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市制施行30周年記念メインイベント

市民と市職員のプロジェクトチームで
30周年のメインイベントの
準備を進めています！

 withコロナ時代の新しいイベントをみんなでつくろう！

期日　令和4年2月6日（日）　※雨天・荒天は中止
場所　東京ドイツ村
主催　市制施行30周年記念事業市民実行委員会
内容（予定）　
・市民ステージ
・ガウラ・ソデリーのWedding Party！
・地元アーティストライブ
・打ち上げ花火
・未来のまちづくり体験アトラクション
・みんなの体験ワークショップ
・みらいのまち・SGDs PRブース など

▶︎ イベントの詳細は、市ホームページや広報そでが
うらなどでお知らせします。

を来年2月6日（日）
に開催予定！「そでがうら30祭

さ い

！～ひと・まち・みらい～」

30周年イベントのページ

問  市制施行30周年記念事業市民実行委員会 事務局 秘書広報課 ☎（53）7522　FAX（62）3034

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえ
での開催を予定していますが、今後の感染状況な
どにより変更する場合があります。

「
SDGsやみらいのまちづくりの取組も花火とイルミネーションのコラボガウラがついに結婚式を！？
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江澤 将範 さん
　木更津生まれ、袖ケ浦育ち。自営業の傍
ら、商工会青年部などを経て、地域の活動
に積極的に取り組んでいます。有志で「ガウ
ラnet.」という団体を立ち上げ、巨大エア
ドーム「フワフワガウラ」を作成し、市内イベ
ントなどにも参加しています。

2021年（令和3年）11月1日広 報

チャレンジするなら今だ
　私は、もともと教育に携わりたいという思いから、中学校の教員になり、地元に
配属されました。生徒たちには、自分の生まれ育った地域を愛して、社会に貢献で
きる人に育ってもらいたいという思いで教員を続けていましたが、同時に自分の
地元で子どもが少なくなってきているという課題を意識するようになりました。何
とかしなければという思いから、まず地元のことを学び、地域の良さを知り、さまざ
まな人とつながって地域を活性化できたらと考えました。そのために、教員を退職
して、多様な活動にチャレンジしようと思いました。
若者が帰ってこられる場所になってほしい
　私は地元の平岡地区活性化のために、子どもからお年寄りまで集まれる居場所「サ
ステラス」をつくりたいと思っています。例えば、カフェをやりたい人の1DAYカフェ
だったり、本屋さんだったり、ギャラリーだったり、映画会だったり。やりたい人がやり
たいことをできる、さまざまな年代の人が集まれる場所を作りたいと思っています。
　こうして、地域を活性化することによって、地元を離れる機会が増える若い人た
ちにも、地元に戻ってきてほしいし、地元を愛してもらいたいですね。それが地域
の持続性につながると考えています。
世代を超えてつながるイベントに
　この袖ケ浦市の30周年という機会に自分のことを振り返ると、袖ケ浦市の節目
の年に自分の人生の分岐点が重なっていることに気が付きました。
　10周年の記念イベントの時、私は中学3年生で、ソーラン節を踊りました。やり
切った時にはみんなで踊るということに強い感動を覚えました。この後の人生にお
いて、大きな出来事だったと思います。
　20周年の時は、私が教員として市内の中学校に採用された年でした。今度は教
員の立場になって子どもたちとソーラン節を
踊る体験を共有できたことは、非常に印象深
かったです。私も熱くなって、泣きながら指導
したこともありました（笑）。
　私が経験したように、「あの時こんなこと
やったよね」と10年、20年…世代を超えて
みんながつながれる、そんな思い出に残る
イベントに、この「そでがうら30祭」がなれ
ばいいと思っています。

　2月6日（日）に開催するイベントに参加する、団体などを募集します。
①市民ステージ
対象　市内在住・在勤・在学の方を含む、個人・団体
募 集例　ダンス・新体操・大道芸・郷土芸能・音楽演奏 など（簡易な音響で対応

可能なもの）
発表時間　1団体10分程度　※出場数により、変更する場合があります
場所　東京ドイツ村 あおぞらステージ
②みんなの体験ワークショップ
対象　市内在住・在勤・在学の方を含む、個人・団体・企業
募集例　スポーツ・音楽・ものづくりなどを体験して学ぶワークショップ
場所　東京ドイツ村 芝生広場
③みらいのまち・SDGs PRブース
対象　市内に事業所や活動拠点のある、団体・企業
募集例　みらいのまちづくりやSDGsの取組みを紹介する、団体や企業のPRブース
場所　東京ドイツ村 芝生広場

注 意事項　各10団体程度の募集を予定しています。希望者が多数の場合は、抽
選などにより参加者の調整をすることがあります。

申 込方法　申込用紙に必要事項を記入し、窓口、メール、または郵送で申し込ん
でください。

申込期限　11月30日（火）必着
▶︎ 募集要項などの詳細は、市ホーム

ページをご確認ください。

　2月6日（日）に開催するイベントの中で、市の公式マスコットキャラクター
として20周年を迎えたガウラとソデリーのWedding Partyを開催します。
　Wedding Partyの中では、コロナの影響などにより結婚式ができなかった
カップルの方や、過去に結婚式を挙げていないご夫婦の方などを、みんなでお
祝いします。
　当日は、東京ドイツ村のイルミネーションの中でのプロカメラマンによる撮
影や、打ち上げ花火などによるお祝いを予定しています。ぜひ、ご応募くださ
い。
対象　市内在住で、結婚した方・結婚予定の方 など
※3組程度を予定。応募多数の場合は、選考します。
申込方法　市ホームページの申込フォーム　
申込期限　11月30日（火）必着
注意事項　衣装代など一部自己負担があります。

申  〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市役所 秘書広報課
 ☎（53）7522　FAX（62）3034
  koho@city.sodegaura.chiba.jp

～コロナで結婚式ができなかったカップルなどをみんなでお祝い～

ガウラ・ソデリーのWedding Party！
参加者募集

そでがうら30祭
さ い

！の
イベント参加者を募集

人とつながっていく中で好きになった地元
　私は、木更津で生まれましたが、小さい頃に袖ケ浦にきたので自分の地元は袖ケ
浦です。でも、正直若い頃は、あまり地元が好きではありませんでした。遊ぶところも
ないし、当時気が合う仲間も市外にいたからです。
　高校卒業後は、一度は木更津で勤めましたが、市内で父親が営む会社に入ること
になり、地元に戻ってきました。そうした中で、私が地元と深く関わるきっかけになっ
たのは、平成22年に商工会主催のセミナーに参加したことでした。このセミナーで
は、年齢は違っても同じ志を持った者同士が集まり、今まで感じたことのないワクワ
ク感や熱いものを感じることができました。そして気が付いたら、地元にどっぷりで
した（笑）。そうやっていろいろな人とのネットワークができていく中で、地元のこと、
地元の人たちのことを好きになっていきました。
少しずつでも着実に広げてきたネットワーク
　いろいろな経験を重ねる中で、自分の地元を盛り上げたいと思うようになり、地元
区で青年部を立ち上げたり、地区の盆踊り大会を復活させるための活動をしました。
また、そこから派生して、学校の草刈りへの参加、台風の時のがれきの撤去作業など
をとおして、自分の家の近所から少しずつネットワークを広げてきました。
　また、商工会青年部に所属しているときに、市と共催で「ガウラフェスタwithマル
シェ」というイベントを行うことになりました。このイベントを開催するのに、巨大なエ
アドーム「フワフワガウラ」を作って入り口に置いたら、絶対にみんなの記憶に残るは
ずと思い、有志でガウラnet.を結成し、「フワフワガウラ」を作りました。
　これをイベントで出して、子どもたちが笑顔で遊んでいる姿やそれを笑顔で見守
る大人たちを見て、作って本当によかったなと思います。
「このまち楽しいね」って子どもが言えるまちに

　今回の市制施行30周年記念のイベント
では、自分が楽しいイベントを作りたい、そ
して同じように参加する人たちにも同じよ
うに楽しんでもらいたいと思っています。
　袖ケ浦を楽しいまちにして、子どもが楽し
さを共感して一緒に楽しんでくれれば、次
世代に残るまちになっていくと思います。こ
のイベントがこれからの袖ケ浦の未来をつ
くるきっかけになればと思っています。

市民実行委員会
プロジェクトチームメンバーに聞く 30周年記念事業への想い

30周年イベントのページ

30周年イベントのページ

長嶌 美紀 さん 
　袖ケ浦生まれ、袖ケ浦育ち。元教員で、現
在は地域でのSDGsの達成を目標に市制
施行30周年記念協働事業「みんなの里ま
つり」にも参加し、サステナブルなグッズの
販売や、古着の回収などを行っています。



—   　—3—   　—3 2021年（令和3年）11月1日 広 報

大地震を想定した地区別防災訓練

生活に困っている世帯やひとり親の世帯を支援します

日時　11月28日（日）午前9時～　※雨天決行、荒天などは中止。
場所　根形小学校
訓 練内容　避難誘導訓練（要援護者避難訓練・土砂災害警戒区域避難訓練）、避

難所開設・運営訓練、段ボールベッド・パーテーション設置訓練、HUG訓練、
ブース訓練

注意事項
・�訓練当日の午前9時に、根形地区でサイレンが鳴ります。実際の災害などと間

違えないように、ご注意ください。
・�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区などから登録された方のみ参

