
 

 

令和４年８月 袖ケ浦市定例記者会見 
 

 

 

 

 

≪発表事項≫ 

1 
～新米のおいしさを子育て世帯へ～ 

「子育て応援！すくすくガウラ米」お届け 
【農林振興課】 

2 
～頑張る中小企業を応援します～ 

「事業用車両の燃料費」支援 
【商工観光課】 

3 
～お得なチケットで袖ケ浦グルメを堪能～ 

「そでがうら飲食店応援グルメチケット」販売 
【商工観光課】 

４ 
～いつでも どこでも お手軽に～ 

「子育て世代関連手続きの電子申請」開始 
【行政管理課】 

５ 
～ちばアクアラインマラソン２０２２をみんなで応援しよう！～ 

「袖ケ浦市チームスピリット枠ランナー任命式」開催 
【企画政策課】 

６ 
～これまでの軌跡、これからの奇跡～ 

「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」 

イベント内容決定 

【商工観光課】 

７ 
～袖ケ浦の新たな食の特産品をつくる～ 

「袖ケ浦良品開発ＰＲＯＪＥＣＴ」事業者募集 
【商工観光課】 

日時 令和４年８月１０日（水） 

午前１０時から 

場所 北庁舎２階第一応接室 



 

 

８ 
～地域コミュニティで役立つスキルが身につく～ 

「まちづくり講座（ステップアップ講座）」開催 
【市民協働推進課】 

9 
～集めよう！千葉県の御城印～ 

「小坪館・川原井里見城の御城印」誕生 
【商工観光課】 

10 
～プロ野球イースタン・リーグ公式戦 in袖ケ浦 2022～ 

「千葉ロッテマリーンズ vs 横浜 DeNAベイスターズ」開催 
【スポーツ振興課】 

※ 新型コロナウイルス感染症対策等により、内容に変更が生じる場合があります。 
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市では、新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、食料品等の物価高

騰への対策として子育て世帯の経済的負担を軽減するため、９月より袖ケ浦

産の新米コシヒカリを「子育て応援！すくすくガウラ米」として無償でお届

けします。 

また、農家の皆さんが丹精込めて育て上げた袖ケ浦産の新米を召し上がっ

ていただくことで、地域で採れた農産物を地域で消費する「地産地消」をさ

らに広げ、農家の皆さんの応援にもつなげていきます。  

 

１  対象世帯  

令和４年７月１日時点において、市内在住で、０歳から１８歳（平成１６年４月２

日生まれ～令和４年７月１日生まれ）までのお子様を養育している子育て世帯  

 

２  対象世帯数  

  ６，３５６世帯 

 

３  案内文発送日  

  令和４年７月２９日（金） 

 

４  「子育て応援！すくすくガウラ米」の内容  

１世帯につき、袖ケ浦産コシヒカリ  ５ｋｇ（令和４年産（精白米））  

 

５  お届け方法  

 配送事業者によりご自宅へお届けします。  

 

６  お届け時期  

 令和４年９月～１２月頃（申請受付順）  

 ※お届け時期が決定次第、申請者へ文書にてお知らせします。  

 

 

～新米のおいしさを子育て世帯へ～ 

「子育て応援！すくすくガウラ米」お届け 
１ 
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７  申請方法  

スマートフォン等により、送付した案内文のＱＲコードからＷｅｂフォー

ムにアクセスし、申請していただきます。 

 

８  申請期限  

  令和４年９月３０日（金）  

 ※期限までに申請がなかった場合は、申請を辞退したものとみなします。  

 

９  受託事業者  

  君津市農業協同組合  

 

10 問合せ先  

環境経済部農林振興課  担当：江原、高品  電話：０４３８(６２)３４２６ 
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長期化している新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、昨今の原油価格

高騰の影響により、燃料費の価格が大幅に上昇するなど、主に車両を使用する

事業者は厳しい状況となっています。これらの影響を受けた中小企業等の負担

軽減を図り、事業の継続を支援するため、事業用車両燃料費等支援給付金を支

給します。  

 

１  対象  

  一般貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車

運送事業を行う事業用車両を有する中小企業  

 

２  支給金額  

  事業用貨物車両  ３０，０００円／１台  

  事業用旅客車両  １００，０００円／１台 

 

３  申込期限  

  令和４年１１月３０日（水）まで 

 

４  申込方法  

  申請書に必要書類を添付して郵送してください。  

 ※申請書類等については、ホームページよりダウンロードしていただくか、

商工観光課窓口にてお受け取りください。  

 

