
発刊にあたって

　この「匝瑳市くらしの便利帳」では、市民生

活に必要な行政情報、医療機関ガイドなどの

情報や、地震などの災害に対して市民の皆様

にぜひ知っておいていただきたい情報の他、

歴史や文化、地元産品、市内の見どころなど

の地域情報についても紹介しております。お

手元に置いていただき、日々の暮らしのガイ

ドとしてご活用いただければ幸いです。

　また、「匝瑳市くらしの便利帳」製作に当

たっては、本市と株式会社サイネックスとの

官民協働事業として取り組み、企業などの広

告を掲載させていただくことにより発刊す

ることができました。広告掲載にご協力いた

だきました企業・団体・商店主などの皆様に

深く感謝申し上げます。

　匝瑳市の特産で、“日本有数の
植木のまち”にふさわしい木です。
観賞用としても人気があり、市域
には生け垣が多く見られます。

　色鮮やかで子どもからお年寄
りまで癒される花です。「そうさ
チューリップ祭り」では毎年きれ
いなチューリップが見られます。

　身近で親しみやすく、鳴き声が
きれいな鳥です。鳴き始める季節
が早春であることから“春告鳥”と
も呼ばれます。

１　笑顔とあいさつの輪が広がるまち、匝瑳

１　美しい自然を大切にするまち、匝瑳

１　奉仕の心と思いやりのあるまち、匝瑳

１　教養と文化を高め、伝統を守るまち、匝瑳

１　元気で働き、活気に満ちたまち、匝瑳

　豊かな自然と文化にめぐまれた匝瑳市の発展と市民の
幸せを願い、市民憲章をさだめます。

～匝り集う人 と々瑳やかな自然のあるふるさと～
めぐ あざ

「海・みどり・ひとが はぐくむ
　　　　　活力あるまち　匝瑳市」

　海の波と緑の葉を表すデザイ
ンで匝瑳市の「匝」の字と、いきい
きした匝瑳市民を表し、匝瑳市が
シンボライズされています。橙色
は「活力」、緑色は「成長」、青色は
「未来」を表しています。

（平成18年5月14日制定）

だいだい
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いつでも
持ち歩ける
利便性

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

匝瑳市 くらしの便利帳が 電子書籍に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

無料
閲覧に伴う通信料

は

ご負担ください
ダウンロード方法や対応端末など
詳しくはこちら

Disaster prevention

災害に備えて
家族で防災会議を開きましょう
非常持ち出し品を用意しましょう

防災情報の収集・伝達など

地震が発生したら（発生時の行動チャート）
津波から身を守る
風水害に備えて
停電に備えて

避難の心得
指定避難所・指定緊急避難場所リスト

Sosa city guide 

匝瑳市の概要

匝瑳市マップ

市民協働のまちづくり

市内の公共交通機関を利用しよう！

笑顔がたくさん！匝瑳市の子育て環境

新たな魅力を発見！匝瑳市 八社参り

世界に誇る「匝瑳の植木」を知る 5つのポイント

 “まつりのまち”のイベント

まちの特産品とおいしいグルメ

発刊にあたって

匝 る瑳 やかな  わたしたちのまち
めぐ あざ

特集

業務・手続き・届け出

国民健康保険

国民年金

税金

健康

教育・保育・子育て支援

スポーツ

福祉

環境・住まい

農林水産業・商工業

広報・広聴／議会／選挙

相談

施設一覧

Administration guide index

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

Contents

Life guide index

匝瑳市 病院・医院ガイドマップ

匝瑳市 歯科医院ガイドマップ

一般社団法人 旭匝瑳医師会

一般社団法人 香取匝瑳歯科医師会

一般社団法人 旭匝瑳薬剤師会

匝瑳市商工会

リフォームの基礎知識

知っておきたい葬儀の流れ
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Disaster prevention

防災 災害はいつ起こるか分かりません。
被害を最小限に抑えるために、日頃から準備をしておきましょう。

災害に備えて

家族で防災会議を開きましょう

　火の始末をする係、電源（ブレーカー）
やガスの元栓を止める係、お年寄りの安
全確保をする係、持ち出す荷物の分担な
どを決めておきましょう。

　自宅から直近の避難所、学校や勤務先
からの避難所も全員で確認し、最終的に
落ち合える場所を決めましょう。家の周り
にある高い建物
や高台、避難経路
も普段から確認
しておくとよいで
しょう。

　家族の携帯電話や会社の電話番号な
どはメモして持ち歩き、安否の情報が伝
わるように話し合いましょう。親戚や知人
を連絡中継地にしたり、伝言ダイヤルを
利用する方法もあります。

　災害時避難所などが記されるとともに、防
犯や医療・福祉などの“日頃の備え”となる各
種情報を掲載しています。下記施設で配付し
ています。

市役所、野栄総合支所、生涯学習センター、市民
ふれあいセンター、八日市場ドーム、のさかア
リーナ、八日市場勤労青少年ホーム、八日市場公
民館、保健センター、そうさ観光物産センター匝
りの里、ふれあいパーク八日市場、匝瑳市民病院

　匝瑳市横芝光町消防組合の防災
メールを使い、登録者の携帯電話・
スマートフォン・パソコンへ、地震や
気象情報などの防災情報を配信し
ています。二次元コードより、事前に
登録をしておきましょう。

皆さんが、素早く安全に避難できるよ
う、災害時の避難場所、津波浸水想定
区域、土砂災害警戒
区域などの他、防災
に関する情報を掲
載したものです。　
市ホームページから
確認できます。

配布施設

非常持ち出し品を用意しましょう

　避難時に素早く持ち出せる「非常持ち出し品」をリュックなどに用意しておきましょう。
持ち出し品の重さの目安は、男性15kg・女性10kg程度です。

□ 飲料水3日分以上   
　（1人1日3リットルが目安）

□ 乾パン、缶詰など   
　（火を通さなくても食べられるもの）

□ あめ、チョコレートなど　　

□ 粉ミルク、離乳食

非常食品・飲料水

□ ばんそうこう　

□ ガーゼ、包帯、三角巾など

□ 傷薬、消毒薬、胃腸薬、解熱剤など

□ 持病のある人は常備薬など

□ 毛抜き、綿棒、爪切り、カミソリ、安全ピン

□ 体温計

救急医薬品・常備薬

□ 下着、セーター・ジャンパーなどの上着

□ レインコート

□ 軍手、手袋、靴下など

□ タオル

衣類など

□ティッシュペーパー、トイレットペーパー

□ ウェットティッシュ

□ ビニール袋（45リットル、90リットル
など大型のもの）

□ 洗面用具　　□ 簡易トイレ

□ 生理用品、紙おむつ、ほ乳瓶など

生活用品など

□ 懐中電灯・予備電池

□ 携帯ラジオ・予備電池

□ 防災頭巾・ヘルメット　　

□ 携帯電話・充電器

□ マッチ、ライター、ろうそく

□ ロープ　 □ ナイフ　 □ 筆記用具

その他

□ 現金（10円があると公衆電話で便利）
□ 預金通帳、印鑑　　
□ 運転免許証、被保険者証、権利証書など

貴重品

定期的なチェックを忘れずに！
　非常持ち出し品は、いつでも使えるように、定期的に点検し
ておきましょう。特に、食料品や飲料水の賞味期限は小まめに
チェックしましょう。
　事前に避難所までの道順を確認しておくなど、災害に備えて
定期的にチェックをしておきましょう。

01BOSAI

本庁 総務課・消防防災班   ☎0479-73-0084●問
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大雨注意報
洪水注意報など
《気象庁が発表》

