市では、福島県沖で発生した地震に
より被災した方々の支援のため、義援
金の受付を行っています。集まった義
援金は、日本赤十字社をとおして、被
災地に届けられます。
　皆様のご支援をお願いします。
受付期限　5月31日（月）
問  地域福祉課
  ☎（62）3157　FAX（63）1310

3月31日まで
千葉県災害義援金の申請期限に
ご注意ください

　令和元年台風による住家の被害に
対する、千葉県災害義援金の申請期限
は、3月31日（水）までです。
　なお、袖ケ浦市災害義援金の配分
は、終了しています。
問  地域福祉課
  ☎（62）3157　FAX（63）1310

シルバー人材センターでは
さまざまな仕事をお受けします

　草刈りや植木の手入れ、ふすま・障
子の張り替え、毛筆賞状書き、工場内
軽作業などのさまざまな仕事を、会員
が蓄積した知識・経験を活かして丹念
に行います。
　ぜひ、ご利用ください。
申  シルバー人材センター
  ☎（63）6053　FAX（62）9938

　 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・中止とする場合があります。

介護保険運営協議会
日時　3月22日（月）午後2時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　看護小規模多機能型居宅介護

事業者の指定について ほか
傍聴定員　3名（申込先着順）
申込期限　3月18日（木）
申  介護保険課
  ☎（62）3158　FAX（62）3165

教育委員会議
日時　3月25日（木）午後2時30分〜
場所　市役所 旧階3階大会議室
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　3月23日（火）
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

農業委員会総会
日時　4月7日（水）午後2時〜
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　農地法の規定による許可申請

について ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　4月6日（火）
申  農業委員会事務局
  ☎（62）3918　FAX（62）7454

スポーツ推進委員定例会議
日時　4月9日（金）午後3時〜
場所　市役所 2階第一会議室
議題　令和3年度事業について ほか
傍聴定員　5名程度（申込先着順）
申込期限　3月26日（金）
申  体育振興課
  ☎（62）3791　FAX（63）9680

3R型ライフスタイルへのワンポイント 食卓にはおしぼりを常備し、ティッシュペーパーでこぼしたものを拭くのを減らしましょう。
問  廃棄物対策課 ☎（63）1881　FAX（62）2820

イベントなどに参加する場合は、マスクを着用し、自宅で体温測定を
行ってください。

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

　 なお、3月5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、中止または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。 市ホームページ

（施設の休館、
イベントの延
期・中止情報）

『袖ケ浦市史研究』第20号を刊行しました
　今号は、縄文時代から幕末までの袖ケ浦周辺の歴史
や、現代に残る方言、江戸時代の学者が詠んだ和歌など、
盛りだくさんの内容で、地域の魅力をお届けします。
内容紹介
・令和元年度開催「西上総戊辰戦争サミット」の事業報

告と、「横田戦争」の資料や吉堀家『戊辰日記』など幕末
の地域資料紹介
・江戸時代の学者深河元

も と と し

儁についての研究と、元儁が詠
んだ和歌などの資料紹介
・三箇光福寺の元檀家総代奮闘記
・古墳の分布と変遷から考える袖ケ浦周辺地域の特色について
・川原井で見つかった石棒などから考える地域の縄文時代について
・トンボの方言「オンジョ」の分布から考える人の移動と地域の歴史につい

て
販売場所　郷土博物館・市役所 2階市政情報室
定価　1,000円
問  郷土博物館 ☎（63）0811　FAX（63）3693

市民農園（貸し農園）利用者募集
　自分で野菜を育ててみませんか。丹精込めて育てた野菜の味は格別です。
利用期間　4月1日（木）〜令和4年3月31日（木）　※1年間
利用条件　市内在住、または在勤の方（市外の

方は要相談）
作付できるもの　1〜2年生の作物
※果樹などの永年性作物は不可。
申込方法　利用を希望する農園に、電話で申し

込んでください（申込先着順）。
市内の市民農園（貸し農園）一覧

名称 場所 1区画面積 賃料（年額） 申込先 備考

神納ふるさと
農園 神納 20㎡

（約6坪） 5,000円 堀切 まさ子
☎（62）0802 水道・駐車場あり

かんのう市民
農園 神納 26㎡

（約7.8坪） 5,000円 関 典子
☎（62）0492

袖ヶ浦高校近く　　
用水・駐車場あり　

坂戸市場農園 坂戸
市場

小20㎡
大30㎡

基本5,000円
※ 区画によっ

て差あり

星野 光夫
☎090（6316）

4199

袖ケ浦市役所隣地
駐車場あり　　　　　

※市外の方も可

問  農林振興課 ☎（62）3460　FAX（62）7485
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緊急連絡先などのご案内 　