５  問合せ先  

袖ケ浦市商工観光課  担当：須藤、上田  電話：０４３８(６２)３４２８ 

～頑張る中小企業を応援します～  

「事業用車両の燃料費」支援 
２ 

 

市ホームページ  
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食店を支援するとともに、外食

を控えている皆様にお得に楽しんでいただくため、「そでがうら飲食店応援グ

ルメチケット」を販売します。  

市内飲食店で利用できるチケット５，０００円分が４，０００円でお得に購入でき

ます。この機会にぜひ袖ケ浦のグルメをお楽しみください。  

 

１  グルメチケットの概要  

（１）販売数  

３，０００冊（なくなり次第終了）  

（２）額面金額 

   ５，０００円／冊（５００円×１０枚）  

（３）販売金額  

   ４，０００円（１，０００円お得）  

（４）購入数  

   １回につき２冊まで  

（５）販売及び利用期間  

   令和４年９月１日（木）～１２月３１日（土）  

（６）販売場所  

  ・ＦＡＲＭ  ＣＯＵＲＴ袖ケ浦（袖ケ浦駅前１－３９－１２）  

  ・Ｙショップつるや（蔵波２６－１） 

  ・トップシステム（蔵波５１５－１）  

  ・小沢製菓（横田１９８－３）  

（７）取扱店舗  

   袖ケ浦市内の飲食店のうち、登録している店舗  

  ※店舗の詳細は、市または袖ケ浦市商工会ホームページをご確認ください。 

 

２  問合せ先  

袖ケ浦市商工観光課  担当：須藤、近藤  電話：０４３８(６２)３４２８  

～お得なチケットで袖ケ浦グルメを堪能～  

「そでがうら飲食店応援グルメチケット」販売 
３ 

 

グルメチケット（イメージ） 
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市では、市民の皆様の利便性の向上や、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、今まで窓口にお越しいただき対面で行っていた子育て世代

関連手続きの一部について、電子申請による受付を開始します。  

このことにより、現行の書面での手続きに加え、２４時間、いつでもどこか

らでも、パソコンやスマートフォン等から手続きが可能となります。  

また、今後は、子育て世代関連手続きに限らず、電子化ニーズが高いと見

込まれる手続きから段階的に電子化を進め、市民サービスの向上に努めてい

きます。 

  

１  開始日  

  令和４年９月１日（木）  

 

２  対象手続き  

子育て関連手続き  ７３件（様式数）  

・１才６か月児健康診査申込予約  

・子ども医療費受給資格登録申請  

・ファミリーサポートセンター会員登録申込  

・国民健康保険加入・国民年金加入手続き      等別紙のとおり  

 

３  問合せ先  

企画政策部行政管理課 担当：立澤、宮澤、成清  電話：０４３８(６２)２１３５ 

※各手続きにつきましては、業務担当課にご連絡をお願いいたします。  

 

～いつでも どこでも  お手軽に～ 

「子育て世代関連手続きの電子申請」開始 
４ 



【別紙】9月公開電子化手続き一覧　73件

NO 担当事業 手続き（様式名） 担当課 連絡先

1 国民健康保険賦課事業 非自発的失業者　国民健康保険税軽減申請

2 国民健康保険賦課事業 国民健康保険税申告書(市町村民税・道府県民税簡易申告書)