災害への心構えを高めましょう
▶気象情報などの最新情報に注意するなど、災害への心構
えを高めましょう。

早期注意情報
《気象庁が発表》

避難行動の確認
▶避難に備え、ハザードマップなどで避難所やルートを確
認しましょう。

大雨注意報・
洪水注意報など
《気象庁が発表》

高齢者などは避難
▶避難に時間を要する人（高齢者や障がいのある人など）
とその支援者は避難しましょう。
▶それ以外の人は、避難準備をしましょう。

避難準備・高齢者等
避難開始

《市町村が発令》

全員避難
▶速やかに避難先へ避難しましょう。
▶避難場所までの移動が危険と思われる場合は、自宅内や
近くの安全な場所へ避難しましょう。

避難指示（緊急）
避難勧告

《市町村が発令》

命を守る最善の行動
▶すでに災害が発生している状況です。命を守るための最
善の行動を取りましょう。

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報、
大雨特別警報など

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報、
土砂災害警戒情報など

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報、
洪水警報など

災害発生情報
《市町村が発令》

　防災行政無線は、地震や火災などの災害情報を伝達し、
また、「市からのお知らせ」などの行政情報も放送します。

　携帯電話事業者では、気象庁から配信される「緊急地
震速報」や「津波警報」とともに、国・地方公共団体から配
信される「災害・避難情報」を該当する地域に一斉配信す
る緊急速報メールサービスの提供を行っています。

防災情報の収集・伝達など

「警戒レベル４（避難勧告）」発令時の防災行政無線放送の例

02BOSAI

放送がよく聞こえないときは
放送が時々途切れるなど、うまく受信で

きない場合は、建物の構造や周辺の環境な
どが電波に影響を与えている可能性があり
ます。受信機のアンテナを伸ばして設置場所を変えるなどの
方法を試してみてください。受信状況が改善されない場合
は、総務課（☎0479-73-0084）までご相談ください。

電池確認を忘れずに
　受信機は、停電時でも使用できるように乾電池が入れられ
ます。電池は定期的に確認し、古くなったもの（１年以上経過
したもの）は、早めに交換しましょう。

戸別受信機の貸し出し
　各家庭に確実に情報を届けられるよう、戸別受信機の貸し出
しを行っています。

対象
本市の住民基本台帳に記録されている世帯
台数
１世帯に付き１台（２世帯で同一建物に居住する場合も１台まで）
手続き窓口
市役所本庁 総務課

配信する情報

気象庁
緊急地震速報、津波警報（大津波警報を含む）、特別警報
国・地方公共団体
災害・避難情報（地震・台風など自然災害に対する警戒情報、
それに伴う避難勧告や避難指示など）

携帯電話の受信可否について
　お手持ちの携帯電話・スマートフォンが緊急速報メールを受
信できるかどうか、取扱説明書または販売店にご確認ください。

 問い合わせ先
NTTドコモ 0120-800-000（無料） 
au（KDDI）  0077-7-111（無料）
ソフトバンク 0800-919-0157（無料）

にアクセスし、伝言の登録・確認を行って
ください。

https://www.web171.jp/

をダイヤルし、ガイダンスに従い伝言の
録音・再生を行ってください。

災害用伝言板web171

災害用伝言ダイヤル171

1 7 1
電池の交換方法
❶電池の交換サインが出る。（電源ランプが赤・緑に交互点滅 
と放送終了後のアラーム音）

❷新しい電池に交換する。 （使用可能な電池：単１形・単２
形・単３形のどれか1種類）

❸電源スイッチを入れ直す。

　避難勧告などは、災害から身を守るため、危険度に応じて発令される情報です。避難勧告
などが発令された場合には、早めに避難所など安全な場所への避難を心掛けましょう。

「警戒レベル」を用いた避難勧告の発令
　国の「避難勧告等に関するガイドライン」に基づき、避難勧告は土砂災害や水害の危険が予想される
ときの行動を5段階で定めた「警戒レベル」を用いて発令を行います。

　「警戒レベル５」では、すでに災害が発生しています。「警戒レベル３」「警戒レベル４」の段階で、
安全・確実に避難しましょう。

警戒レベルの　　　段階区分５

これらは、住民が自主的
に避難行動をとるために
参考とする情報です。
《国土交通省、気象庁、
都道府県が発表》

こちらは、「ぼうさいそうさ」です。

市役所から警戒レベル４、避難勧告の発令についてお知らせします。

ただ今、匝瑳市に大雨による土砂災害警戒情報が発表されています。

土砂災害の危険性が高まっているため、□時□分に、○○地区に土砂災害に
関する警戒レベル４、避難勧告を発令しました。○○地区の方は、△△避難
所へ避難してください。

避難所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の
高いところに避難してください。

Disaster prevention 02

2020 Sosa City Guide Book 2020匝瑳市 くらしの便利帳8

防
災

〈 広 告 〉

２００６匝瑳市4(SG18)企画前半.indd   8 2020/06/26   16:15:16
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洪水注意報など
《気象庁が発表》

災害への心構えを高めましょう
▶気象情報などの最新情報に注意するなど、災害への心構
えを高めましょう。

早期注意情報
《気象庁が発表》

避難行動の確認
▶避難に備え、ハザードマップなどで避難所やルートを確
認しましょう。

大雨注意報・
洪水注意報など
《気象庁が発表》

高齢者などは避難
▶避難に時間を要する人（高齢者や障がいのある人など）
とその支援者は避難しましょう。
▶それ以外の人は、避難準備をしましょう。

避難準備・高齢者等
避難開始

《市町村が発令》

全員避難
▶速やかに避難先へ避難しましょう。
▶避難場所までの移動が危険と思われる場合は、自宅内や
近くの安全な場所へ避難しましょう。

避難指示（緊急）
避難勧告

《市町村が発令》

命を守る最善の行動
▶すでに災害が発生している状況です。命を守るための最
善の行動を取りましょう。

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報、
大雨特別警報など

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報、
土砂災害警戒情報など

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報、
洪水警報など

災害発生情報
《市町村が発令》

　防災行政無線は、地震や火災などの災害情報を伝達し、
また、「市からのお知らせ」などの行政情報も放送します。

　携帯電話事業者では、気象庁から配信される「緊急地
震速報」や「津波警報」とともに、国・地方公共団体から配
信される「災害・避難情報」を該当する地域に一斉配信す
る緊急速報メールサービスの提供を行っています。

防災情報の収集・伝達など

「警戒レベル４（避難勧告）」発令時の防災行政無線放送の例
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きない場合は、建物の構造や周辺の環境な
どが電波に影響を与えている可能性があり
ます。受信機のアンテナを伸ばして設置場所を変えるなどの
方法を試してみてください。受信状況が改善されない場合
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手続き窓口
市役所本庁 総務課
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緊急地震速報、津波警報（大津波警報を含む）、特別警報
国・地方公共団体
災害・避難情報（地震・台風など自然災害に対する警戒情報、
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都道府県が発表》
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停電に備えて

▶

➡➡➡

➡ ➡ ➡

火元を確認し、出火していた
ら初期消火しましょう。また、
家族の安全確認後、すぐ避
難できるように非常持ち出し
品などを準備しましょう。
※津波、山・崖崩れの危険が
予想される地域は身の安
全を確認してすぐ避難し
ましょう。

隣り近所の安全を確認し
ましょう。特に1人暮らし
の高齢者など要配慮者が
いる世帯には声掛け、安否
を確認しましょう。
※大きな地震の後には余震
が発生します。余震にも
注意しましょう。

電気火災を防ぐ
ため、電気のブ
レーカーを落と
しましょう。

隣り近所で協力し、消火・
救出活動を行いましょう。
併せて消防署へ通報しま
しょう。

災害発生から数日間は、生
活必需品を備蓄で賄うよう
にしましょう。災害情報、被
害情報を収集しましょう。

自主防災組織を中心に行動
し、集団生活のルールを守
り、助け合いながら生活し
ましょう。

テレビ・ラジオなどで災害情
報を確認しましょう。家屋
倒壊などの恐れがあれば避
難しましょう。避難の際、落
下物などに注意しましょう。
※通信が混雑(集中）するた
め携帯電話はなるべく使
わないようにしましょう。