加できます。
問  防災安全課 ☎（62）2119　FAX（62）5916

　10月1日付けで、新たに宇佐美和子氏（横田）・込宮一之氏（坂戸市場）が、法務
大臣から人権擁護委員として委嘱されました。
　また、田代悦子氏（長浦駅前）・稲垣昭彦氏（奈良輪）が同日付けで再任されま
した。
　人権擁護委員は、相談や啓発を通じて人権擁護の活動を行っています。相談
は無料で、秘密は守られます。気軽にご相談ください。
▶︎定例の相談日は、本紙毎月１日号でお知らせしています。
問  市民協働推進課 ☎（62）3102　FAX（62）3877

自宅からのe-Taxをご利用ください
①スマホ・パソコンで「国税庁ホームページ」へアクセス
②画面の案内に沿って申告書などを作成
③e-Taxで送信
　マイナンバーカードを使って送信、またはID・パスワードで送信
※ID・パスワード方式は、事前に税務署への届出が必要です。

e-Taxがさらに便利になります！
　過去の申告データのほか、マイナポータル連携による「ふるさと納税（寄
附金控除）」「株式の特定口座」などが自動入力されます。
　また、スマホ申告の場合は、スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮
影すれば、金額や支払者情報なども自動入力されます。
　そのほか、スマホ専用画面の対象範囲が拡大するなど、ますます便利にな
り、早期還付などのメリットがあるe-Taxの利用をお願いします。

マイナンバーカードの申請受付とＩＤ・パスワードの発行を行います！
　当日は、マイナンバーカードの顔写真撮影から、申請受付とID・パスワー
ドの発行などを行います。申請は無料です。
▶︎代理の方が手続きを行うことはできません。
日時・場所　・11月15日（月）午前10時～午後3時、市役所 1階ロビー 
　　　　　　・11月19日（金）午前10時～午後3時、長浦公民館 多目的室
マイナンバーカードの申請に必要なもの
　運転免許証などの本人確認書類、通知カード（お持ちの方）、住民基本台帳
カード（お持ちの方）、国から送付された申請書（お持ちの方）
※ 運転免許証をお持ちでない方は、市ホームページをご

確認いただくか、市民課へお問い合わせください。
ID・パスワードの発行に必要なもの
　運転免許証などの本人確認書類

　令和3年以降の年末調整等の説明は、国税庁ホームページやYouTube「国税
庁動画チャンネル」で行います。説明会は行いません。
　なお、各種用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
　また、パソコンやスマートフォンで申告書の作成ができる年末調整
控除申告書作成用ソフトを、国税庁ホームページから利用できます。
▶︎ 各種用紙は、税務署と市役所でも配布しています。市役所での配

布の詳細は、市ホームページをご確認ください。
問  木更津税務署 ☎（23）6161（内線614・615）

生活困難世帯たすけあい見舞金
※ 申請時に生活状況を確認します

ので、ご了承ください。
申 請方法　本人からの申請が必要

です。詳細は、お問い合わせくだ
さい。

申請期限　11月8日（月）
ひとり親世帯たすけあい見舞金
　対象となるひとり親世帯は、児童
扶養手当を受給している世帯です。
申 請方法　市が送付する児童扶養

手当の案内に、たすけあい見舞金
の申請書を同封していますので、
内容を確認して申請してください。

申請期限　11月8日（月）
▶︎ 対象と思われる世帯で、申請書類

が届かない場合は、ご連絡くださ
い。

住民参加による地域福祉活動の支援
対 象　市内に住所を有する次の団

体、または個人
・�支援を必要とする高齢者などを

支援する団体（NPOなど）
・障がいのある方などの当事者団体
・助成対象事業を行う市民 など
※ 共同募金配分金による助成を受

けている団体は対象外。
助 成対象事業　該当団体・個人が次

のすべてに該当する事業
・�12月1日（水）～令和4年1月31日

（月）に市内で行う
・�高齢者・障がい者・生活困

こんきゅう

窮者・
子育て世帯を支援し、その支援の
必要性について住民の理解を広
げる事業。または自らが抱える課
題の解決に向けて活動する事業
・�参加者を広く一般に募集する事業
・�政治・宗教活動・営利を目的とし

ていない事業
助 成額　1万円～3万円
※ 参加人数により異なります。
申請期限　11月8日（月）

ご存じですか？
年金生活者支援給付金制度

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給するものです。
対象
・老齢基礎年金を受給していて、次の条件をすべて満たしている方
　・65歳以上である
　・世帯全員が、市民税非課税である
　・年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である
・障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が約472万

円以下の方
請求手続き
・新たに年金生活者支援給付金を受け取る方
　対象者には、日本年金機構から案内が届きます。同封のはがき（年金生活者支

援給付金請求書）に必要事項を記入し、早めに提出してください。
※令和4年1月4日（火）までに請求手続きが完了すると、令和3年10月分からさ

かのぼって受け取ることができます。
・年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市役所で手続き

をしてください。
年金生活者支援給付金の請求に関する問い合わせ
　専用ダイヤル ☎0570（05）4092
問  ▶︎木更津年金事務所 ☎（23）7616　FAX（22）5711
  ▶︎袖ケ浦市 保険年金課 ☎（62）3092　FAX（62）1934

　10月18日に、三井住友海上火災保険株式会社と包括連携協定を締結しま
した。
　今回の協定締結により、本市
が進める地域産業の振興・支援
や防災・減災をはじめとする取
組みについて、三井住友海上火
災保険株式会社が培ってきた
知見や全国各地に広がるネッ
トワークを活用し、より一層推
進していきます。
問  企画政策課
 ☎（62）2327
 FAX（62）5916

三井住友海上火災保険と
包括連携協定を締結しました

年金生活者
支援給付金

制度のページ

根形地区

申  社会福祉協議会
 ☎（63）3888 
 FAX（63）0825

人権擁護委員に4名が委嘱されました

年末調整等説明会 動画で配信します

歳末たすけあい事業
見舞金の申請を受け付けます

問  ▶︎ID・パスワードの発行について　木更津税務署 ☎（23）6161（内線412・413）
 ▶︎マイナンバーカードの申請について　袖ケ浦市 市民課
 　☎（60）1147　FAX（62）1934

その場でできる！

確定申告はご自宅でe-Tax

市ホームページ

国税庁
ホームページ

市ホームページ

市ホームページに広告を掲載しませんか 掲載料　月額1万円（1枠）　　掲載期間　月の初日から月末までの1カ月単位（複数月も可）
▶︎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  秘書広報課 ☎（53）7522　FAX（62）3034
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　令和2年度（令和2年4月～令和3年3月）の決算状況をお知らせします。
　決算とは、その年度の市税などの収入金額と、事業を行うために使った支出金額
を表したもので、市の財政状況や重点施策の目安になるものです。
▶︎詳しい決算状況は、市ホームページをご確認ください。
問  財政課 ☎（62）2404　FAX（62）5916

令和3年度　上半期（令和3年4月～9月末）
財政状況を公表

すべて健全段階でした
　法律に基づき、毎年度、健全化判断比率と資金不
足比率を算定し、監査委員の審査を受け、その意見
を付けて議会に報告するとともに、公表しています。
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●最近の財政状況

●基金（貯金）と市債（借入金）

●市の基金と市債の残高

令和2年度 約44億円　前年度比 約7億円増 令和2年度 約150億円　前年度比 約1億円増
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▶健全化判断比率
　4つの指標に基づき、次の3段階に区
分されます。
①健全
②早期健全化（イエローカード）
③財政再生（レッドカード）
※将来負担比率は、財政再生基準なし

▶資金不足比率
　公営企業会計ごとに算定し、次の2段
階に区分されます。
①健全　　②経営健全化

・土地……………………………………2,516,933㎡
・建物……………………………………… 189,211㎡
・車輌………………………………………………162台
・財政調整基金…………………… 24億7,099万円

市有財産の状況

●令和3年度上半期各会計の収支状況 （9月30日現在）

●令和3年度上半期下水道事業会計の収支状況 （9月30日現在）

●各会計の地方債現在高 （9月30日現在）

※金額は、1万円未満を四捨五入しています。

　令和2年度決算は、例年同様に各会計とも、歳入決算額から歳出決算額と翌年度繰越財源を引
いた実質収支は、黒字となりました。借入金の状況などをもとにした健全化判断比率などの指標
からみても、健全な状態を維持しています。
　また、前年度からの繰越金を除いた単年度収支は黒字となり、財政調整基金（貯金）の取崩した
金額よりも多く積み立てたことから、実質単年度収支も黒字となりました。
　歳入の多くを占める市税収入は、固定資産税の増加などの影響により、前年度から3億2,834万円

（2.4％）増の142億3,759万円となりました。また、国庫支出金は、新型コロナウ
イルス感染症対策に係る特別定額給付金事業補助金などの増により、78億
9,450万円（239.8％）の増、地方消費税交付金は2億3,236万円（21.1％）の増
となりました。
　市では引き続き、歳入確保や歳出削減に取り組み、健全財政の維持に取り組
んでいきます。