3 国民健康保険賦課事業 保険税(料)支払額確認書発行申請書

4 葬祭費支給事業 葬祭費支給申請書（様式第５号）

5 医療給付費調整事業 国民健康保険　療養費申請書・同意書（保険者間調整）

6 人間ドック事業 短期人間ドック利用申請書（様式第１号）

7 人間ドック事業 人間ドック要精密検査・要医療(要治療)結果報告書

8 特定健康診査事業 オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

9 特定健康診査事業 集団健診予約

10 特定健康診査事業 特定健康診査・後期高齢者健康診査　受診券再交付

11 高額療養費支給事業 国民健康保険　限度額適用・標準負担額　認定申請書

12 医療費通知作成事業 医療費通知の再交付申請書

13 国保資格事業 国民健康保険加入・国民年金加入手続き

14 国保資格事業 国民健康保険　脱退手続き

15 国保資格事業 国民健康保険証再交付申請書

16 高齢者短期人間ドック事業 高齢者人間ドック利用申請書

17 後期高齢者医療賦課事業 支払額確認書発行申請書

18 国民年金得喪事業 国民年金〔新規加入・再取得・喪失・種別変更・その他（　　）〕届出書

後期・賦課徴収班

62-3092

保険年金課

国保資格給付班

62-3031



【別紙】9月公開電子化手続き一覧　73件

NO 担当事業 手続き（様式名） 担当課 連絡先

19 新型コロナワクチン接種事業 住所地外接種届

20 新型コロナワクチン接種事業 接種券発行申請書

21 プレママ・パパ学級事業 申し込み予約

22 ４か月児教室事業 申し込み予約

23  １才６か月児健康診査事業 申し込み予約

24 ３歳児健康診査事業 申し込み予約

25 妊婦乳児健康診査委託事業 県外利用希望の届出

26 すこやか相談事業 申し込み予約（すこやか相談・成人）

27 ２歳児歯科健康診査事業 申し込み予約

28 離乳食と歯の教室事業 申し込み予約（離乳食と歯の教室）

29 がん検診事業 口腔がん検診受診予約

30 がん検診事業 胃がん検診受診予約

31 がん検診事業 肺がん検診受診予約

32 がん検診事業 乳がん・子宮がん検診受診予約

33 がん検診事業 受診票発送申込

34 健康増進事業 健康増進事業全額公費負担要件確認申出書（別記様式）

35 保健センター管理事業 保健センター施設使用許可申請書（様式第１号）

36 保健センター管理事業 保健センター施設使用変更・取消許可申請書（様式第３号）

37 肝炎ウイルス検診事業 受診票発送申込

健康指導班

62-3162

健康推進課

新型コロナウイルス
対策支援室

62-2323

すこやか親子班

62-3172



【別紙】9月公開電子化手続き一覧　73件

NO 担当事業 手続き（様式名） 担当課 連絡先

38 袖ケ浦市交通遺児等手当支給事業 交通遺児等手当変更届

39 袖ケ浦市交通遺児等手当支給事業 交通遺児等手当受給資格消滅届

40 袖ケ浦市交通遺児等手当支給事業 交通遺児等手当受給者変更申請書

41 袖ケ浦市交通遺児等手当支給事業 交通遺児等手当額改定申請書届書

42 袖ケ浦市子ども医療費の助成事業 子ども医療費受給資格登録申請書

43 袖ケ浦市子ども医療費の助成事業 子ども医療費受給資格登録内容変更届

44 袖ケ浦市子ども医療費の助成事業 子ども医療費助成受給券返納届

45 袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成事業 ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届

46 袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成事業 ひとり親家庭等医療費等助成受給券返納届

47 袖ケ浦市子育て短期支援事業 子育て短期支援事業利用申請書

48 袖ケ浦市子育て短期支援事業 袖ケ浦市子育て短期支援事業利用中止・変更申請書

49 袖ケ浦市産前産後ヘルパー派遣事業 袖ケ浦市産前産後ヘルパー利用申請書

50 袖ケ浦市産前産後ヘルパー派遣事業 袖ケ浦市産前産後ヘルパー利用変更（中止）申請書

51 袖ケ浦市産前産後ヘルパー派遣事業 袖ケ浦市産前産後ヘルパー利用確認書兼報告書

52 袖ケ浦市移動式赤ちゃん休憩室貸出事業 袖ケ浦市移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書