机やテーブルなどの下へも
ぐり、自分の身を守りましょ
う。倒れてくる家具や落下
物に注意しましょう。ドアや
窓を開けて、逃げ道を確保
しましょう。

津波から身を守る

地震が発生したら（発生時の行動チャート）

03BOSAI

Disaster prevention 03

地震発生 3分 5分1 ～ 2分

避難生活では 10分～数時間 5 ～ 10分～ 3日くらい

津波は地震発生に伴い襲来するため、どのように行動するかを考えておくことは大切なことです。
日頃から「津波に対する心構え」を持ち、津波による被害から身を守りましょう。

津波警報と注意報の種類

風水害に備えて

　風水害は、事前にある程度予測できるとはいえ、台風などがもたらす大雨・強風の威力は計り知れません。
河川の増水・氾濫の恐れもあります。テレビ・ラジオなどで気象情報に十分注意し、万全の対策をとるようにしましょう。

大雨特別警報
（土砂災害・浸水害）

土砂災害警戒情報
記録的短時間大雨情報

大雨警報
（土砂災害・浸水害）

大雨注意報

大雨に関する気象情報

種類 発表の時期

大雨によって重大な災害が起こる恐れがあ
ると予想される
土砂災害の危険がさらに高まった
★直ちに命を守る行動を！

大雨によって災害が起こる恐れがあると予
想される

警報・注意報に先立って発表

大雨が続き、重大な災害が起こる危険性
が非常に高まった

やや強い雨 10mm以上20mm未満 地面一面に水たまり

強い雨 20mm以上30mm未満 傘をさしていても濡れる

激しい雨 30mm以上50mm未満 道路が川のように

非常に激しい雨 50mm以上80mm未満 傘が全く役に立たない。
猛烈な雨 80ｍｍ以上 視界不良。車の運転は危険

雨の強さと降り方 ※1時間の雨量

　市では、急傾斜地の崩壊（崖崩れ）による土砂災害の
危険性があります。
　土砂災害が発生すると、人命に関わる重大な被害をも
たらします。長雨や大雨のときに次のような現象を確認
したら、早めに避難しましょう。

●崖からの湧き水が濁る
●地下水や湧き水が止まる
●斜面のひび割れ、変形がある

急傾斜地崩壊の前兆現象

土砂災害
特別警戒区域
土砂災害警戒区域

　夜間に停電すると、出口が分からない、床の段差
やガラスの破片が見えないなど、とても危険です。
➡リビングや寝室などに懐中電灯や足元灯
を備えましょう

※足元灯の設置が難しい階段などには、   
蛍光テープを貼るのが有効です。

備え 安全に行動するためには1
　停電時は、テレビや携帯電話などを   
利用できない恐れがあります。
➡携帯ラジオや予備の電池を  
常備しておきましょう

※手動で充電できるラジオもあります。また、モバイル
バッテリーがあると安心です。

備え 災害情報を確保するためには2

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい
危害が生じる恐れがある区域のこと。

土砂災害警戒区域
土砂災害の恐れがある区
域のこと。

●小石が落ちてくる
●崖から音がする
●異様な匂いがする

災害時緊急連絡先

119番
火事・救急・救助
局番なし

110番
事件・事故
局番なし 118番

海の事件・事故
局番なし

通報は慌てずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！

種類 発表基準
発表される津波の高さ

想定される被害と取るべき行動数値での発表
（津波の高さ予想区分）

定性的表現
での発表

大津波警報
予想される津波の高さが高
い所で3ｍを超える場合。
特別警報

10m超（10ｍ＜予想高さ）
巨大

木造家屋が全壊流出し、人は津波による流
れに巻き込まれます。ただちに海岸や川沿い
から離れ、避難場所か高台など安全な所へ
避難してください。

10m（5ｍ＜予想高さ≦10m）
5m（3ｍ＜予想高さ≦5m）

津波警報
予想される津波の高さが高
い所で1ｍを超え、3ｍ以下の
場合。

3m（1ｍ＜予想高さ≦3m） 高い
標高の低い所では、浸水被害が発生します。
人は津波による流れに巻き込まれます。ただ
ちに海岸や川沿いから離れ、避難場所か高
台など安全な所へ避難してください。

津波注意報
予想される津波の高さが高
い所で0.2ｍ以上、1ｍ以下の
場合であって、津波による災
害の恐れがある場合。

3m（0.2ｍ≦予想高さ≦1m） 表記
しない

海の中にいる人は速い流れに巻き込まれ、ま
た、小型船舶が転覆します。ただちに海から
上がって、海岸から離れてください。
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停電に備えて

▶

➡➡➡

➡ ➡ ➡
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しましょう。
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併せて消防署へ通報しま
しょう。

災害発生から数日間は、生
活必需品を備蓄で賄うよう
にしましょう。災害情報、被
害情報を収集しましょう。

自主防災組織を中心に行動
し、集団生活のルールを守
り、助け合いながら生活し
ましょう。

テレビ・ラジオなどで災害情
報を確認しましょう。家屋
倒壊などの恐れがあれば避
難しましょう。避難の際、落
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地震が発生したら（発生時の行動チャート）

03BOSAI

Disaster prevention 03
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記録的短時間大雨情報

大雨警報
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大雨注意報

大雨に関する気象情報
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特別警戒区域
土砂災害警戒区域

　夜間に停電すると、出口が分からない、床の段差
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を備えましょう
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蛍光テープを貼るのが有効です。

備え 安全に行動するためには1
　停電時は、テレビや携帯電話などを   
利用できない恐れがあります。
➡携帯ラジオや予備の電池を  
常備しておきましょう

※手動で充電できるラジオもあります。また、モバイル
バッテリーがあると安心です。

備え 災害情報を確保するためには2

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい
危害が生じる恐れがある区域のこと。

土砂災害警戒区域
土砂災害の恐れがある区
域のこと。

●小石が落ちてくる
●崖から音がする
●異様な匂いがする

災害時緊急連絡先

119番
火事・救急・救助
局番なし

110番
事件・事故
局番なし 118番

海の事件・事故
局番なし

通報は慌てずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！
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　指定避難所（一次避難所）が災害などにより使用不能の
場合に使用します。

　災害対策基本法第49条の7に基づき、災害により家屋の
倒壊や消失などの被害を受けた人、または被害を受ける恐
れのある人が一定期間滞在する場所として、「指定避難所」
を指定しています。
　すべての指定避難所（一次避難所）が「指定緊急避難場
所」を兼ねています。

　災害対策基本法第49条の4に基づき、災害が発生し、ま
たは発生する恐れがある場合における避難のための施設
または 場所を、洪水、土砂災害、地 震および 津 波などと
いった異常な現象の種類ごとに、「指定緊急避難場所」と
して指定しています。
　指定緊急避難場所の一部が指定避難所（一次避難所）
を兼ねています。

指定避難所・指定緊急避難場所リスト避難の心得

04BOSAI

Disaster prevention 04

「罹災証明書」の発行
　災害により被害を受けたときは、住宅に限らず事業
所や農業用施設なども被災状況を記録しておくこと
が重要です。罹災証明書の発行だけでなく、復旧支
援事業などが創設された場合に被災状況を明確にす
る写真が必要となる可能性があるので、以下のことを
確認しておきましょう。
➡撮影日を明確にしておく。
➡被災箇所が分かるように撮影する。
※全体写真の他に、被災した箇所の部分写真など

災害時の避難は、普段通っている
道でも慎重に歩きましょう。

冠水した道路は足元が見えない
ため危険です。また、浸水してい
る場所では車が動かなくなるこ
とがありますので、車での避難は
やめましょう。

避難するときの荷物は最小限と
し、事前に準備しておきましょう。

避難所までの経路は、自分たちで
決めておき安全に通行できるかあ
らかじめ確認しておきましょう。

ラジオ・テレビによる最新の気象
情報、災害情報に注意し、市役所
や消防団から避難の呼び掛けが
あった場合には、速やかに避難し
ましょう。

水中で歩ける深さは、男性で
70cm、女性で50cmまでです。水
深が腰まであるようなら高い所で
救助を待ちましょう。

避難所が近くにない場合や避難
所への避難が困難になった場合、
近所の丈夫な建物の2階以上に
避難してくださ
い。住宅の2階部
分 でも状 況 に
よっては危険な
場合もあります。