基金

市債

健全化判断比率と資金不足比率

　令和3年度上半期の財政状況をお知らせします。
　これは、この期間中の収入と支出の状況を示すもので、年2回公表しています。

一般 下水道事業

143億7,092万円 60億556万円

会　計 予算現額 収入額 収入割合 支出額 支出割合
一  般  会  計 289億4,225万円 131億7,818万円 45.5% 107億3,076万円 37.1%
特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 63億7,336万円 26億6,717万円 41.8% 23億8,236万円 37.4%
後期高齢者医療 7億3,300万円 2億7,557万円 37.6% 1億6,529万円 22.6%
介 護 保 険 44億2,287万円 18億9,238万円 42.8% 18億102万円 40.7%
合　　　計 404億7,148万円 180億1,329万円 44.5% 150億7,944万円 37.3%

区　分 収益的収支 資本的収支

収　　　入 予 算 現 額 17億6,486万円 3億9,351万円
収 入 済 額 7億5,495万円 9,183万円

支　　　出 予 算 現 額 16億6,080万円 8億1,549万円
支 出 済 額 4億5,470万円 3億6,617万円

会　計 令和2年度末現在高
一 般 会 計 44億2,223万円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 5億8,617万円
介 護 保 険 特 別 会 計 5億6,204万円

合　計 55億7,043万円

会　計 令和2年度末現在高
一 般 会 計 150億3,125万円
下 水 道 事 業 会 計 63億4,996万円

合　計 213億8,121万円

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

決算概要
令和2年度健全化判断比率　すべて健全段階となっています

指標 袖ケ浦市 早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率 赤字比率なし 12.75% 20.0%

②連結実質赤字比率 赤字比率なし 17.75% 30.0%

③実質公債費比率 1.7% 25.0% 35.0%

④将来負担比率 7.3% 350.0% 

令和2年度資金不足比率　健全段階となっています
特別会計の名称 袖ケ浦市 経営健全化基準

下水道事業会計 資金不足比率なし 20.0%

決算概要
のページ

　財政健全化の数値はいずれも健
全段階にあり、各種行財政改革に
取り組むことで、引き続き健全財
政を維持します。

　今後の市債償還額の増加を見込んで、3.5億円を市債管理基金に積み立て
ました。

一般会計　基金（貯金）残高の推移 市債（市の借入金）の残高

　庁舎整備事業などの大きな事業で借入を行ったため、年間の借入額が前年
度と比較して、約6億円増加しています。
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令和2年度の主な事業（一般会計）

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

民生費
▶児童手当支給事業 10億7,893万円
　児童手当の支給 など
▶介護給付費等支給事業 8億2,156万円
　介護給付費の支給 など
商工費
▶中小企業支援事業 2億6,989万円
　市内中小企業への融資事業・利子補給

補助金の交付 など
▶企業等振興支援事業 1億7,471万円
　一定規模以上の新規立地や大規模設備

投資を行った事業者に対する奨励金の
交付 など

教育費
▶︎小学校情報教育推進事業・中学校情報

教育推進事業 4億4,251万円
　小・中学校で使用するタブレットPC端

末の購入費用 など
▶︎共同調理事業 2億9,026万円
　学校給食の食材購入費 など 

消防費
▶消防団活動運営事業 5,196万円
 消防団への報酬・活動運営交付金 など

総務費
▶基幹情報システム管理事業費
  1億2,009万円
　基幹情報システムの使用料 など
衛生費
▶ごみ処理事業 12億903万円
　かずさクリーンシステムへのごみ処理

委託料 など
▶保健衛生関係機関負担金等事務費
  2億8,103万円
　君津中央病院への負担金 など
土木費
▶高須箕和田線建設事業（南袖延伸）
  4億4,045万円
　高須箕和田線の南袖延伸の工事費 など
▶下水道事業会計繰出金 3億3,963万円
　下水道事業会計への繰出金（公共下水

道事業分）

農林水産業費
▶下水道事業会計繰出金 1億3,744万円
　下水道事業会計への繰出金（農業集落

排水事業分）

▼一般会計歳入決算の内訳 ▼一般会計歳出決算の内訳

※1万円未満は、原則四捨五入しています。
※合計額などの数値と各項目の数値の合計などが一致しない場合があります。

消防費
11億5,444万円（3.4%）

公債費
13億4,863万円（4.0%）

その他
9,755万円（0.3%）

農林水産業費
11億3,946万円（3.4%）

歳出
336億
6,591万円

土木費
27億1,928万円
（8.1%）

民生費
90億9,743万円
（27.0%）

教育費 
35億3,835万円（10.5%）

衛生費
30億5,754万円
（9.1%） 総務費

42億1,123万円
（12.5%）

議会費
2億5,623万円（0.8%）

商工振興、観光振興、
消費者対策費 など

幼稚園、小・中学校、公民館、図書
館、博物館、スポーツ施設などの建
設・管理・運営、文化財保護費 など

各種健診、予防接種、ごみ
処理、公害対策費 など

道路・橋・河川・公
園・駐車場、市営
住宅の管理、都市
計画、土地区画整
理事業費 など

市役所の管理･運営、自治
会助成、徴税事務、戸籍関
係事務、選挙、統計調査費 
など

農業・林業・水産業振興費

市の借入金（市債）の
返済

消防署・消防車の管理・運営、防
火・消火、救急救命活動費 など

  

議員人件費、議会活動費 
など

災害復旧、労働対策費

  

商工費
70億4,577万円
（20.9%）

児童・障がい者・老人福祉、生活
保護、保育所運営費 など

地方譲与税
3億8,090万円
（1.1%）

市債
13億4,556万円
（3.8%）

県支出金
22億3,346万円
（6.4%）

その他の依存財源
4億6,291万円（1.3%）

その他の自主財源
4億2,753万円（1.2%）

諸収入
5億9,362万円（1.7%）

使用料および手数料
3億9,501万円
（1.1%）

歳入
350億
4,908万円

市税
142億3,759万円
（40.6%）

繰越金
20億3,725万円
（5.8%）

個人・法人市民税、
固定資産税、軽自
動車税、市たばこ
税、都市計画税市税の延滞金、預金利子、

貸付金の元利収入、その
他雑入など

公共施設の使用料、
住民票交付手数料
など

繰入金
4億1,190万円
（1.2%）

国庫支出金
111億8,728万円（31.9%）

市の事業に対し国から
交付されたお金

分担金及び負担金や財産
収入、寄附金

前年度から繰り
越されたお金

基金から繰り
入れたお金

銀行や国などから長
期に借り入れたお金

国が徴収した特定の
税から分配されたお金

法人事業税交付金、
地方特例交付金など

自主財源
181億291万円
（51.6%）

依存財源
169億4,617万円（48.4%）

地方消費税交付金
13億3,605万円
（3.8%）

地方消費税の一部が
県から交付されたお金

市の事業に対し県から
交付されたお金

新型コロナウイルス感染症への対策
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言が発出される
など、1年をとおして大きな影響を受けたことから、市としても、国や県の取組みとと
もに、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みました。
▶特別定額給付金事業　64億8,304万円
　市民１人あたり10万円を支給
▶子育て世帯への臨時特別給付金事業　8,890万円
　児童手当受給世帯に臨時特別給付金を支給　
▶ひとり親世帯臨時特別給付金事業　7,673万円
　児童扶養手当受給者などに臨時特別給付金を支給
▶中小企業支援事業（コロナウイルス感染症対策分）　4,429万円
　売り上げが減少した事業者への給付金や感染症対策用物品購入への補助 など

災害復旧・防災対策の強化
　大きな被害を受けた令和元年台風15号など一連の災害からの復旧の取組みに加
え、激甚化する自然災害などから市民の生命と財産を守るための防災対策の取組みを
進めました。
▶強い農業・担い手づくり総合支援事業　5億1,366万円
　令和元年台風15号などで被災した農業施設などの復旧に対して補助金を支給
▶住宅修繕緊急支援事業　2億2,005万円
　令和元年台風15号などで被災した住宅の修繕工事に対して補助金を支給
▶防災行政無線整備費　3億637万円
　固定系防災行政無線のデジタル化整備工事費 など
▶庁舎整備事業　2億3,705万円
　災害時に防災拠点となる市役所庁舎の整備に係る工事費や委託料 など

子育て環境の充実
　袖ケ浦駅海側地区など、子育て世代の転入に伴って高まる保育ニーズに対応するた
め、私立認可保育所の整備等を支援するなど、子育て環境の充実に取り組みました。
▶私立保育所児童委託事業　7億3,293万円
　市内の私立保育所の運営費を負担
▶私立保育施設等整備助成事業　4,725万円
　民間事業者による認可保育所の施設整備費の一部を助成

●一般会計　

区分
一般会計

金　　額 増減率
予算現額（A） 365億7,445万円 27.4%

歳入（B） 350億4,908万円 34.1%
歳出（C） 336億6,591万円 39.7%

歳入歳出差引額（D） ： （B）−（C） 13億8,317万円 △32.1%
翌年度繰越財源（E） 3億1,279万円 △48.6%

実質収支額 ： （D）−（E） 10億7,037万円 △25.1%

●下水道事業会計　
区分 収益的収支 前年比 資本的収支 前年比

収
入

予算現額 17億5,114万円 － 4億1,439万円 －

決算額 17億1,357万円 － 4億1,020万円 －

支
出

予算現額 16億2,542万円 － 8億6,259万円 －

決算額 16億1,232万円 － 8億5,432万円 －

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億4,412万円は、当年度分消費税および地方消費税
資本的収支調整額226万円、引継金9,992万円、損益勘定留保資金3億1,569万円および当年度分利益剰
余金の処分額2,625万円で補てんしました。