53 児童扶養手当事業 児童扶養手当支給停止関係届

子育て支援課
こども家庭班

62-3272



【別紙】9月公開電子化手続き一覧　73件

NO 担当事業 手続き（様式名） 担当課 連絡先

54 児童扶養手当事業 児童扶養手当現況届

55 児童扶養手当事業 児童扶養手当証書亡失届

56 児童扶養手当事業 児童扶養手当資格喪失届

57 児童扶養手当事業 未支払児童扶養手当請求書

58 袖ケ浦市ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポートセンター会員登録申込

59 袖ケ浦市ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポートセンター会員登録変更届

60 袖ケ浦市ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポートセンター退会届

61 教育・保育給付認定証の再交付の申請手続 教育・保育給付認定証再交付申請書（様式第12号）

62 証明願 証明願（保育所在所）  

63 証明願 証明願（保育所入所保留）

64 証明願 証明願（保育料支払い）

65 区域外就学、学区外就学に関する事業 所属学区外就学願

66 入学予定者に係る就学援助の支給事業 袖ケ浦市立小学校入学予定者就学援助申請書

67 青少年相談員活動事業 第51回袖ケ浦市子どもスポーツ大会申し込み

68 放課後子供教室推進事業 昭和小学校「もりのこクラブ」参加申込

69 放課後子供教室推進事業 長浦小学校「あそボラ!!やかたっ子広場」参加申込

70 青少年教育推進事業 令和４年度「ねこまろ」参加申し込み

71 青少年教育推進事業 令和４年度「ねこまろ」高校生ボランティア募集

72 家庭教育総合推進事業 中学校家庭教育学級合同講演会「子どもが生き生きと毎日を送るために、親のできること」

73 消防署警防活動運営事業 「消防親子の体験学習」　応募フォーム 長浦消防署 62-9728

社会教育班
62-3743

学校教育課
学事保健班

62-3718

根形公民館

生涯学習課

62-6161

子育て支援課

こども家庭班

62-3272

子育て環境推進班

62-3286

保育幼稚園課
認定・給付班

62-3276
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ちばアクアラインマラソン袖ケ浦市実行委員会では、今大会から新たに設け

られた、県内の市町村対抗団体戦である「チームスピリット枠」に出場するた

め、袖ケ浦市の代表ランナーを任命します。  

袖ケ浦市の代表として出場し、大会を盛り上げ、本市をＰＲしていただく代

表ランナーの方々に任命書を交付するため、下記のとおり任命式を開催します。 

 

１  日時  

  令和４年８月２１日（日） 午前１０時００分から  

 

２  場所  

  袖ケ浦市役所北庁舎２階市長室  

 

３  出席者  

 ・スポーツ協会会長  稲毛
い な げ

 博夫
ひ ろ お

 

・ランナー６名（次頁一覧） 

・ユニホームデザイン者（袖ヶ浦高等学校生徒）真板
ま い た

 ななみ・玉坂
たまさか

 天音
あ ま ね

 

 

・袖ケ浦市 

市  長     粕谷 智浩  

副 市 長     花澤 一男  

教 育 長     御園 朋夫  

企画政策部長   小島 悟 

企画政策部次長   川口 秀 

 

 

 

 

 

～ちばアクアラインマラソン２０２２をみんなで応援しよう！～ 

「袖ケ浦市チームスピリット枠ランナー任命式」開催 
５ 



 

  

袖ケ浦市 

令和４年８月 記者会見資料 Sodegaura City 

４  チームスピリット枠ランナー   

氏名 性別  過去マラソン記録（タイム）  備考 

小川
お が わ

 美穂
み ほ

 女  館山若潮マラソン（３時間１５分） 市内在住  

佐久間
さ く ま

 渉
わたる

 男  別府大分毎日マラソン（２時間４６分）  市内在住  

髙品
たかしな

 純也
じゅんや

 男  館山若潮マラソン（２時間３５分） 市内在住  

谷元
たにもと

 光子
み つ こ

 女  東京マラソン（４時間１０分）  市内在住  

吉田
よ し だ

 鈴
りん

太郎
た ろ う

 男  フルマラソン初出場  市内在住  

渡邉
わたなべ

 克則
かつのり

 男  静岡マラソン（２時間３２分）  市内在勤  

 ※チームスピリット枠はマラソン（４２．１９５km）で競います。  

 

５  問合せ先  

ちばアクアラインマラソン２０２２ 袖ケ浦市実行委員会事務局   

（企画政策部企画政策課内） 担当：戸田  電話：０４３８(６２)２３２７ 
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令和４年１０月８日（土）に開催予定の「そでがうらまつり～アレワイサノサ

～」の開催概要が以下のとおり決定いたしました。  

このまつりは、親子三代誰もが楽しめる場として、古き良き伝統や文化に

想いを馳せながら、これからの未来に踏み出していく場を提供することで、

郷土への愛着と地域や世代を超えた一体感をより高め、市の総力を結集した

一大イベントとして開催します。  

コロナ禍の中ではありますが、少しずつ日常を取り戻していくため、感染

症対策を講じたうえで開催に向け準備を進めています。  

 

１  主催・後援・協力  

  主催：袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会  

  後援：袖ケ浦市商工会、（一社）袖ケ浦市観光協会、袖ケ浦市工場連絡会  

  協力：袖ケ浦市舞踊会、袖ケ浦市建設センター事業協同組合  

 

２  日時  

令和４年１０月８日（土）  

１１時３０分～２０時００分 

※雨天・荒天時は令和４年１０月９日（日）に延期  

 

 

～これまでの軌跡、これからの奇跡～  

「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」 

            イベント内容決定 

６ 

袖ケ浦音頭振り付け動画撮影会の様子  
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３  場所  

袖ケ浦駅海側地区近隣公園、同公園前通り（市道袖ケ浦駅北口線）  

袖ケ浦駅北口拠点広場  

 