お年寄りや子ども、病気の人、体
が不自由な人は、早めの避難が
必要です。近所の人は、避難に支
援が必要な人に協力しましょう。

匝瑳市公衆無線LAN

　災害時におけるインターネット接
続による情報伝達手段の確保や、平
常時における利便性向上のため、避
難所や市役所などで無料で利用で
きる公衆無線LAN（フリーWi-Fiス
ポット）の整備を進めています。利用
できる施設などの詳細は、市ホーム
ページよりご確認ください。

罹災証明書は、住宅などに被害があった場合、保険の請求や税の
減免などの手続きに必要となります。証明書の発行にあたり、自身で
被災状況の写真を被害の程度・箇所・範囲などが分かるように撮影
し、印刷したものを市役所へお持ちください。
※罹災証明申請書の受け付け後、数日後に証明書を発行します。
※証明する内容は、災害によって生じた被害に関する内容であり、

被害額について証明するものではありません。
※証明する内容に異議のある場合は、再検討や再調査を依頼する

ことができます。

り

我が家の災害時チェックリスト

備蓄品をチェックしましょう
備蓄品は、災害復旧までの数日間を自足できるように準備
しておくものです。災害後に取りに行けるよう、倉庫や車の
トランクなどに分けて備蓄しておくと便利です。

食料品

水（1人1日3リットルを3日分）

生活用品

その他

乾パン、缶詰、レトルト食品（ご飯・おかゆ）、インスタント食品（ラーメン・みそ汁）など

給水用ポリタンク、カセットコンロ、ティッシュペーパー、簡易トイレ、ビニール袋など

メモしておきましょう
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場合に使用します。
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倒壊や消失などの被害を受けた人、または被害を受ける恐
れのある人が一定期間滞在する場所として、「指定避難所」
を指定しています。
　すべての指定避難所（一次避難所）が「指定緊急避難場
所」を兼ねています。

　災害対策基本法第49条の4に基づき、災害が発生し、ま
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る写真が必要となる可能性があるので、以下のことを
確認しておきましょう。
➡撮影日を明確にしておく。
➡被災箇所が分かるように撮影する。
※全体写真の他に、被災した箇所の部分写真など

災害時の避難は、普段通っている
道でも慎重に歩きましょう。

冠水した道路は足元が見えない
ため危険です。また、浸水してい
る場所では車が動かなくなるこ
とがありますので、車での避難は
やめましょう。

避難するときの荷物は最小限と
し、事前に準備しておきましょう。

避難所までの経路は、自分たちで
決めておき安全に通行できるかあ
らかじめ確認しておきましょう。

ラジオ・テレビによる最新の気象
情報、災害情報に注意し、市役所
や消防団から避難の呼び掛けが
あった場合には、速やかに避難し
ましょう。

水中で歩ける深さは、男性で
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深が腰まであるようなら高い所で
救助を待ちましょう。
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近所の丈夫な建物の2階以上に
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減免などの手続きに必要となります。証明書の発行にあたり、自身で
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※証明する内容は、災害によって生じた被害に関する内容であり、

被害額について証明するものではありません。
※証明する内容に異議のある場合は、再検討や再調査を依頼する

ことができます。

り

我が家の災害時チェックリスト

備蓄品をチェックしましょう
備蓄品は、災害復旧までの数日間を自足できるように準備
しておくものです。災害後に取りに行けるよう、倉庫や車の
トランクなどに分けて備蓄しておくと便利です。

食料品

水（1人1日3リットルを3日分）

生活用品

その他

乾パン、缶詰、レトルト食品（ご飯・おかゆ）、インスタント食品（ラーメン・みそ汁）など

給水用ポリタンク、カセットコンロ、ティッシュペーパー、簡易トイレ、ビニール袋など

№ 地区 施設名 所在地

対象となる異常
な現象の種類

洪
水
崖
崩
れ
地
震

大
規
模
火
事

津
波

1 中央 八日市場
幼稚園

八日市場イ
2394番地 ○ ○ ○ ○

2 中央 八日市場
保育所

八日市場イ
2353番地1 ○ ○ ○ ○

3 中央 敬愛大学八日
市場高等学校

八日市場ロ
390番地 ○ ○ ○ ○

4 中央 匝瑳高等学校 八日市場イ
1630番地 ○ ○ ○ ○

5 中央 匝瑳市マザー
ズホーム

八日市場ホ
2016番地 ○ ○ ○ ○

6 中央 そうさ記念
公園

八日市場ハ
565番地1 ○ ○ ○ ○

7 豊栄 豊栄保育所 飯倉1615番地1 ○ ○ ○ ○
8 豊栄 鈴歌公園 飯倉台37番地1 ○ ○ ○ ○
9 豊栄 平台公園 飯倉台17番地 ○ ○ ○ ○

10 須賀 みどり平東
公園

みどり平
13番地2 ○ ○ ○ ○

11 須賀 みどり平西
公園 みどり平1番地2 ○ ○ ○ ○

12 匝瑳 山桑公園 山桑125番地 ○ ○ ○ ○
13 豊和 豊和保育所 大寺1428番地 ○ ○ ○ ○
14 吉田 吉田保育所 吉田4010番地4 ○ ○ ○ ○
15 平和 平和東公園 平木1487番地1 ○ ○ ○ ○

16 平和 市営
グラウンド

上谷中
2240番地8 ○ ○ ○ ○

17 椿海 椿海公園 椿969番地 ○ ○ ○ ○
18 野田 野田小学校 野手13034番地 ○ ○ ○ ○ ○

19 野田 野栄
ふれあい公園 今泉363番地 ○ ○ ○ ○ ○

№ 地区 施設名 所在地 電話番号 備考 Wi-Fi

1 中央 市民ふれあい
センター

八日市場ハ　
793番地35 73-0753 ○

2 中央 八日市場
小学校

八日市場イ　
2311番地 72-1238

3 中央 八日市場第二
中学校

八日市場イ　
1687番地 72-1375

4 中央 八日市場勤労
青少年ホーム

八日市場イ　
2030番地 73-4515 ○

5 豊栄 豊栄小学校 飯倉
1847番地 72-0531

6 須賀 須賀小学校 高1956番地 72-0476
7 匝瑳 旧匝瑳小学校 松山1122番地
8 豊和 豊和小学校 大寺

1492番地 74-0644

9 吉田 吉田小学校 吉田
4020番地 72-0674

10 飯高 飯高特別支援
学校

飯高
1692番地 70-5001

11 共興 共興小学校 東小笹
1160番地 72-4525 津波避難所

12 平和 平和小学校 平木1819番地 72-0414
13 平和 八日市場第一

中学校
上谷中
2270番地5 72-1185

14 椿海 椿海小学校 椿973番地 72-2353
15 野田 野栄中学校 今泉

5323番地3 67-2415 津波避難所
16 野田 生涯学習

センター
今泉
6489番地1 67-1264 津波避難所 ○

17 野田 のさか
アリーナ

今泉
6536番地 67-1263 ○

18 栄 栄小学校 栢田823番地 67-2311 津波避難所

№ 施設名 所在地 電話番号 Wi-Fi
1 八日市場ドーム 八日市場ハ793番地1 73-0021 ○
2 八日市場公民館 八日市場イ2402番地 72-0735 ○