●特別会計　

区分 国民健康保険 後期高齢者医療 介護保険
金　額 増減率 金　額 増減率 金　額　 増減率

予算現額（A） 66億4,295万円 3.7% 7億777万円 8.7% 42億2,855万円 3.6%
歳入（B） 65億6,598万円 △3.2% 7億639万円 9.4% 41億4,024万円 1.7%
歳出（C） 64億7,556万円 3.5% 7億408万円 9.1% 40億3,374万円 0.9%

歳入歳出差引額（D）
（B）−（C） 9,042万円 △82.8% 231万円 161.4% 1億650万円 39.4%

翌年度繰越財源（E） － 0.0% － 0.0% － 0.0%
実質収支額
（D）−（E） 9,042万円 △82.8% 231万円 161.4% 1億650万円 39.4%

令和2年度公表します

各会計の
決算状況
（令和2年度）
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ワンポイントアドバイス防災

　避難所では、ペットとは別室で生活することになります。動物が苦手な
方や、アレルギーを持っている方など、さまざまな人へ特別の配慮が必要と
なるため、飼い主の方は平常時以上に飼育の責任や備えが必要となります。
普段からの備えの例
・�普段から基本的なしつけや、ワクチン接種、寄生虫の予防・駆除など

の健康管理を徹底しましょう。
・�迷子にならないために、マイクロチップや迷子札をつけましょう。
・�ペット用の食料や水、リード、ケージなど、必要な道具を準備しましょう。 
ペットの避難対策を知ろう
・�同行避難の際は、リードに繋ぐかケージに入れましょう。
・�決められた飼育場所（原則として屋外の軒下）で、飼い主自身が飼育管理

を行います。
※ 台風などで、軒下などでの飼育が困難な場合は、市民会館に隣接する市

営球場を屋内の飼育スペースとして開放します。開放する際は、広報無
線や生活安全メールでお知らせします。

▶︎ 詳細は、環境省ホームページ内にある「災害時におけるペッ
トの救護対策ガイドライン」をご確認ください。

問  防災安全課 ☎（62）2119　FAX（62）5916

～ペットも避難対策をしよう～

11月9日～15日秋の全国火災予防運動
「おうち時間　家族で点検　火の始末」

　「子どもが虐待を受けているのでは？」と感じたときは、迷わず連絡してくだ
さい。通告者のプライバシーは保護されます。　
　また、子育てについて困ったときは、ひとりで悩まず、ご相談ください。
相談先
▶︎児童相談所全国共通ダイヤル ☎189
▶︎君津児童相談所 ☎0439（55）3100
▶︎袖ケ浦市 子育て世代総合サポートセンター ☎（62）3220　FAX（62）3877
▶︎袖ケ浦市 家庭児童相談室 ☎（62）2111（内線547）

虐待かもしれないと思ったら迷わず連絡を
11月は児童虐待防止推進月間

　令和2年に全国で発生した火災件数は、3万4,602件でした。これは15分に1件
の割合で、日本のどこかで火災が発生したことになります。
　火災を未然に防ぐためには、一人ひとりが防火の重要性を自覚し、火災を起
こさないよう、日常生活の中で防火を実践していくことが大切です。この機会
に一度、身の回りの防火について考えてみませんか。
　令和2年に全国で発生した住宅火災による
死者数は862人で、そのうち高齢者が約7割、
逃げ遅れによるものが半数を占めています。
そのため、火災を早期に発見し、速やかな避難
が可能となるように、住宅用火災警報器の設
置が義務付けられています。また、防炎品、住
宅用消火器などによる総合的な住宅防火対
策を推進しています。大切な家族や自身の命
を守るために、早期の対策をお願いします。
問  消防本部 予防課
 ☎（63）6199　FAX（62）9729

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集
　現在の農業委員と農地利用最適化推進委員が、令和4年3月31日で任期満了
となるため、新しい農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します。
　なお、両委員の応募状況は、法令に基づき、提出書類に記載された氏名・職業・
年齢などを市ホームページで公表します。
募集期間　11月1日（月）～30日（火）
応 募方法　募集要領を確認のうえ、推薦届出書または応募書に必要事項を記入

し、郵送または持参して提出してください。要領などは、市ホームページから
ダウンロードできます。また、農業委員会窓口でも配布します。

▶︎詳細は、要領などをご確認ください。
申  〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市 農業委員会事務局　
 ☎（62）3918　FAX（62）7454

業 務内容　埋蔵文化財（遺跡）発掘調査の補助（現場での発掘作業、図面作成 など）
募集人数　10名程度
雇用期間　11月～随時（発掘調査現場と調査期間が決定次第、お知らせします）
勤 務日時　現場稼働期間中の月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

で月14日以内
応 募資格　袖ケ浦・市原・木更津市在住の18歳以上67歳未満の健康な方で、雇

用・業務内容を理解し、現場調査員の指示の元で日中の野外作業ができ、発掘
調査現場まで自力で来られる方

賃金　日額6,024円・別途交通費（上限あり）
申 込方法　登録申請書に必要事項を記入し、郵送で提出してください。申請書

は、市ホームページからダウンロードできます。
申込期限　12月24日（金）消印有効
申  〒299－0292（住所不要）　袖ケ浦市 生涯学習課
 ☎（62）3744　FAX（63）9680

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場でのいじ
めやセクシュアルハラスメントなど、女性をめぐるさまざ
まな人権問題について、なんでもご相談ください。
▶︎ 「女性に対する暴力をなくす運動」期間中は、受付時間を

延長して対応します。
日時　・�11月12日（金）・15日（月）～18日（木）午前8時

30分～午後7時
　　　・11月13日（土）・14日（日）午前10時～午後5時
対 応者　・千葉県人権擁護委員連合会 女性人権擁護委員
　　　　・千葉地方法務局 人権擁護課職員
相談電話　☎0570（070）810
問  千葉県人権擁護委員連合会事務局（千葉地方法務局 人権擁護課内）　
 ☎043（247）3555

11月12日～25日
「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間

　DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、「配偶者や恋人など親密な関係に
ある、またはあった者から受ける暴力」をいいます。
　被害を受けている場合や、周りに被害を受けている方がいたら、ひとりで悩
まずに相談してください。
相談先　
▶︎千葉県 女性サポートセンター ☎043（206）8002
▶︎君津健康福祉センター ☎（22）3411
▶︎袖ケ浦市 子育て支援課 ☎（62）3272　FAX（62）3877

令和3年袖ケ浦市火災発生件数
令和3年9月1日現在

（火災発生件数16件）

建物火災 
4件

車両火災 
2件

その他の
火災 
10件

11月は動物による危害防止対策強化月間
　動物を飼う方は、次のことに注意して、動物による事故や被害を防止しま
しょう。
・人が犬にかまれる事故が、令和2年度は県内で175件発生しました。
・�飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがな

いかどうか、獣医師の検診を受けさせることが必要です。
・�犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけ、飼い方をしてください。
・�犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制御できる人が行いましょう。
・�犬は来訪者の届かない場所につなぎましょう。また、門や玄関から犬が飛

び出さないようにしてください。
・�犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義務です。
・�猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症な

どの危険から猫や人を守ることができます。また、地域猫活動などで屋外
にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、過度のふれあいは避け、
かまれたりしないようにしましょう。
・�犬猫合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です（生後91日未

満の犬猫を除く）。
・�一部のサル・ヘビなどの特定動物は、法律により原則飼うことが禁止され

ています。 
・�ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所・警察・動物愛護センターに届

け出ましょう。また、迷子札をつける、マイクロチップを装着・登録する
などして、保護された際に飼い主がわかるようにしましょう。
・�動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。飼えなくなった場合は、

新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは、飼い主
探しをお手伝いします。
・�動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催し

ています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学
校、地域の勉強会に講師を派遣します。

問  ▶︎君津健康福祉センター（君津保健所） ☎（22）3745
 ▶︎千葉県動物愛護センター ☎0476（93）5711

埋蔵文化財の発掘調査補助員
（会計年度任用職員）を募集

生涯学習課
のページ

募集のページ

ガイドライン
のページ
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団体の部（敬称略）
最優秀賞
　長浦小学校 栽培委員会　
優秀賞
　袖ケ浦公園管理組合
　長浦小学校 4年1組
特別賞
　奈良輪小学校
努力賞
　長浦小学校 4年2組

　市では、夏の省エネルギーを推進するため、緑のカーテンコンテストを行い
ました。今年度は、個人の部で11作品、団体の部で13作品の応募があり、個人の
部で4作品、団体の部で5作品の入賞作品が決定しました。
問  環境管理課 ☎（62）3404　FAX（62）7485