４  イベント内容（実施時間は前後する場合があります）  

（１）みんなで踊ろう！「袖ケ浦音頭」  

時間：１７時３０分～１８時３０分  

場所：袖ケ浦駅海側地区近隣公園前通り（市道袖ケ浦駅北口線）  

伝統ある袖ケ浦市の踊り楽曲として、昭和４８年に制作された「袖ケ浦音

頭」をプレイバックさせるため、「袖ケ浦音頭」による踊り連を募る参加型

企画であり、まつりのグランドフィナーレを飾るメイン企画です。  

 

（２）神輿による練り歩き！～ストリートパフォーマンスエリア～  

時間：１４時１５分～１６時３０分  

場所：袖ケ浦駅海側地区近隣公園前通り（市道袖ケ浦駅北口線）  

大みこし、子供みこしや様々なパフォーマンスがまつりを盛り上げます。 

 

（３）食と音楽の融合！～グルメ＆ミュージックエリア～  

時間：飲食 １３時００分～２０時００分  

  ステージパフォーマンス  １３時００分～１６時００分  

場所：袖ケ浦駅北口拠点広場  

ステージを設置し、市内で音楽活動を行う個人・団体に出演してもらい

ます。また、素敵な音楽をＢＧＭに、袖ケ浦の様々なグルメをお楽しみく

ださい。  

 

（４）人と人、過去から未来をつなぐ～親子三代おたのしみエリア～  

時間：１１時３０分～１６時３０分  

場所：袖ケ浦駅海側地区近隣公園  

昔遊び、スポーツ、ものづくりなどを体験するワークショップや、ＳＤ

Ｇｓに取り組んでいる企業・団体による展示・ＰＲブースを募集し、親子

三代誰もが楽しめる体験型のエリアとします。  
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５  セレモニーの実施  

イベントのグランドフィナーレである「袖ケ浦音頭」に先立ち、記念セレ

モニーを実施します。  

時 間：１６時４０分～１７時２０分  

場 所：袖ケ浦駅海側地区近隣公園前通り（市道袖ケ浦駅北口線）  

  出席者：袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会、袖ケ浦ふるさとまつり応援団  

  招待者：千葉県議会議員、袖ケ浦市議会議員、各種関係団体代表  など 

 

６  参加団体等の募集  

イベント等に参加される個人・団体及びイベント当日のボランティアスタ

ッフを下記のとおり募集しています。  

（１）「袖ケ浦音頭」踊り参加連  

（２）飲食出店  

（３）ステージパフォーマンス  

（４）ワークショップ及び展示・ＰＲブース  

（５）ボランティアスタッフ  

  募集期間は全て８月１日（月）から８月３１日（水）までです。  

  募集条件等の詳細は、市公式ホームページ内「そでがうらまつり～アレワ

イサノサ～特設サイト」に掲載しています。  

 

７  ご支援・ご協賛のお願い  

そでがうらまつりを今後、将来に渡って末永く開催していくため、市民や

企業・事業所の皆様をはじめ、多くの方のご支援を賜りたく、まつりに対す

るご協賛、募金を受け付けております。詳細は、特設サイトをご覧いただく

か、事務局までお問い合わせください。  

（１）協賛金  

   一口５，０００円から  

   ご協賛いただいた皆様は、会場及び特設サイトにてご芳名を披露させて

いただきます。  

（２）募金  

   市内各所に「そでがうらまつり応援募金箱」を設置しております。  

   皆様のお気持ちをぜひ、応援募金箱にお寄せください。  
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８  問合せ先  

袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会事務局  

（袖ケ浦市役所環境経済部商工観光課内）  

担当：鈴木、長井  電話：０４３８(６２)３４６５  

 

  そでがうらまつり～アレワイサノサ～特設サイト  

 https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/sodefes/ 

 

※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえでの開催を予定していますが、

今後の感染状況等により、中止または変更となる場合があります。  

 ※新型コロナウイルス感染症の対策マニュアル等を策定し、来場者への注意

事項をチラシ等でお知らせします。  

 

 

特設サイト  
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市では、本市に数多くある産品や地域資源の更なる魅力向上を図るため、

これらの産品等の知名度向上と販路確保に取り組み、消費者に対する認知獲

得及び価値の向上を目指す事業として、「袖ケ浦良品開発ＰＲＯＪＥＣＴ」を

実施します。  

本事業を活用して新たな商品開発を希望する事業者に対し、専門チームが

商品開発から販売までトータルでサポートします。  

本市の新たな食のイチオシ商品を一緒に創っていただける、意欲的な事業

者の皆様からの応募をお待ちしています。  

 