№ 地区 施設名 所在地 収容人数 備考

1 野田 今泉浜津波
避難タワー

今泉
7942番地1 150人 鉄骨造

高さ8.7m

2 共興 長谷浜津波
避難タワー

長谷3397番
地220 100人 鉄骨造

高さ8.8m

3 栄 栄地区津波
避難タワー

栢田8572番
地1、2 100人 鉄骨造

高さ7.5m

（市外局番 0479）

（市外局番 0479）

2020 Sosa City Guide Book 2020匝瑳市 くらしの便利帳 13

防
災

２００６匝瑳市4(SG18)企画前半.indd   1 2020/06/25   11:48:00



　平成18年1月23日、八日市場市と野栄町が合併して「匝瑳市」が誕生しました。
　匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、東京からは70km圏、成田空港からは車で
約30分の距離にあります。市の中心部をJR総武本線と国道126号が東西に走り、
成田方面とは国道296号で結ばれています。
　市の総面積は、101.52㎢で、緑豊かな恵まれた自然と歴史のあるまちです。
　市の北部は、谷津田が入り組んだ複雑な地形の台地部となっており、里山の自
然が多く残されています。南部は、平坦地で市街地を除いてほとんどが田園地帯
となっており、白砂青松の続く九十九里海岸に面しています。
　気候は海洋性の温暖な気候で、年間平均気温は15度、東京周辺に比べると、夏涼
しく冬暖かい、とても過ごしやすい土地柄です。冬でもほとんど降雪は見られま
せん。

（令和2年4月末現在住民基本台帳人口）

18,051人17,790人

人口 35,841人

世帯数 14,662 世帯

千葉県

匝瑳市の概要
Profile of Sosa City 

匝瑳市

101.52㎢

匝瑳市の人口と世帯

名称の由来と歴

匝瑳を知る史跡　老尾神社

さふさごおり

おいお

　匝瑳は「匝瑳郡」と郡名で記され、930年代にまとめられ
た全国の国郡郷の中で、下総国11郡のうち、この匝瑳郡は
最大の18郷で成り立っていました。郷は地方行政の単位
で、18郷の一つ「匝瑳郷」は現在の老尾神社がまつられる
生尾周辺の地域と考えられています。

　匝瑳という地名は、現存のものでは、奈良東大寺正倉院
に伝わる庸調（朝廷に納めた特産物）に見られる天平13
（741）年の記録が最も古いとされています。

ようちょう

「匝瑳」の最古の記録

匝瑳を知る史跡　平木遺跡

およそ750年から800年代後半まで生活が営まれたとされる遺跡
が、昭和63（1988）年に発見されました。物部匝瑳氏が東北地方の
蝦夷征伐に活躍した時代とも重なり、物部匝瑳氏は政府の東北政
策を推進していたため、平木遺跡は、陸奥国（東北地方）進出の拠点
ではないかとみられています。

「匝瑳」の由来
　匝瑳という地名の由来は、平安時代前期の歴史書「続日本後紀」
によれば、5世紀の終わり頃から6世紀の初めにかけて、畿内（現在
の近畿地方）の豪族であった物部小事という人物が、坂東（現在の
関東地方）を征した勲功によって、朝廷から下総国の一部を与えら
れ、匝瑳郡とし、小事の子孫が物部匝瑳氏を名乗ったと伝えられて
います。

しょくにほんこうき

もののべのおごと ばんどう

もののべのそうさ

平木遺跡の所在地
（現在の県立八日市場特別
支援学校）
広報そうさ平成24年11月号
（匝瑳探訪（78））で紹介

「匝瑳」の語源
匝瑳の語源については、諸説あって定まっていませんが、発音での「さふさ」

という地名があり、「さ」は「狭」で美しい、「ふさ」は「布佐」で麻の意で、
“美しい麻のとれる土地”であったとする説や、「さ」は接頭語で、「ふさ」
は下総国11郡中で最大の郡であったことに由来するという説があります。
匝瑳は、「さふさ」に縁起のよい漢字を充てたものと考えられています。
　なお、漢和辞典によれば、漢字の「匝」は、訓読みで“匝る”と読み、一巡りし
て帰るという意味があり、「瑳」は、訓読みで“瑳やか”あるいは“瑳く”と読み、
鮮やかで美しいという意味があります。

めぐ

あざ みが
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堀川浜

至千葉

至香取

東総広域農道

松山庭園美術館

松山神社

匝瑳消防署野栄分署 のさか花の広場

天神山公園

飯高檀林跡

大浦花火大浦花火

妙長寺妙長寺

黄門桜

匝りの里

匝瑳警察署
匝瑳消防署

八重垣神社

山桑公園野球場

野栄ふれあい公園
のさかアリーナ

市民農園
ふれあい農園のさか

野手浜総合グラウンド

市民農園ふれあい農園飯塚

国保匝瑳市民病院

公民館・図書館
保健センター

そうさ記念公園

そうさぬくもりの郷

野栄総合支所

2

3

みどり平工業団地

匝 瑳 市 マップ

1

はP20～30で紹介している施設です。

八日市場ドーム
市民ふれあいセンター

匝瑳市役所

安久山のスダジイ

5

4

パークゴルフそうさ

匝 る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

黄門桜

そうさチューリップ祭り

2020 Sosa City Guide Book 2020匝瑳市 くらしの便利帳16

２００６匝瑳市4(SG18)企画前半.indd   16 2020/06/24   16:45: 7



45

49

30

48

74

114

56

105

104

299

122

16

106

296

126

至銚子

至成田

野手浜

九十
九里
ビー
チラ
イン

吉崎浜

堀川浜

至千葉

至香取

東総広域農道

松山庭園美術館

松山神社

匝瑳消防署野栄分署 のさか花の広場

天神山公園

飯高檀林跡

大浦花火大浦花火

妙長寺妙長寺

黄門桜

匝りの里

匝瑳警察署
匝瑳消防署

八重垣神社

山桑公園野球場

野栄ふれあい公園
のさかアリーナ

市民農園
ふれあい農園のさか

野手浜総合グラウンド

市民農園ふれあい農園飯塚

国保匝瑳市民病院

公民館・図書館
保健センター

そうさ記念公園

そうさぬくもりの郷

野栄総合支所

2

3

みどり平工業団地

匝 瑳 市 マップ

1

はP20～30で紹介している施設です。

八日市場ドーム
市民ふれあいセンター

匝瑳市役所

安久山のスダジイ

5

4

パークゴルフそうさ

匝 る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

黄門桜

そうさチューリップ祭り

2020 Sosa City Guide Book 2020匝瑳市 くらしの便利帳 17

匝
瑳
市
ガ
イ
ド

〈 広 告 〉

２００６匝瑳市4(SG18)企画前半.indd   17 2020/06/24   16:45:41



正しい手の
洗い方

ドアノブや電車のつり革などさま
ざまなものに触れることにより、
自分の手にもウイルスが付着して
いる可能性があります。外出先か
らの帰宅時や調理の前後、食事前
など小まめに手を洗います。

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、
石けんを付け、手のひらをよ
くこすります

手の甲を伸ばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

指の間を洗います

親指と手のひ
らをねじり洗
いします

手首も忘れずに洗います

公衆衛生の豆知識

１ ２ 3

4 5 6

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

▶新団体設立支援
　新たに協働の取り組みを行う団体を設立しようとする場合
▶団体ステップアップ支援
団体・地域・行政などとの協働につながったり、地域資源の発
掘や地域ブランドの創造につながったりする事業を行う場合

▶協働提案型
地域の課題解決や活性化を図る事業で、団体・地域・行政などが
協働して取り組もうとする場合

▶子どもまちづくり提案型
　子どもたち自身が企画し、自ら活動する事業に取り組もうとする
　場合

市内の公共交通機関を利用しよう！
市では、人口構造の変化や複雑化する地域課題の解決
に向けて、住民や団体などの多様な主体が連携し、それ
ぞれが持つ「知恵」と「ちから」を生かして協力する「協働」
のまちづくり を目指しています。