個人の部（敬称略）
最優秀賞　出口 文子　
優秀賞　　黒川 久夫
　　　　　前橋 勇　
特別賞　　德永 啓子

緑のカーテンコンテストの
入賞作品が決定しました

新型コロナワクチン接種を進めています 問  新型コロナウイルス対策支援室
 ☎（62）2323　FAX（62）2122

ワクチン予約の受付

袖ケ浦市のワクチン接種状況
※10月25日時点（国提供「ワクチン接種記録システム（VRS）」の実績値）

人数（人） 割合（%）
接種対象者数 58,323
1回目接種済 50,129 86.0
2回目接種済 45,177 77.5

12歳から18歳の方のワクチン接種
接種対象　接種日時点で12歳以上の方
注意事項
・�18歳以下（令和4年3月31日時点）の方は、接種時に保護

者の同伴が必要です。
・�ワクチン接種や副反応での学校の欠席などの取扱いは、

各学校へご確認ください。

お願い
・�1・2回目の方のワクチンは、国からの追加の供給が見込めない状況が続いて

います。ワクチンを有効使用期間内により多くの方に接種するため、接種対象
者で接種を希望する方は、早めに申し込んでください。
・�貴重なワクチンを有効に活用するため、体調不良などで急きょキャンセルする場

合は、必ず事前に新型コロナウイルス対策支援室（☎（62）2323）までご連絡く
ださい。

10代・20代の男性と保護者の方へ
　10代・20代の男性が、ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチン接種後に、
ごくまれに心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。武田／モデルナ社
のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告
の頻度が低い傾向がみられました。これを受けて、10代・20代の男性に限り、1回
目に武田／モデルナ社のワクチンを接種した方が、2回目の接種をファイザー社の
ワクチンに変更することが可能になりました。
　変更を希望する方は、新型コロナウイルス対策支援室（☎（62）2323）までご連
絡ください。なお、最終的な接種の可否は、予診医師が判断することになります。

対象  
12歳以上で未接種の方12歳以上

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

生活安全メール登録ページ市ホームページ 市公式LINE

予約開始日などの最新情報はこちら
コールセンター
　☎043（223）7200
　（平日10：00～18：00）

※ 10月20日から、コールセ
ンターでのみ予約を受け
付けています。

予約方法

最優秀賞（団体の部）最優秀賞（個人の部）

Q． インフルエンザの予防接種を予定しています。新型コロナワクチンと同時
に受けることはできますか。

A． 新型コロナワクチンとインフルエンザなどの新型コロナ以外の予防接種は、同
時に受けることができません。また、新型コロナワクチンとそれ以外の予防接
種を別々に受ける場合であっても、片方のワクチンを接種してから、もう片方
のワクチンを接種するまで、2週間以上間隔をあける必要があります。本市で
接種を行っているファイザー社の新型コロナワクチンは、1回目の接種から3週
間後に2回目の接種をするため、1回目の接種日から2回目の接種日の間は、他
の予防接種は受けないようにしてください。

Q． 追加接種（3回目接種）についてはどうなっているでしょうか。
A． 国から追加接種（3回目接種）の方針が示され、現時点では、2回目の接種を終

了した方のうち、概ね8か月以上経過した方に対して、1回の追加接種を行うと
されています。
追加接種の対象者は、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえたうえで正式
に決定されますが、現時点では、2回の接種を受けた全員が対象となることが
想定されています。本市の追加接種は、国からの具体的な実施方法が示され次
第、改めてお知らせします。

Q． 新型コロナウイルス感染症に感染したことがある人は、ワクチン接種は受けら
れますか。

A． 受けることができます。ただし、受けた治療の内容によっては、治療後からワク
チン接種までに一定の期間をおく必要がありますので、接種可能な時期につい
ては主治医などにご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自宅で過ごす時間が長くなってい
ます。自宅の中でもお口やカラダを動かし、元気な歯とカラダを保ちましょう。

自宅でできるお口の体操
●お口の周りの筋力アップでかむ力を元気に
　よくかむことによって唾液が増加し、おいしく安全に食事ができます。
　また、唇や頬の筋力をアップすることは「食べこぼし」や「発音の衰え」の改善
に役立ちます。
あいうべ体操（口の周りの筋力をアップ）

　子育てに役立つ最新情報を、幅広く掲載し
ています。子育て支援課 窓口などで配布し
ています。

電子書籍版も公開中
　電子書籍版は、市ホームページ・電子書籍ア
プリで公開しています。詳細は、市ホームページ
をご確認ください。
▶︎ 広告掲載にご協力をいただいた企業・事業

所・団体の皆さまに、深く感謝申し上げます。
問  子育て支援課
 ☎（62）3286
 FAX（62）3877

　千葉県は、温暖な気候と風土のもと、豊かな農林水産物に恵まれています。特
に、千葉の旬の食材が豊富に出回る11月を「ちばを食べよう！ちばの食育月
間」として定め、食育の推進を図っています。
食から始める病気に負けないからだ作り
　免疫力を高めるためには、特定の栄養素や食品に限定するのではなく、いろ
いろな食品を組み合わせて、バランスの良い食事をとる事が大切です。
　また、旬の食材は、その時期が一番美味しく、栄養価が高くなっています。買
い物の際には、千葉県産・袖ケ浦市産の食材を選んで、今が旬の美味しい食材を
味わい、さらに元気な体を作っていきましょう。

免疫力を高めてくれる栄養素と食材 （ 袖 …袖ケ浦市産の旬の食材）
・たんぱく質で抵抗力アップ：免疫機能をもつ細胞を作るために役立ちます。
　例）袖 落花生、肉、魚、卵、大豆、牛乳 など
・ビタミンＣで免疫力アップ：ウイルス感染やストレスへの抵抗力をつけます。
　例）袖 キャベツ、袖 ブロッコリー、袖 さつまいも、袖 柿、袖 柚子 など
・ ビタミンＡでウイルスをブロック：のどや鼻の粘膜を保護し、ウイルスの

侵入口を強くします。
　例）袖 ほうれん草、袖 にんじん、袖 こまつな など
問  健康推進課 ☎（62）3162　FAX（62）3877

唇とほほの体操（口
こ う し ん

唇閉
へ い さ り ょ く

鎖力をアップ）

●お口の清潔度をキープ
　お口を清潔に保つことは、むし歯、歯周病、口臭などの口

こ う く う

腔内トラブルだけで
なく、誤

ご え ん せ い

嚥性肺炎の予防にも効果があります。
　歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスも使いましょう。
　かかりつけ歯科医院をもって、定期的に歯科健診を受けましょう。
問  健康推進課 ☎（62）3162　FAX（62）3877

１１月８日は「いい歯の日」です

11月は「ちばの食育月間」

「不用品を買い取ります」という訪問購入に注意して！

【事例】
　業者から「不用品を買い取りま
す」という電話があり、履かなく
なった靴があったので訪問を承諾
した。昨日、来訪された事業者に、

「これは買い値がつかない。貴金属
はないか。」と言われたので、金の
ネックレスなど４点を２万円ほど
で買い取ってもらった。後で考える
と高かったものなので返してほし
いと連絡を入れたが、「すでに手元
にないし、クーリング・オフはでき
ない。」と断られた。

【アドバイス】
・�訪問購入は、消費者から勧誘の要

請がないのに、突然訪問して勧誘
することや、事前の約束とは違う
物品について買い取りの勧誘をす
ること、また、断っているのに執拗
に勧誘を続けることは禁止されて
います。売却したくない場合は、
あいまいな返答を避け、「契約し
ません」「もう電話をしないでくだ
さい」「帰ってください」などと
言って、きっぱり断りましょう。
・�契約書（法定書面）を受け取った

日を含めて８日間は、クーリング・
オフをすることができます。この
期間中は売った品物の引き渡し
を断ることができるので、すぐに
物品を渡さないことがトラブルを
防ぐ一つの方法です。ただし、自
動車・大型家電・書籍などの一部
物品は、クーリング・オフが適用
されないので注意してください。
・�業者に居座られるなどの怖い思いを

した時は、警察に相談しましょう。

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

豚肉と白菜のミルク煮込み（4人分）
おいしく食べて健康寿命を延ばそう！

問  健康推進課 ☎（62）3162　FAX（62）3877

母子保健・食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

材料
・白菜…500ｇ（１/４株）
・にんじん
　…100ｇ（１/２本）
・ブロッコリ－…200ｇ
・�豚肩ロース（薄切り肉）

…300ｇ
・塩…小さじ１
・水…50ｍｌ 
・酒…50ｍｌ 
・牛乳…500ｍｌ 
・しょうゆ…小さじ２
・ゆずこしょう…適量

作り方
① 白菜は芯を落とし、にんじんは縦に

ピーラーで皮をむくように薄く長く切
る。ブロッコリ－は、一口大に切る。

② 白菜・にんじん・豚肉を繰り返し重ねる
（白菜は芯部分と葉先を交互に）。重ね
たものを鍋（またはフライパン）の深さ
に合わせて切り、立てるように並べる。

③ 塩・水・酒を加え、中火にかけて蓋をし、
沸騰したら弱火にし、やわらかく煮る。
最後にブロッコリーを材料の上にちら
し、煮る。

④ すべてが煮えたら、牛乳としょうゆを加
え、ひと煮立ちさせる。好みでゆずこしょ
うを添える。

【栄養価（1人分）】
エネルギー… 333kcal
たんぱく質………20.6g
脂質………………19.6g
炭水化物…………15.9g
食塩相当量……… 2.0g
食物繊維………… 4.5g