１  事業名  

袖ケ浦良品開発ＰＲＯＪＥＣＴ  

 

２  主催・協力・運営  

主催：袖ケ浦市  

協力：（一社）袖ケ浦市観光協会  

袖ケ浦市商工会  

    袖ケ浦市農畜産物直売所ゆりの里  

運営：株式会社オニオン新聞社  

 

３  募集期間  

令和４年８月１９日（金）から令和４年９月１８日（日）まで  

 

４  支援対象  

袖ケ浦市に事業所・店舗を有する、又は袖ケ浦市の産品を取り扱う法人及

び個人事業主  

 

５  対象産品  

食品（菓子類、麺類、加工食品類等）  

～袖ケ浦の新たな食の特産品をつくる～  

「袖ケ浦良品開発ＰＲＯＪＥＣＴ」事業者募集 
７ 
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６  支援内容  

採択事業者には、支援チームによる企画開発、マーケティング、デザイン、

商品開発に必要なリサーチから、企画検討、マーケティング、プロモーショ

ン等の支援をします。  

 

７  採択事業者数  

３事業者程度  

 

８  応募方法  

ウェブサイトより応募フォーム入力の上ご応募ください。  

https://sodegaura-goodproducts.com/ 

※令和４年８月１９日（金）公開予定  

 

９  問合せ先  

環境経済部商工観光課  担当：長井 電話：０４３８(６２)３４６５ 
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市では、まちづくり講座（ステップアップ講座）を下記により開催します。 

本講座では、会議ファシリテーションやチラシ作成などの講義や現地見学

などを通じて実践的なスキルを学び、受講者同士が協力して実習に取り組む

ことで、地域コミュニティで役立つ力を身につけます。  

 

１  開催日及び内容  

 全７回連続講座  

回 期 日 内 容  

第１回 ９月１０日（土）  
【開   講】   

講座の趣旨説明、受講者自己紹介、ミニワーク  

第２回 ９月２４日（土）  

【スキル１】  

地域のコラボを生み出す会議ファシリテーション  

市民社会パートナーズ代表  庄嶋  孝広  

第３回 １０月１日（土）  

【演   習】  

地域人材や団体が協働するまちづくり現場に学ぶ  

見学先：高齢者元気プロジェクトおおもり（東京都大

田区）  

第４回 
【公開講座】  

１０月８日（土）  

【スキル２】  

行列のできる企画とチラシのつくり方  

ＮＰＯ法人男女共同参画おおた理事長  坂田 静香  

第５回 １０月２２日（土）  

【実  習１】  

地域交流ワークショップの企画  

⇒提案された企画書をもとに、チームに分かれます。 

第６回 ※１１月から１２月 
【実  習２】  

地域交流ワークショップの実施  

第７回 １２月１７日（土）  
【実  習３】  【閉   講】 

地域交流ワークショップの報告、終了証の授与  

※第６回の期日は受講者自身で設定します  

～地域コミュニティで役立つスキルが身につく～ 

「まちづくり講座（ステップアップ講座）」開催  
８ 
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２  時間  

午前９時３０分から正午まで  

 

３  場所  

  ３階建て旧庁舎  ３階大会議室  

  ※第３回は現地見学のため、市役所からバスで移動します。  

 

４  対象者  

市内在住・在勤・在学の方（参加費無料）  

 

５  定員  

２０名（申込多数の場合は抽選）  

 

６  申込期限  

令和４年８月３１日（水）まで  

 

７  申込方法  

（１）申込フォームにて、必要事項をご記入の上、お申込みください。  

（２）申込用紙に必要事項をご記入の上、Ｅメール、ＦＡＸ、郵送、持参によ 

     り、市民協働推進課にご提出ください。  

申込用紙はまちづくり講座ホームページからダウンロードできます。 

また、市民協働推進課、市民会館及び各公民館窓口に用意しております。 

 

 

８  問合せ先  

  企画政策部市民協働推進課  担当：別府  電話：０４３８（６２）３１０２ 

  ＦＡＸ：０４３８（６２）３１６５ Ｅメール： sode03@city.sodegaura.chiba.jp  

申込フォーム  まちづくり講座ホームページ  

https://logoform.jp/f/PhTTF  https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki

/shimin-kyoudou/machizukuri-stepr4.html 

https://logoform.jp/f/PhTTF
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shimin-kyoudou/machizukuri-stepr4.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shimin-kyoudou/machizukuri-stepr4.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