その他市内公共交通機関

　市内循環バスは、運転免許を持たない学生や
高齢者などの日常生活の交通手段を確保する
ためのコミュニティバスで、市内を全6路線で結
んでいます。

市内循環バス

市民協働のまちづくり
一つ上へ、進めよう！

合言葉 さうそ

創意と工夫で
生み出す
支え合う協働のまちづくりさ

う
そ

市民提案型事業

市民などが主体的に取り組む事業を募集し、優れた提案に対
して費用の一部を助成する「市民提案型事業制度」を設けてい
ます。

地域の課題解決に向け

少子高齢化、人口減少、価値観の多様化による地域の課題
や、市民ニーズの多様化・複雑化。これらの解決に向けて、さま
ざまな主体の積極的な関わりが重要になってきています。

　協働とは、「地域における多様な主体が地域におけるさまざ
まな課題を共有し、『自分ごと』として捉えつつ、一緒に知恵を絞
り、できることを持ち寄りながら、その解決に向けて連携・協力
して取り組んでいく」ことです。

協働って何？

例えばこんな協働のカタチがあります

3. 具体的な行動計画を話し合う

2. 解決に向けた取り組み

1. 課題

「それぞれがどのようなことができるか話し合う」

「認知症になっても安心して生活できる環境整備に取り組む」

「認知症になったら生活が不安だ」

課題が見えてきたら、その情報の発信や解決のため
に、さまざまな主体と対話し、連携し、思いを共有しなが
ら、できることを行動に移してみましょう。

　課題解決にはチャレンジと継続が大事
です。トライアル・アンド・エラーで失敗を恐
れず活動を続けていくことが重要です。

【行政・関係機関】【行政・関係機関】
▶見守り活動
▶声掛け活動
　など

【団体】

▶従業員の認知症
に対する理解を
深める活動

▶見守り活動 など

【企業・事業者】
▶人材育成
▶バックアップ体制
▶啓発活動 など

事業の種類

市民活動サポートセンター
　市民活動を支援する「市民活動サポートセンター」を
設置しています。ぜひご利用ください。

市役所本庁  環境生活課内
月～金曜日（祝日、年末年始除く）
8時30分～17時15分
0479-73-0088　　0479-72-1116☎

▶認知症に対す
る関心・理解

▶積極的な交流
など

【市民】

 運行日 月～土曜日（祝日、年末年始除く）
  運賃 １乗車 大人200円
  小中学生100円（小学生未満無料）
※運転経歴証明書を持っている人、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持って
いる人は１００円。

参考運賃
八日市場駅～ＪＲ成田駅　片道1,220円
運行問い合わせ
ジェイアールバス関東㈱東関東支店
☎0479-76-3760

路線バス（多古本線）
ＪＲ成田駅までの路線バス。多古台バス
ターミナルで、空港第２ターミナル、佐原駅
方面行きのバスの乗り換えも可能。 参考運賃

八日市場駅～東京駅　片道1,690円
運行問い合わせ
ＪＲ東日本お問い合わせセンター
☎050-2016-1600

鉄道（ＪＲ総武本線）
明治30年から続く、歴史ある路線。八日市
場駅～東京駅間は、特急列車で約90分。

参考運賃
匝瑳市役所～東京駅
片道2,200円 （交通系ＩＣカード：2,090円)
運行問い合わせ
千葉交通㈱成田営業所  ☎0479-22-0783

高速バス
匝瑳市と東京駅（日本橋口着・八重洲南口
発）を結びます。

　市内循環バスの利用が困難で、運転免許証を持たない75歳以上の
高齢者に対して、タクシー料金の一部を助成する「地域交通利用券」
を交付します。

地域交通利用券 使用できるタクシー会社
㈲八日市場タクシー、㈲ササモト、(有)干潟タクシー
申請窓口・問い合わせ
市役所本庁環境生活課　☎0479-73-0088
または野栄総合支所　☎0479-67-3111

路線バスや電車などの利用者が減少し、減便や廃線が生じています。
安心・安全で環境にも優しい公共交通機関を、ぜひ活用しましょう！

そうさ農業まつり

成田方面へ
東京方面へ

匝瑳市役所
市民病院

ふれあいパーク
八日市場

八日市場駅

飯倉駅

野栄
総合支所

循環バス
路線バス（多古本線）
高速バス
鉄道（JR総武本線）

公共交通機関　凡例

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ
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正しい手の
洗い方

ドアノブや電車のつり革などさま
ざまなものに触れることにより、
自分の手にもウイルスが付着して
いる可能性があります。外出先か
らの帰宅時や調理の前後、食事前
など小まめに手を洗います。

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、
石けんを付け、手のひらをよ
くこすります

手の甲を伸ばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

指の間を洗います

親指と手のひ
らをねじり洗
いします

手首も忘れずに洗います

公衆衛生の豆知識

１ ２ 3

4 5 6

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
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▶子どもまちづくり提案型
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　協働とは、「地域における多様な主体が地域におけるさまざ
まな課題を共有し、『自分ごと』として捉えつつ、一緒に知恵を絞
り、できることを持ち寄りながら、その解決に向けて連携・協力
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▶啓発活動 など

事業の種類

市民活動サポートセンター
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設置しています。ぜひご利用ください。

市役所本庁  環境生活課内
月～金曜日（祝日、年末年始除く）
8時30分～17時15分
0479-73-0088　　0479-72-1116☎

▶認知症に対す
る関心・理解

▶積極的な交流
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 運行日 月～土曜日（祝日、年末年始除く）
  運賃 １乗車 大人200円
  小中学生100円（小学生未満無料）
※運転経歴証明書を持っている人、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持って
いる人は１００円。

参考運賃
八日市場駅～ＪＲ成田駅　片道1,220円
運行問い合わせ
ジェイアールバス関東㈱東関東支店
☎0479-76-3760

路線バス（多古本線）
ＪＲ成田駅までの路線バス。多古台バス
ターミナルで、空港第２ターミナル、佐原駅
方面行きのバスの乗り換えも可能。 参考運賃

八日市場駅～東京駅　片道1,690円
運行問い合わせ
ＪＲ東日本お問い合わせセンター
☎050-2016-1600

鉄道（ＪＲ総武本線）
明治30年から続く、歴史ある路線。八日市
場駅～東京駅間は、特急列車で約90分。

参考運賃
匝瑳市役所～東京駅
片道2,200円 （交通系ＩＣカード：2,090円)
運行問い合わせ
千葉交通㈱成田営業所  ☎0479-22-0783

高速バス
匝瑳市と東京駅（日本橋口着・八重洲南口
発）を結びます。

　市内循環バスの利用が困難で、運転免許証を持たない75歳以上の
高齢者に対して、タクシー料金の一部を助成する「地域交通利用券」
を交付します。

地域交通利用券 使用できるタクシー会社
㈲八日市場タクシー、㈲ササモト、(有)干潟タクシー
申請窓口・問い合わせ
市役所本庁環境生活課　☎0479-73-0088
または野栄総合支所　☎0479-67-3111

う！
路線バスや電車などの利用者が減少し、減便や廃線が生じています。
安心・安全で環境にも優しい公共交通機関を、ぜひ活用しましょう！
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　地域で安心して子育てができるように、各種サービスの
紹介など、各家庭に合わせてサポートします。保健師などの
専門職が妊娠・出産・産後・子育てに関するさまざまな相談
に応じます。お気軽にご相談ください。

　子育て中の親子が自由に集い、遊びや情報交換ができる場所です。
旧八日市場幼稚園米倉分園内に「たんぽぽ」、野栄福祉センター内に
「つくし」を開設しています。子育てに関する相談も行っています。

笑
顔
が
た
く
さ
ん
！

  

匝
瑳
市
の
子
育
て
環
境

妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポート！

子育て親子の情報交換の場に！
子育て世代包括支援センターなないろ

　子育てに関する制度、市の
施設、相談窓口など幅広い
情報を紹介したガイドブック
です。福祉課の窓口などでも
配布しています。電子書籍で
もご確認頂けます。

アプリのおすすめ機能

子育て情報ツール

3歳くらいまで 
3歳

利用料無料 ¥

たんぽぽ つくし

つどいの広場

匝瑳市子育てガイドブック

子育て支援アプリ笑
市
で
は
、安
心
し
て
子
育
て
で
き
、「
匝
瑳
市
で
子
育
て
を
し
て

よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
や
取
り
組
み
を

行
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て
い
ま
す
。賢
く
利
用
し
て
、よ
り
充
実
し
た
子
育
て
ラ
イ
フ