①口を「あー」と
　大きく開く

①水10～20ml
　（大さじ1杯）を
　口に含む
②水を左右上下に動かし、
　20～30秒間ブクブク
　うがいをする

※歯みがき後でもOK。
水がない場合や、むせやすい
場合は、空気でブクブクうが
いを行う。

②口を「いー」と
　大きく横に広げる

③口を「うー」と
　強く前に突き出す

④口を「べー」と
　突き出し下に伸ばす

ブク
　ブク

ブク
　ブク

子育て中の方・これから子育てを始める方へ
すくすく子育て！ぶっく ２０２１年版を発行

すくすく子育て！ぶっく
のページ
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期日　令和4年1月9日（日）
時間　昭和・長浦・根形・平川地区：午前10時30分～（9時30分～受付）
　　　蔵波地区：午後1時30分～（0時45分～受付）
場所
・ 昭和地区　市民会館
・長浦地区　長浦中学校
・蔵波地区　蔵波中学校
・根形地区　根形公民館
・平川地区　平川公民館
対 象　平成13年4月2日～平成14年

4月1日生まれで、次のいずれかに
該当する方
・市内に住民登録している方
・�市内の小学校または中学校を卒業し、他市町村に住民登録しているが、出

席を希望する方
※対象の方で、11月19日（金）までに案内状が届かない方は、ご連絡ください。
▶︎ 新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。詳細は、開催通知

をご確認ください。
問  ▶︎昭和地区　市民会館 ☎（62）3135　FAX（62）3138
 ▶︎長浦・蔵波地区　長浦公民館 ☎（62）5713　FAX（60）1138
 ▶︎根形地区　根形公民館 ☎（62）6161　FAX（62）6162
 ▶︎平川地区　平川公民館 ☎（75）2195　FAX（60）5001

スポーツウェア販売会
期日　11月6日（土）・7日（日）
時間　午前9時～午後5時
場所　総合運動場 

あおぞらストレッチ
日時　11月6日（土）午前11時～正午　※雨天時は、7日（日）に順延。
場所　市営野球場
参加費　1人500円
定員　45名（申込先着順）
申込方法　電話・窓口

げーむコーナー
　ニュースポーツやわなげで遊ぼう！遊んでくれた方には、参加賞！スタンプ
カードを購入し、スタンプをすべて集めた方には景品抽選券をプレゼント！
日時　11月6日（土）午前9時～午後4時30分　※雨天時は、7日（日）に順延。
料金　・�1ゲーム券：100円
　　　・�げーむコーナー遊び放題（景品抽選券）スタンプカード：1枚300円

サッカー教室
期日　11月6日（土）　※雨天中止。
時間
・午前8時30分～9時30分、小学1・2年生
・午前9時40分～10時40分、小学3・4年生
・午前10時50分～11時50分、小学5・6年生
※各開始時間の20分前集合
対象　市内の小学生で、サッカークラブなどに所属していない未経験の方
申込方法　参加者氏名・所属小学校をメールでお知らせください。 

サッカー交流会
　市内中学校サッカー部員とサッカー専門部の交流試合
です。
期日　11月6日（土）午後0時30分～開会式

　袖ケ浦美術展は、市内で芸術活動を行う方々の作品を一堂に集めた市
内最大の美術展です。絵画・書・工芸・写真の作品156点を展示します。
期間　11月17日（水）～28日（日）
時 間　午前9時～午後5時  ※最終日は午後4時まで。
場 所　根形公民館 多目的ホール・視聴覚室・講義研修室
▶︎ 例年行っているギャラリートークは、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、今回は中止します。
問  ▶︎袖ケ浦美術展実行委員会事務局 小沢 ☎090（7184）0106
 ▶︎生涯学習課 ☎（62）3744　FAX（63）9680

袖ケ浦美術展

　図書館で重複して所蔵している本など、保存が不要となった資料を提供します。
　持ち帰りは無料ですが、会場に募金箱を設置しますので、ご協力をお願いし
ます。集まった募金は、社会福祉協議会へ寄付します。
日時など
① 12月5日（日）午前9時30分～正午、午後1時～4時（入場は3時30分まで）
※要予約

申 込方法　氏名・電話番号・図書館の資料利用券番号（持っている方）を、電話
でお知らせください。

申込期間　11月2日（火）午前9時30分～
▶︎ 申し込みの際に、午前・午後の希望を伺います（申込順に図書館で入場時間

を指定します）。
② 12月7日（火）・8日（水）午前10時～正午、午後1時～3時（入場は2時30分ま

で）　※予約不要、当日先着順。
▶︎ 午前9時40分から整理券を配布し、指定の時間に入場していただきます。空

きがあれば、1日4回まで入場できます。
共通事項

場所　長浦おかのうえ図書館 3階大会議室 ほか
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　各回25名（30分ごとの入れ替え制で行います）
持ち帰り冊数　図書は1人30冊まで、雑誌は無制限
注 意事項　市内在住の方は、図書館の資料利用券、または住所を確認できるも

の（免許証・保険証など）を、在勤・在学の方は、その証明ができるもの（社員
証・学生証など）を持参してください。

　 　マスクの着用や発熱時は参加を控えるなど、感染症対策にご
協力をお願いします。

▶︎詳細は、図書館ホームページをご確認ください。
申  長浦おかのうえ図書館 ☎（64）1046　FAX（64）1481

本・雑誌リユース・デー

日　程
①はじめの一歩
日 時　12月19日（日）午前10時～11時30分
場所　市民会館
講師　市郷土博物館学芸員
内 容　昭和地区の歴史への理解を深め、ウォーキングコースを考えよう。
②さわやか一歩
日時　1月16日（日）午前10時～11時30分
場所　昭和地区
講師　ちば健歩Wクラブ 
内容　歩いて五感で感じよう。ウォーキングの講師と共に、昭和地区を散歩します。
③あすへの一歩
日時　2月27日（日）午前10時～11時30分
場所　市民会館
講師　市郷土博物館学芸員
内容　散歩で学んで感じたことをマップにまとめ、地域の仲間にも知らせよう。

共通事項
受講料　無料（ただし、第2回講座は別途保険料がかかります。）
対象　昭和地区の成人
定 員　20名（申込多数の場合は抽選とし、抽選結

果は後日通知します。）
申 込方法　氏名・住所・電話番号を、電話、メール、

または窓口でお知らせください。
申込期限　11月30日（火）
申  市民会館 ☎（62）3135　FAX（62）3138
  sode60@city.sodegaura.chiba.jp

お散歩マップを作ろう会

令和４年成人式　1月9日（日）開催

申  総合運動場 ☎・FAX（62）5350
  sakadonomori@gmail.com場総 合 運 動 フ ス タェ

図書館
ホームページ
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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。電話、または窓口で申し込んでください。
申  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≫
11月1日（月）
※�申込は締め切
りました。

詳細は、予約時
にご確認くだ
さい。

内�容　身体計測、保
健・栄養・歯科相談
持�ち物　母子健康手
帳・バスタオル

≪午前≫
12月6日（月）
申込期間
11月15日（月）〜
30日（火）

成人
≪午前≫
11月1日（月）
≪午後≫
11月8日（月）

≪午前≫
9：30〜11：20
≪午後≫
13：30〜16：20

内容　健康・栄養相談
持�ち物　健康診断結
果票（お持ちの方の
み）

≪午前≫
12月6日（月）
≪午後≫
12月13日（月）

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〉

妊娠８か月
相当の妊婦
と夫など

11月10日（水）10：00〜11：30
※�完全予約制。
※�申込は締め切りました。

持�ち物　母子健康手
帳・筆記用具・飲み物

12月12日（日）
申�込期間
11月22日（月）〜
26日（金）

離乳食と
歯の教室

令和3年
4月生まれ
のお子さん

11月5日（金）
※�申込は締め切
りました。

9：30〜10：25、
11：00〜11：55
定員　各5名
　（申込先着順）

持�ち物　母子健康手
帳・バスタオル・相談
票
内�容　栄養・歯科のお
話、身体計測（希望
者）

12月10日（金）
対象
令和3年5月生まれ
申込期限
12月3日（金）

4か月児教室
〈要申込〉

令和3年
6 月生まれ
のお子さん

11月2日（火）
※ 申込は締め切

りました。

9：20～10：10、
10：40～11：30
定 員　各10名
　（申込先着順）

持 ち物　母子健康手
帳・バスタオル・相談
票・体調確認アンケ
ート

内 容　歯科・栄養・保
健のお話、身体計測

（希望者）

12月7日（火）
対象
　令和3年7月生まれ
申込期間　
・�第1子の方
　 11月15日（月）～19日
（金）
・第2子以降の方
　 11月22日（月）～26日
（金）

▶︎ 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、対象者に、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。
▶︎ 図書館が4か月児教室で配布している絵本の入ったブックスタートパックは、「図書館でブックスタート」

や、図書館のカウンターで受け取れます。詳細は、図書館ホームページをご確認ください。

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 �市民協働推進課�☎（62）3102
※12月分は11月19日（金）から予約受付

11月4日（木） 市役所第2相談室

13時〜16時11月11日（木） 平川行政センター

11月18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 �市民協働推進課�☎（62）3102
常設相談
▶︎人権相談（法務局木更津支局）
　（平日8：30〜17：15）
　☎0570（003）110
▶︎�行政相談（千葉県行政監視行政
相談センター）