第１回 令和４年 ９月１０日（土） 

     ９時半～１２時 

開  講 ・まちづくり講座（ステップアップ講座）の趣旨説明 

     ・受講者自己紹介、ミニワーク 

第２回      ９月２４日（土） 

     ９時半～１２時 

スキル１ ・地域のコラボを生み出す会議ファシリテーション 

       市民社会パートナーズ代表 庄嶋 孝広 

第３回     １０月 １日（土） 

     午前 ＊詳細は後日 

演  習 ・地域の人材や団体が協働するまちづくり現場に学ぶ 

      見学先：高齢者元気プロジェクトおおもり（東京都大田区） 

第４回     １０月 ８日（土） 

     ９時半～１２時 

スキル２ ・行列のできる企画とチラシのつくり方 

       ＮＰＯ法人男女共同参画おおた理事長 坂田 静香 

第５回     １０月２２日（土） 

     ９時半～１２時 

実 習 １ ・地域交流ワークショップの企画 

       ⇒提案された企画書をもとに、チームに分かれます。 

第６回     １１月～１２月 

     ＊日程は受講者自身で設定 

実 習 ２ ・地域交流ワークショップの実施 

       ⇒第７回までの間に、ワークショップを実施します。 

第７回     １２月１７日（土） 

     ９時半～１２時 

実 習 ３ ・地域交流ワークショップの報告 

閉  講 ・修了証の授与 

 

  
 

 

会場は、市役所旧館３階大会議室の予定です（第３、６回以外）。第３回は、バスでの現地見学となります。 
第４回は公開講座として、受講者以外も参加可です。全７回のうち６回以上の出席で、修了証を授与します。 

お問合せ  袖ケ浦市 市民協働推進課 （電話） ０４３８‐６２‐３１０２ 

 

 
 

 袖ケ浦市では、平成２９年１０月に「みんなが輝く

協働のまちづくり条例」を施行し、地域まちづくり協

議会の設立など、多様な人材や団体が活躍する新た

な地域コミュニティづくりに取り組んでいます。 

 この講座では、講義や現地見学を通じて実践的なス

キルを学び、受講者同士が協力して実習に取り組むこ

とで、地域コミュニティで役立つ力を身につけます。 

 
 

☑ 自分の知識や技能を地域

の活動で生かしたい方 

☑ 異なるタイプの活動者と

知り合いコラボしたい方 

こんな方におススメです 

定員 
 

（申込多数の場合は抽選） 
――――――――――― 

締切 

 

 

 
 

☞ お申込みは、申込用紙（裏面）にご記入のうえ、 

  メール、ＦＡＸ、郵送、持参にてご提出ください。 

  または、右のＱＲコードをスマホ等で読み取り、 

  申込フォームにご入力いただけます。 （⇒） 

連続７回講座 【参加費無料！】 

 

袖ケ浦市協働のまちづくり推進計画事業 

＊過去に当講座の修了証を授与された方は、受講いただけません。 

公開 
講座 



 

ふ り が な   

氏 名   

住 所 
〒  

 
 

電話番号 
（日中に連絡のとれるもの） 

  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

性 別 
（該当するものに〇）   男    女 

団体・ 
役職名 
＊複数可 

 

団体の 
活動内容 

 

ご自身の 
役割・特技 

 

※お寄せいただいた情報は、本講座の運営でのみ利用しますが、さしつかえない範囲でご記入ください。 

《過去の受講者の感想》 

◎ 座学だけでなく実践まであるのがよい。 

◎ ファシリテーション、チラシの作り方な

ど具体的な知識と技術を学べた。 

◎ 異なる活動や世代の人と知り合い、今後

に生かせる新たなつながりができた。 
  

 

申込フォーム（↓） 
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千葉県観光物産協会は、「集めよう！千葉県の御城印」をテーマに御城印発

行事業に力を入れており、令和４年７月２２日現在、県内９１箇所の城の御城印が

発行されています。  

市では、地域の歴史に着目した観光資源として、令和３年度に蔵波城の御城

印を販売開始しましたが、今回新たに「小坪館（おつぼだて）」と「川原井里

見城（かわはらいさとみじょう）」の２つの御城印を発行しました。  

ぜひ、御城印を片手に現地の散策をお楽しみいただき、袖ケ浦市の歴史に

想いを馳せてみてください。  

 

１  御城印とは  

  城の外観やゆかりのある城主、その家紋などをあしらったポストカードサ

イズの記念証であり、神社や寺院で、参拝後に押してもらう御朱印とは異な

り、登城・訪城に関わらず購入できます。  

 