を
送
り
ま
し
ょ
う
！

1
Map

2
Map

3
Map

家庭 子育て世代包括
支援センター

妊娠期 出産・産後 子育て期

▶なないろ［母子保健型］
（保健センター内）

▶福祉課［基本型］
　（市役所内）

関係機関
・市役所内の関係部署
・医療機関
・保育所、幼稚園など
・児童相談所　　
　　　　　　　  など

妊娠
・

出産
子どもの

健康
子育ての

悩み

保育所（園）
幼稚園

こども園

連携相談
面談・相談・支援

一時
預かり

　今泉6491番地1 
　（野栄福祉センター2階）
☎0479-67-3117
　火・水・木曜日 ※祝日除く
　９時～12時、13時～16時

　八日市場ホ2016番地  
　（旧八日市場幼稚園米倉分園）
☎0479-72-0122
月・水・金曜日、第1・第3土曜日 ※祝日除く

　９時～12時、13時～16時

・予防接種の接種状況や日頃の成長記録が登録
できます。
・お子さんの成長に合わせた情報が届きます。
・子育て支援などの情報が確認できます。

なないろ
八日市場イ2408番地1 保健センター2階　☎0479-73-7716
月～金曜日 8時30分から16時30分まで（祝日・年末年始除く）

　市の子育て支援情報、公共施設のマップ情報など、子育てに役立つ
情報が一つにまとまったアプリです。市ホームページの発信情報に関
連して、皆さんのお手元に情報をお届けします。ぜひご利用ください。

匝 る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

天神山公園の桜九十九里浜

2020 Sosa City Guide Book 2020匝瑳市 くらしの便利帳20

〈 広 告 〉

２００６匝瑳市4(SG18)企画前半.indd   20 2020/06/24   16:45:52



　地域で安心して子育てができるように、各種サービスの
紹介など、各家庭に合わせてサポートします。保健師などの
専門職が妊娠・出産・産後・子育てに関するさまざまな相談
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月・水・金曜日、第1・第3土曜日 ※祝日除く
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・予防接種の接種状況や日頃の成長記録が登録
できます。
・お子さんの成長に合わせた情報が届きます。
・子育て支援などの情報が確認できます。

なないろ
八日市場イ2408番地1 保健センター2階　☎0479-73-7716
月～金曜日 8時30分から16時30分まで（祝日・年末年始除く）

　市の子育て支援情報、公共施設のマップ情報など、子育てに役立つ
情報が一つにまとまったアプリです。市ホームページの発信情報に関
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八日市場駅

至 千
葉・東金

至 銚
子

天満宮

辯財天

猿田彦神社

八幡大神

村山稲荷神社

北面道祖神

三峯神社

八重垣神社

砂原郵便局

図書館・公民館

田町の池端

●
鶴泉堂

天神山の桜

池端のフジ

天神山

国道126号

A
B

C
D

E

F

G

H

そうさ観光物産センター
匝りの里

●

〶

匝瑳市 八社参り

新たな魅力を発見！

八社参り 長路コース

　「長路コース」は、短路コースのおよそ4倍、約4時間12
㎞を巡るコースです。のんびりとした田園や里山の風景、四
季折々の花が参加者の目を楽しませます。匝りの里で地図
付きのパンフレットを受け取り、スタンプを集めると完拝記
念に、八社の御朱印色紙と交換できます（1,000円）。

市内には、数多くの神社があります。
市中心部にある短路コースは、

約 1 時間半程で回れる易しいコースです。
健康のためのウォーキングコース

としても最適です。
新たなまちの魅力を発見できるかも？

八社参り 短路コース

手洗い石の奉納は1851年で、
神社も江戸時代後期には祭られて
いたとされています。

はちまんだいじん

さるた ひ こじんじゃ

八幡大神B

「砂原の
こうしん

庚申様」と呼ばれ、親しまれ
ています。1680年に建てられた庚申塔
は、市内で最も古いものです。砂原コ
ミュニティセンター敷地内にあります。

猿田彦神社A

　江戸時代の銚子街道
の道祖神の一つで横町
の鎮守です。1897年ごろ
に横町、本町、出羽宿の
賛同者により鳥居、

せ き し

石祠
をまつり「道祖神」として
建造されました。

北面道祖神D
　敷地内にある石碑に
「正一位 村山稲荷大明
神」と刻まれています
が、「村山」が何を意味
するのか、今もなお解
明されていません。

村山稲荷神社C
ほくめ んどうそじん

　平安時代初期の
すがわらのみちざね

菅原道真
を祭り、「学問の神」として信仰
されています。八日市場村の3
人が願主となり、1842年5月
に石祠を祭られました。

天満宮G
　田町池端の、かつて用水
に使用されたとみられる池
の太鼓橋を渡った先に祭ら
れています。水の守り神とし
て信仰された名残とされて
います。

辯財天H

　素戔嗚尊（スサノオノ
ミコト）をはじめとした
三神を祭っています。8
月には300年以上の歴
史をもつ祇園祭が開催
されます。

八重垣神社E

祇園祭については、P26

　八重垣神社の北側に祭ら
れています。火難よけ、盗難よ
けをはじめ、さまざまな災い
を防ぎ、良縁を結び、願い事を
かなえる神様として信仰され
ています。

三峯神社F

4種類のモデルコースを設定し、マキ塀が見事な「植木街道」
を通るルートや歴史スポットを巡るコースが完成しました。
詳しい案内は、そうさ観光物産センター匝りの里で行っています。
また、「レンタサイクル」も用意しています。

Column

匝瑳を満喫、サイクリングコース

そうさ観光物産センター匝りの里　☎0479-85-5015

歩くよりも効率よくスポット巡りしたい！

八社参りのパンフレットをは
じめ、市内の観光情報や特産
品を扱う物産販売コーナーが
あります。

店舗兼母屋と石倉
庫が登録有形文
化財です。

てんまんぐう べんざいてん

や え が き じ ん じ ゃ みつ みねじんじゃ

むらやまい なりじんじゃ

鼻と口の両方を確実に覆う ゴムひもを耳に掛ける 隙間がないよう鼻まで覆う

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

１ ２ 3

公衆衛生の豆知識

正しいマスクの着用
咳

エチケット

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを
使って、口や鼻を押さえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との
間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

公衆衛生の豆知識 出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成
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３つの咳エチケット 電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

とっさの時マスクが
ない時

せき

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ
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の鎮守です。1897年ごろ
に横町、本町、出羽宿の
賛同者により鳥居、
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石祠
をまつり「道祖神」として
建造されました。
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　敷地内にある石碑に
「正一位 村山稲荷大明
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が、「村山」が何を意味
するのか、今もなお解
明されていません。

村山稲荷神社C
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　平安時代初期の
すがわらのみちざね

菅原道真
を祭り、「学問の神」として信仰
されています。八日市場村の3
人が願主となり、1842年5月
に石祠を祭られました。

天満宮G
　田町池端の、かつて用水
に使用されたとみられる池
の太鼓橋を渡った先に祭ら
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て信仰された名残とされて
います。
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　素戔嗚尊（スサノオノ
ミコト）をはじめとした
三神を祭っています。8
月には300年以上の歴
史をもつ祇園祭が開催
されます。
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祇園祭については、P26

　八重垣神社の北側に祭ら
れています。火難よけ、盗難よ
けをはじめ、さまざまな災い
を防ぎ、良縁を結び、願い事を
かなえる神様として信仰され
ています。
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4種類のモデルコースを設定し、マキ塀が見事な「植木街道」
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使って、口や鼻を押さえることです。
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世界に誇る