q休日当番医
	 診療時間　午前9時〜午後5時
3月 当番医 診療科目 電話

20日 袖ケ浦さつき台病院
〔長浦駅前5-21〕 内科 （62）1113

21日 佐野医院
〔奈良輪1-9-8〕 内科 （62）2338

28日 菱沼医院
〔福王台3-1-1〕

内科
小児科 （62）1822

※�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。

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。

有害ごみ（スプレー缶・乾電池・テープ類）収集日
3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　FAX（62）2820

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

ガウランド 3月31日（水）は休場します 施設補修点検のため、休場します。
問  ガウランド（健康づくり支援センター） ☎（64）3200　FAX（64）3201

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。
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

12:40と18:30〜　かずさFM（83.4MHz）
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

市の情報はこちらから

編集室から
（O.A）

　広報紙で紹介しきれなかったインタ
ビューや写真を投稿する新企画「広報そ
でがうら＋

プラス

」を今月から広報担当インス
タグラムで配信予定です。インスタフォ
ロワーまずは目指せ1,000人！ぜひフォ
ローをお願いします!!

緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

水道事故の緊急時連絡先

かずさ水道広域連合企業団
浄水2課 施設管理2班 ☎（23）0743
※ 状況により修理や工事の費用は自己

負担となります。

かずさ水道ホームページ

対象　市内在住・在勤・在学の方
募集内容　日常のつぶやき 200字以内と関連

する写真（写真は希望者のみ）
応募内容の例　嬉しかったこと・学校での出来

事・家族のエピソード・自分の住んでいる地
区の紹介 など

応募方法　住所・氏名・年齢・電話番号・メール
アドレス・市内在勤の方は勤務先と住所・掲
載用ペンネーム・あなたのつぶやき（200字
以内）を、市ホームページ申込フォーム、はが
き、封書、またはメールでお知らせください。

※写真は、メールまたは封書で送付して
　ください。

　対象のハッシュタグがつけられた投稿を、広
報担当インスタグラムでリポストします。
応募方法　広報担当インスタグラムで告知さ

れるハッシュタグをつけて、インスタグラム
に投稿してください。

申込先
　〒299−0292（住所不要）
　袖ケ浦市役所 秘書広報課
　☎（62）2465
　FAX（62）3034
　   koho@city.sodegaura.chiba.jp

　みんなが気になる市内のお店を、広報担当イ
ンスタグラムで紹介しています。
募集内容　市内の気になるお店
応募方法　取材してほしいお店の名前・場所・

どんなお店かを、広報担当インスタグラムの
DM、または市ホームページの申込フォーム
でお知らせください。

広報そでがうら

広報担当Instagram

 写真投稿企画

広報担当 Instagram

自転車などの放置禁止区域を
指定しています

　市では、袖ケ浦駅前と長浦駅前を、自転車などの放
置禁止区域に指定しています。
　自転車などの放置禁止区域に駐輪している自転車
は、市の保管場所に移動しますので、移動した自転車
の返却については、お問い合わせください。
　駅前の環境を守るため、自転車などの利用者は、自
転車駐車場を利用してください。なお、自転車の引き
取りがない場合は、条例の規定により処分します。
問  市民活動支援課 ☎（62）3106　FAX（62）3877

県道袖ケ浦中島木
更津線

←至木更津 至長浦→

銀行

昭和小学校

袖ケ浦
アンダーパス

袖ケ浦駅

袖ケ浦市役所

市
道
袖
ケ
浦

駅
北
口
線

袖
ケ
浦
駅
前
線

市道今井坂戸線

交
番

放置禁止区域
凡例

県道袖ケ浦姉
ケ崎停車場線

←至袖ケ浦
至姉ケ崎→

長浦駅

長
浦
駅
前
通
り

国道16号線

臨海スポーツセンター

交番

銀行

スーパー
愛
宕
神
社

蔵
波
会
館

放置禁止区域
凡例

袖ケ浦駅周辺図 長浦駅周辺図

#そでがうらインスタ成人式

過去の投稿

#ソデスタグラム節分

みなさんの日常の
つぶやきを紹介します

広報新企画

々続 発信中!!

Now　＃ソデスタグラム卒業式
Coming Soon...　
　　＃ソデスタグラム新生活

市ホームページ