２  販売開始日  

  令和４年７月２３日（土）  

 

３  販売価格  

  １枚３００円（税込）  

 

４  販売場所  

・（一社）袖ケ浦市観光協会（市役所内） 

※ 土日、休日を除く  

・ＦＡＲＭ ＣＯＵＲＴ袖ケ浦（袖ケ浦駅前１－３９－１２） 

・袖ケ浦公園  レストハウス菖蒲（飯富２３６０） 

・Ｙショップつるや（蔵波２６－１）  

・曹洞宗真光寺（川原井６３４） 

※ 観光協会以外の販売店の営業日は、各店舗により異なります。  

 

～集めよう！千葉県の御城印～  

「小坪館・川原井里見城の御城印」誕生 
９ 
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５  郵送販売  

新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、郵送での販売も行います。  

以下の２点をご用意いただき、観光協会まで郵送してください。  

（１）御城印代金分の郵便小為替  

（２）返信用封筒（宛先を記入し、必要額分の切手を貼付）  

購入枚数３枚まで ９４円切手を貼付  

購入枚数４枚以上 （一社）袖ケ浦市観光協会にお問い合わせください。  

 

６  標柱の場所  

御城印の発行に併せて、標柱を設置しました。  

なお、現地に駐車場はありません。周辺の駐車場の利用をお願いします。 

（１）小坪館  横田２４７０ 

（２）川原井里見城  川原井１１６０地先 

 

７  問合せ先  

（一社）袖ケ浦市観光協会  担当：大島  電話：０４３８(６２)３４３６  



一般社団法人袖ケ浦市観光協会一般社団法人袖ケ浦市観光協会

袖ケ浦市の
「御城印」
袖ケ浦市の
「御城印」

「御城印」とは

販売場所

城の外観やゆかりのある城主、その家紋などをあしらったポストカードサイズの
記念証であり、神社や寺院で、参拝後に押してもらう御朱印とは異なり、登城・訪城
に関わらず購入できます。

令和4年7月23日販売開始　1枚300円（税込）
〇 袖ケ浦市観光協会 （袖ケ浦市役所内）
〇 FARM COURT袖ケ浦 （袖ケ浦駅北口前）
〇 袖ケ浦公園　レストハウス菖蒲
〇 Yショップつるや （長浦駅北口前）
〇 曹洞宗真光寺 （袖ケ浦市川原井）
※詳しくは、袖ケ浦市観光協会事務局までお問い合わせください。 TEL：0438-62-3436TEL：0438-62-3436

©山城ガールむつみ
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本市では、「する」「みる」「ささえる」スポーツの推進のため、この度、「プ

ロ野球イースタン・リーグ公式戦」を誘致し、市民にプロ野球観戦の機会を提

供することにより、心豊かな人間形成、青少年の健全育成及び市内野球選手の

技術向上や、活気に満ちたまちづくりを目指します。  

 

１  主催・後援   

主催：袖ケ浦市スポーツ協会  

  後援：袖ケ浦市教育委員会  

  

２  日時  

  令和４年９月１１日(日)  開場：午前１１時３０分 

             試合開始：午後 １時００分  

 

３  場所   

袖ケ浦市営球場  

 

４  入場料  

 前売り券  当日券  

内野指定席  １，５００円  ２，０００円  

内野自由席  １, ０００円  １，５００円  

外野芝生席  
大人５００円  

小人２００円  

大人７００円  

小人３００円  

※就学前幼児は無料  

※小人は高校生まで  

 

５  前売り入場券  

  販売期間：７月１７日（日）～９月１０日（土）  

販売場所：袖ケ浦市営球場  

  販売時間：午前９時から午後６時まで  

～プロ野球イースタン・リーグ公式戦 in 袖ケ浦２０２２～ 

「千葉ロッテマリーンズ vs 横浜 DeNA ベイスターズ」開催  
10 
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６  大会実績（過去３年間）  

年 度 
平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

令和  

元年度  

市での  

大会回数  
第２９回 第３０回  第３１回 

観客数  １，８５５人 １，６１８人 ２，５４７人 

対戦チーム  

千葉ロッテ  

マリーンズ  

VS 

東京ヤクルト  

スワローズ  

千葉ロッテ  

マリーンズ  

VS 

東京ヤクルト  

スワローズ  

千葉ロッテ  

マリーンズ  

VS 

読売ジャイアンツ  

  ※令和２，３年度は中止  

 

７  問合せ先  

  袖ケ浦市社会教育関係団体連絡協議会  電話：０４３８（６２）３１３９  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度の大会の様子  

 


