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5 つの基本目標
生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる
活 気 に 満 ち、は つ ら つ とし た ま ち を つ くる

千葉県の北東部に位置する本市は、東京から 70km 圏にあ
り、成田国際空港に近接しています。市域北部に広がる丘陵
は、里山の自然が数多く残され、また、中央部の東西にかけ
ては市街地、南部には田園地帯が形成され、その端は九十九
里海岸に面しています。
豊かな自然の恵みの中で、縄文時代の遺跡や丸木舟が数多
く出土しているほか、天正年間には日蓮宗僧侶の学問所とし
て「飯高檀林」が開かれるなど、海とみどりの自然が織りなす、
歴史と文化の薫り高いまちとして発展してまいりました。
市町村合併から 10 年。地域の絆と結束力を糧に、次の 10 年、
さらにはその先の未来に向けて、一人ひとりがいきいきと暮

自 然 と 共 生 し、快 適 で 安 全 な ま ち を つ くる

らせる活力あるふるさとづくりを市民の皆様とともに進め

個 性 豊 か に 学 び、人々 が 輝 くま ち を つ くる

てまいります。

市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる

市制施行 10 周年を記念して発行しましたこの市勢要覧を
通じて、多くの皆様に匝瑳市の姿をご理解いただく一助とな
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〜季節の行事〜

Yasunori Ota

太田 安規 Mayor of Sosa City

Message from Mayor of Sosa City
Sosa City born on January 23, 2006 was able to greet 10th
anniversary for the municipal organization enforcement.
Sosa City located in the northeastern part of Chiba Prefecture is in
the 70 km away from Tokyo and approaches Narita International
Airport. There is a lot of nature in the hillside of the north area
and the urban district from east to west in the central part of Sosa
City and the rural area in the south. The edge of Sosa City faces
the Kujukuri Beach.
In rich blessings of nature a lot of remains and dugouts of the
Jomon period have been excavated. And during the Tensho era,
“Iidaka Danrin”, the school for priests of the Nichiren sect of
Buddhism, was opened. Therefore Sosa City is developing as a
highly valued city of history and culture with a beautiful sea and
green nature.
10 years have passed since the municipalities merged. I will push
forward the making of vigorous hometown that there is that each
one live for lively with citizen's with a local bond and unity power
for the future of there for next 10 years.
In celebration of Sosa City’s 10th anniversary, I hope that many
people understand and appreciate everything that Sosa City has
to offer.
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