　（平日8：30〜17：15）
　☎（0570）090110

11月4日（木） 平川行政センター

13時〜16時

◎長浦行政センター

11月11日（木） ◎市役所

11月18日（木） 市役所
◎平川行政センター

11月25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
▶︎�結婚相談室�☎（62）2111（内線546）
問 �市民協働推進課�☎（62）3102

祝日を除く毎週火・金曜日
※�11月19日（金）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 �市民協働推進課�☎（62）3102
11月24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「えがお袖ケ浦」
「基幹相談支援センター」
☎・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
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため相談を中止、または電話のみの受付

とする場合があります。また、相談室の記載がない相談は、相談室が毎回異なり
ますので、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。

市内全域の防災行政無線から
Jアラートの試験放送が流れます

　

　
　11月5日（金）に、全国瞬時警報システ
ム（Jアラート）の試験放送を行います。
　当日は、市内の屋外スピーカーと戸別
受信機から、試験的に放送が流れます。
日時　11月5日（金）午前10時
▶︎ 災害の発生状況などにより、予告な

く試験を中止する場合があります。
問  防災安全課
 ☎（62）2119　FAX（62）5916

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます 　

　11月上旬に、令和3年1月～令和 
3年9月に納付した国民年金保険料の
額を証明する控除証明書（はがき）が、
日本年金機構から送付されます。10月
以降に初めて保険料を納付した方に
は、令和4年2月に控除証明書が送付
されます。
　年末調整や確定申告で、控除の申告
を行う場合に必要となります。大切に
保管してください。
問  ▶︎ 日本年金機構 ねんきん加入者

ダイヤル ☎0570（003）004
 ▶︎ IP電話 ☎03（6630）2525

令和3年長野県茅野市土石流災害
義援金にご協力ください

　令和3年9月に長野県茅野市で発生
した土石流により、甚大な被害が発生
したことから、日本赤十字社ではこの
災害で被災された方々を支援するた
め、義援金の受付を行っています。皆
さまのご支援をお願いします。
受付期限　令和4年3月31日（木）
▶︎ 送付方法などの詳細は日本赤十字

社ホームページをご確認ください。
問  日本赤十字社
 千葉県支部
 ☎043（241）7531

　　　 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。

スポーツ推進委員定例会議
日時　11月11日（木）午後3時～
場所　保健センター 集団指導室　
議題 　事業報告 ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　11月2日（火）
申   スポーツ振興課 
 ☎（62）3791　FAX（63）9680

介護保険運営協議会
日時　11月16日（火）午後2時～
場所　市役所 旧館3階大会議室
議題　介護保険事業の概要について 

ほか
傍聴定員　5名（申込先着順）
申込期限　11月15日（月）
申  介護保険課
 ☎（62）3158　FAX（62）3165

　 スポーツ
  弓道選手権大会

日時　11月28日（日）午前9時30分～
場所　袖ヶ浦高校 弓道場
対象　市内在住・在勤・在学の方
射数　16射（参加人数により変更あり）
※当日受付可
参加費　500円　申込方法　電話
申   スポーツ協会 弓道専門部（社教連

協事務局内） ☎（62）3139

  子どもスポーツ大会

日 時 11月28日（日）午前9時～午後1時
（8時15分受付）　※雨天中止。

場 所　市陸上競技場・市営野球場
種 目　グラウンドゴルフ　※低学年・

高学年の部に分かれて行います。
参 加費　１人１００円（当日集金）
※市子ども会育成会連絡協議会に加

盟している方は無料。
申 込方法　申込フォーム

から申し込むか、参加申
込書に必要事項を記入
し、生涯学習課・市民会
館・各公民館に提出して
ください。

申込期限　11月15日（月）
問  生涯学習課 
  ☎（62）3743　FAX（63）9680

　 お知らせ
11月の移動交番開設予定

場所・日時
・平川公民館　9日（火）・26日（金）午

後1時～2時30分
・臨海スポーツセンター　6日（土）・

21日（日）午後1時～2時30分
・袖ケ浦公園　14日（日）・27日（土）

午前9時～11時
・長浦公民館　7日（日）・20日（土）午

後1時～2時30分
・市民会館　13日（土）・30日（火）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 ☎（22）0110

公園・緑地の清掃の協力団体を募集
　市では、地域住民による清潔で親し
みの持てる公園づくりを目指し、公園
管理業務のうち、清掃・除草・低木の刈
り込みは、地元自治会や公園愛護団体
などの皆さんに、ご協力いただいてい
ます。
　作業内容や回数に応じて、報奨金を
支払います。ぜひ、お申込みください。
対象団体　自治会や企業などの団体

や、市民２人以上で構成する任意の
団体  

問  都市整備課 
 ☎（62）3521　FAX（63）9670

　 募集
袖ケ浦公園の組合員を募集

募集人数　若干名（60歳以上の女性
活躍中）

応募資格　健康で働く意欲のある方
業務内容　公園の清掃・草刈り・除草・

花壇の管理 など
勤務時間　月13日程度で、午前8時～

午後5時
※ 労働日数、時間は業務内容・季節に

より変動します。 
賃金　時給960円
応募期限　11月19日（金）
※土・日曜日、祝日を除く。
受付時間　午前８時～午後５時
▶︎ 応募方法などの詳細は、お問い合わ

せください。
申   袖ケ浦公園管理組合
 ☎（63）6560

期間　11月1日（月）～5日（金）
※祝日を除く。
時間　午前10時～午後4時
※ 展示時間は変更となる場合

があります。
場所　市役所 新館1階ロビー
問  企画政策課
 ☎（62）2327
 FAX（62）5916

東京2020オリンピック聖火リレートーチを展示します

申込フォーム

日本赤十字社
千葉県支部の
ホームページ
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場所　旧館1階 第2相談室
▶市民協働推進課
　☎（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

51 男
50 男
48 男
34 男
46 男
55 女
60 女
35 女
42 女
40 女

高卒
高卒
高卒
大卒
高卒
高卒
短大卒
専門卒
大卒
短大卒

会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
生活指導員
任用職員
介護士
会社員
会社員

市原
成田
袖ケ浦
鎌ケ谷
袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
木更津

ドライブ
ドライブ
ドライブ
映画鑑賞
ゴルフ
手芸
音楽鑑賞
音楽鑑賞
読書
音楽鑑賞

172
168
180
175
176
155
160
154
165
154

63
63
90
95
73
60
48
74
60
50

初
初
初
初
再
再
再
初
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10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

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、2月19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。

場所　旧館1階 第2相談室
▶市民協働推進課
　☎（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

51 男
50 男
48 男
34 男
46 男
55 女
60 女
35 女
42 女
40 女

高卒
高卒
高卒
大卒
高卒
高卒
短大卒
専門卒
大卒
短大卒

会社員
会社員
会社員
会社員
会社員
生活指導員
任用職員
介護士
会社員
会社員

市原
成田
袖ケ浦
鎌ケ谷
袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
袖ケ浦
千葉
木更津

ドライブ
ドライブ
ドライブ
映画鑑賞
ゴルフ
手芸
音楽鑑賞
音楽鑑賞
読書
音楽鑑賞

172
168
180
175
176
155
160
154
165
154

63
63
90
95
73
60
48
74
60
50

初
初
初
初
再
再
再
初
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10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

　 イベント
ＪＲ久留里線沿線地域を自転車で楽しむ
「さいくるり ～きさライド×久留里線～ 
ロケ地&グルメ巡りライドイベント」

　JR久留里線沿線を中心とした木更
津市、君津市、袖ケ浦市にある「サイク
リストウェルカム」な店舗を自転車で
巡る、スタンプラリー型イベントを開
催しています。
▶︎ 詳細は、さいくるりホー

ムページをご確認くだ
さい。

期間　11月28日（日）まで
問   企画政策課
 ☎（62）2327　FAX（62）5916

図書館でブックスタート
　ボランティアによる絵本の読み聞
かせと、絵本の入ったブックスタート
パックをプレゼントします。
日 時　11月16日（火）午前10時30分

～11時30分までで、15分ごとに5枠
（申込先着順）

場所　中央図書館 2階第1会議室
対 象　市内在住の1歳未満のお子さん

と、その保護者
定員　15組　　持ち物　母子手帳
申込方法　電話
そ の他　参加できない方は、中央・長浦

おかのうえ・平川図書館のカウンター
でブックスタートパックをお渡しします

（午前9時30分～午後5時15分）。
申   中央図書館
 ☎（63）4646　FAX（63）4650

しいのもり 自然散策会
　秋を彩る草花や生き物の説明を聞き
ながら、散策しませんか。
日 時　12月4日（土）午前9時～11時

30分頃　※雨天中止。
集 合場所　椎の森自然環境保全緑地
「しいのもり」

定員　30名（申込先着順）
申込方法　電話
申  環境管理課
 ☎（62）3404　FAX（62）7485

新作狂言「里見八犬伝」
八犬伝リターンズ

日時
・11月13日（土）
　一之章：午後2時開演
　二之章：午後5時30分開演
・11月14日（日）
　三之章：午後2時開演
　四之章：午後5時30分開演
※開演30分前に客席開場
場所　市民会館 大ホール
料金　一般：3,500円 ほか
　　　学生（30歳以下）：1,000円 ほか
　　　高校生以下：無料
▶︎ 料金や申込方法などの

詳細は、主催者ホーム
ページをご確認くださ
い。

問  Atelier OGA.
 ☎・FAX06（6942）1577

ファミリー人形劇「はこBOXES～
じいちゃんのオルゴール～」

（デフ・パペットシアター・ひとみ）
　人形とマイム、はこによるセリフの
ない人形劇で、幼児から大人まで楽し
めます。
日 時　12月12日（日）午後2時～3時

30分（1時～受付）
場所　市民会館 大ホール
対 象　どなたでも
※小学3年生以下は、保護者同伴。
定 員　300名（申込先着順）
参 加費　大人1,000円･子ども無料
（全席自由）

申込方法　申込フォーム
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（長浦駅前）

申   子どもるーぷ袖ケ浦　
  ☎・FAX（63）2850
 （月・水・金10：00～15：00）

ゆりの里「秋の感謝フェア」
日 時　11月27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 など
問  ゆりの里 ☎（60）2550

　  講座・セミナー
頭の元気トレーニング

日 時　11月12日（金）午後2時～3時
30分

場所　平岡公民館 研修室
内 容　簡単な体操・頭の体操・音読 

など
持ち物　動きやすい服装・靴、飲み物
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）
申込方法　電話
申   地域包括支援センター
 ☎（62）3225　FAX（62）3165

家族介護教室
日 時　11月25日（木）午後2時～3時

30分
場所　長浦公民館
テ ーマ　災害に備えよう！ ～自分たち

ができること～
対 象　介護をしている方、または介

護に関心がある方
定員　20名　　申込方法　電話
申   サニーヒル ☎（63）0058

ファミサポ説明会
　子育ての支援をしたい方を対象に
説明会を行います。
日 時　11月15日（月）午前10時30分

～正午、または午後1時30分～3時
場所　そでがうらこども館 多目的室　
対 象　市内在住の満20歳以上で、心

身ともに健康な方
定員　午前2組・午後2組
持 ち物　市内在住が確認できるもの
（運転免許証など）

申込方法　電話・FAX
申込期限　11月13日（土）
申  ファミリーサポートセンター
 （そでがうらこども館内）
 ☎・FAX（64）3115
 （月～土曜日9：00～16：30）

はつらつシニアサポーター養成講座
日 時　11月24日（水）午後1時30分

～4時
場所　保健センター
内容
・ 袖ケ浦市の介護予防事業とはつら

つシニアサポーターについて
・袖ケ浦いきいき百歳体操・測定会
対 象　市内在住・在勤で、講座修了

後に地域で介護予防の活動を支援
できる方

定員　15名（申込先着順）
持 ち物　運動できる服装・飲み物・タ

オル
申込方法　電話　
申込期限　11月19日（金）
申   高齢者支援課
 ☎（62）3225　FAX（62）3165

ジョブサポ 出張相談会 　
　専門の相談員が、求職希望の方の生
活・就労相談に応じます。
期日　11月24日（水）
時間
・午前10時～ ・11時～
・午後1時～ ・2時～
・3時～
※1人45分程度で、申込先着順。
場所　市役所 旧館3階中会議室
申 込方法　住所・氏名・年齢・電話番号

を、電話、FAX、またはメールでお知
らせください。

申  商工観光課
 ☎（62）3428　FAX（62）7485
   sode19@city.sodegaura.

chiba.jp

求職者支援訓練受講者を募集
期 間　12月16日（木）から2カ月～6カ

月間
場 所　県内の教育訓練機関
コ ース　基礎分野（パソコンなど）、ＩＴ

分野、営業・販売・事務分野、デザイ
ン分野 など

対 象　就職希望でハローワークに求
職申し込みをしており、雇用保険を
受給できない方

受講料　無料（テキスト代などは実費）
申込方法　電話
申込期限　11月16日（火）
問  ハローワーク木更津
 ☎（25）8609

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。

市ホームページ
（施設の状況
など）

※ 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、10月22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。

おすすめ図書の紹介　−話題の新着本−
＜一般書＞

『よくわかる一神教』 佐藤賢一
『年輪で読む世界史』
　バレリー・トロエ

『女性受刑者とわが子をつなぐ絵本
の読みあい』
　村中李衣（編著）・中島学

『古くて素敵なクラシック・レコー
ドたち』村上春樹

『フィールド言語学者、巣ごもる。』
　吉岡乾
＜小説＞

『婿どの相逢席』西條奈加
『大連合』堂場瞬一

＜エッセイ＞
『アガワ流生きるピント』阿川佐和子
『日本の原風景』安野光雅
＜児童書＞

『クモのアナンシ』
　フィリップ・Ｍ.シャーロック（再話）

『ランペシカ』菅野雪虫
＜絵本＞

『すやすやおやすみ』
　石津ちひろ（ぶん）・酒井駒子（え）

『はげたかのオーランドー』
　トミー・ウンゲラー（さく）

『たいせつなぎゅうにゅう』
　キッチンミノル

問   中央図書館 ☎（63）4646　FAX（63）4650

11月の市内図書館・図書室の休館日（全館共通）
1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）・30日（火）
▶︎ 公民館図書室の一部のサービスは、専任職員在室の日のみの提供に

なります。詳細は、図書館ホームページをご確認ください。
図書館イメージキャラクター

「トショロ」

さいくるりの
ページ

申込フォーム

主催者
ホームページ
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q休日当番医
� 診療時間　午前9時〜午後5時
11月 当番医 診療科目 電話

3日 袖ケ浦どんぐりクリニック
〔袖ケ浦駅前1-39-2〕

内科
循環器内科（63）7777

7日 山口医院
〔奈良輪535-1〕

外科
内科

整形外科
（62）2056

14日 石井内科小児科医院
〔蔵波台4-13-8〕

内科
小児科 （62）7360

※�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耳鼻科当番医　診療時間　午前9時〜正午
11月 当番医 電話

7日 君津寛衆堂医院
〔君津市南子安4-31-1〕

0439
（52）8733

14日 鮎澤耳鼻咽喉科
〔君津市中野4-15-14〕

0439
（54）8721

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。

緊急連絡先などのご案内

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

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。
緊急以外の修繕工事は指定工事店へ

かずさ水道ホームページ

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
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憧れのプリンセス
　私がバレエを始めたのは、5歳
の頃でした。アニメ「ちいさなプ
リンセス ソフィア」が大好きで、
その主人公の女の子ソフィアが
バレエを踊っていたのを見たこ
とがきっかけです。私もソフィア
みたいに踊ってみたいという思
いでバレエを始めました。

　今は、市内のカノンバレエアカデミーで週
3日、バレエを習っています。大変なこともあ
るけれど、やっぱりバレエは楽しいです。

指先まで美しく
　私が思うバレエの魅力は、体のどんな
ところも美しく見せることができること
です。体の隅々まできれいに見せるため
には、たくさん練習が必要だと思うので、
がんばりたいです。
　将来は、先生のような美しいバレエが
踊れるダンサーになること、先生のよう
な素敵な先生になって、いろいろな人に
バレエの魅力をひろめていくことが目標
です。

そでがうらの星

　歌がうまい・足が速い・将棋が強い・ゲームが強い・・・など
輝く何かを持っている市民の方の情報を教えてください。
　広報担当が取材して、広報紙や広報担当インスタグラムな
どで発信します。年齢・性別・自薦・他薦は問い
ません。
応募方法　市ホームページ
申  秘書広報課
 ☎（62）2465　FAX（62）3034

そでがうらの星　情報を募集しています

　そでがうらの輝いている人を紹介します。
問  秘書広報課 ☎（62）2465　FAX（62）3034

　袖ヶ浦高校の1年生が、SDGsについて学び、身近な課題や自分の将来・職
業について考える授業を行っています。
　この日の授業では、SDGsの17の目標の優先順位を、先進国・途上国それ
ぞれの立場から考えて討論しました。
問  秘書広報課 ☎（62）2465　FAX（62）3034

　10月10日に、長浦消防署で市内在住の小学生を対象に、消防体験学習を
行いました。48名の小学生が参加し、高所放水車搭乗体験、車両見学、救命
講習、放水体験、救助訓練などを体験しました。また、災害用資機材（段ボール
ベッド、簡易トイレなど）の展示や非常用食糧品の試食を通じて緊急時の備え
について体験するなど、防災への理解を深めていただきました。
問  長浦消防署 ☎（62）9728

袖ヶ浦高校 SDGs×興味のある職業 消防体験学習を行いました

プロフィール
　昭和小学校4年生。5歳か
らバレエを始め、現在は市内の

「カノンバレエアカデミー」で
週3日練習するなど、バレエの
上達に向け奮闘中です。なわ
とびとお父さんがつくるイン
ドカレーが大好きです（笑）。

　この曲は、子どもが鼻血が止まらな
くて泣き出した時にできた曲です。
　それでは聞いてください。

「止まらない鼻血なんてないさ
～たまには下を向くのも悪くない～」

富
と み た

田 梨
り く と

空斗くん
（4歳） 

葵
あ お と

央斗くん
（2歳） 

渡
わたなべ

部 陽
は る き

葵くん
（7カ月） 

“いつでも一緒な仲良し兄弟です★”

“晴れた日に公園デビューしました！”

そでがうらの星
のページ

バレエ
ダンサー

竹た

け

み身 

紗さ

ら良 

さ
ん