黒潮の影響を受けた温暖な土地にある匝瑳市。全国でも有数の植木の
生産地として知られています。職人の誇りと伝統技術が評価を受け、海
外にも広く輸出されている「匝瑳の植木」を紹介します。

毎年5月に開催される植木の共進会
も兼ねた即売会。多彩な植木を市価よ
り安く購入することができます。

Column

匝瑳市植木まつり

生涯学習センター駐車場
　（野栄総合支所隣り）
☎0479-73-0089（市役所本庁産業振興課）

Point 

1111 ワールドワイドな植木

海外の品評会などでのPRや外国語版ガ
イドブックの作成など、多岐に渡る活動によ
り、国際的にも認知されるようになりまし
た。イタリアやオランダでは小・中型樹が「マ
クロ・ボンサイ」として親しまれています。

Point 

5555
千葉県に62人いる「千葉

県植木伝統樹芸士※」のうち、
半数以上を占める39人が匝
瑳市の生産者です。（令和2年
3月末現在）

伝統技術を受け継ぐ職人

Point 

4444
東京駅丸の内口にある、イヌマキ、クロマツ、サツキ、

ツツジなどには、匝瑳市からの植木が使われています。

東京駅前に匝瑳の植木

Point 

3333
市内のあちこちに見られ

る生け垣は「マキ塀」と呼ば
れ、防風林や砂塵よけとし
て手入れされています。最
大7mにもなるものもあり
ます。

よくみる生け垣の効果

Point 

2222
市内には約700戸の植木

生産業者がおり、栽培面
積、品種ともに日本屈指を
誇る匝瑳市。出荷額日本一※

の千葉県の65億円の半分
は、なんと匝瑳市が占めて
います。
※農林水産省「平成29年
花木等生産状況調査」花
木類計（出荷額）

 “植木のまち”と呼ばれる理由

※千葉県が認定する「伝統的
な植木造形技術と知識を
持った優秀な植木生産者」

植木を買うならココ！

八日市場植木組合展示即売所

　市役所隣りの展示即売所
では、大小さまざまな植木、
四季折々の花のほか造園材
料もそろいます。
　八日市場ハ793番地6
☎0479-72-1767

　施設内の花・植木見本園
で、手頃な値段でお買い求め
いただけます。

ふれあいパーク八日市場

　飯塚299番地2
☎0479-70-5080

5
Map

4
Map

５つのポイント

「匝瑳の植木」を知る

垣根用樹垣根用樹 下草樹下草樹

鉢植木・ポット苗鉢植木・ポット苗 庭園樹庭園樹

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ
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世界に誇る
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生産地として知られています。職人の誇りと伝統技術が評価を受け、海
外にも広く輸出されている「匝瑳の植木」を紹介します。

毎年5月に開催される植木の共進会
も兼ねた即売会。多彩な植木を市価よ
り安く購入することができます。

Column

匝瑳市植木まつり

生涯学習センター駐車場
　（野栄総合支所隣り）
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※千葉県が認定する「伝統的
な植木造形技術と知識を
持った優秀な植木生産者」

植木を買うならココ！

八日市場植木組合展示即売所

　市役所隣りの展示即売所
では、大小さまざまな植木、
四季折々の花のほか造園材
料もそろいます。
　八日市場ハ793番地6
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で、手頃な値段でお買い求め
いただけます。
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ユニフォームの大型専門店

匝瑳市八日市場ホ3161-1

ワークマン 八日市場店

TEL・FAX 0479-79-1080
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伝統行事 市民イベントカレンダー
ピックアップ 市民イベント

開催日 イベント名 場所 開催日 イベント名 場所

県または市の指定文化財

2日目の朝は、20基以上の神輿と
囃子連が次々に街に出ます。神輿が
連なり練り歩く場面が、この祭りの
醍醐味です。

2 神輿連合渡御

　全国でも珍しい女性だけで担ぐ
神輿渡御。祭り初日に、10基の女神
輿が繰り出されます。

4 女神輿
　御祭神は素戔嗚尊（スサノオノミ
コト）をはじめ三神を祭っています。
素戔嗚尊は縁結びの神様なので、
御利益も期待できそうです。

5 御祭神

　神輿の行列に冷水を浴びせ掛け
るのもこの祭りの特徴。巨大な水槽
にためた水を“どしゃ降り”のように
浴びせ掛ける場面もあります。

3 水掛け

祇園祭の起源は享禄３（1530）年に遡り、現在の祇園祭に近くなったのは
元禄10（1697）年ごろと言われています（写真は大正期に撮られたもの）。

1 祇園祭の歴史

1
2 3

4 5

匝瑳市最大の伝統神事
八重垣神社 祇園祭

そうさチューリップ祭り

　チューリップは匝瑳市の花。約6万本も
のチューリップが植えられている「のさか
花の広場」で、毎年開花時期に開催される
イベントです。

　子どもたちの「手作りたるみこし」やお囃
子のパレードなど、市民参加のイベントとし
て親しまれます。「よかっぺ」とは、この辺り
の方言で「良いだろう」という意味です。

よかっぺ祭り

　下帯一本姿の男衆が頭から水をかぶる
真冬の水垢離行。妙長寺の門前から水をか
ぶって、約500m離れた八坂神社まで行き、
無病息災・家内安全などを祈願します。

小高の裸参り

1月第1日曜日 山桑のオビシャ 稲荷神社（山桑区）
1月第1日曜日 六社大神の御歩射 六社大神
1月第2日曜日 栢田仁組獅子舞 稲荷神社（栢田区）
1月8日 十二所神社の例祭 十二所神社
成人の日の前夜 小高の裸参り 妙長寺
成人の日未明 金原の御奉謝 三社神社
1月15日 松山神社の筒粥神事 松山神社
1月15日 ひげなで三杯 稲生神社
2月1日 吉崎の御奉謝 星宮神社（吉崎区）
2月8日頃早朝 西小笹の子供御大般若 西小笹区
2月8日 中台の大珠数くり 竜性院
2月8日 飯倉新田の獅子舞 豊栄地区
2月8日 時曽根の大蛇まつり 時曽根区
2月初午の前夜 飯倉の篝炭 稲荷神社（飯倉区）
2月上旬 松峰神社の御奉射 松峰神社
4月第1日曜日 葦茅神社の祭礼 葦茅神社
4月上旬 チューリップ祭り のさか花の広場
4月13日 松山神社神楽 松山神社
5月上旬 ふじ祭 木積地区

ハリキリ戦隊
ソーサマンに会えるかも？

　「ハリキリ戦隊ソーサマン」は、市内のイベントに現れるご当地
ヒーローです。ソーサレッドは匝瑳市の平和を、ソーサブルーは
環境を、ソーサイエローは健康を守っています。

Column

“まつりのまち”のイベント

千葉県を代表する祭りの一つ、「八重垣神社祗園祭」。
祇園祭が行われる匝瑳市は、“まつりのまち”でも知られて
います。四季折々の伝統行事やイベントを紹介します。

そうさチューリップ祭り よかっぺ祭り 小高の裸参り

祗園祭がわかる 5 つのポイント

　300年以上の歴史を持つ、八重垣神社祇園祭は毎年8月4・5日に開催。
20基以上の神輿が笛・太鼓の軽快なお囃子に合わせ、「あんりゃどし
た！」の掛け声で市街を練り歩く姿を見ると、心が浮き立ちます。

みこし はやし

5月上旬 植木まつり 生涯学習センター駐車場
6月上旬 八雲神社宵宮祭 八雲神社（野手区）
6月15日（旧暦） 八坂神社祇園祭 八坂神社
7月下旬 のさかふれあい祭り さざんか広場
7月23・24日 愛宕神社祭礼 愛宕神社（八日市場ロ・富谷区）
7月25日夜 駒まね 八重垣神社
7月25日 市場まつり 本町通り
7月末の土・日 星宮神社祭礼 星宮神社（八日市場ハ・籠部田区）
8月4・5日 八重垣神社祇園祭 八重垣神社
8月14日 片子の盆綱 妙印寺
8月15日 大浦花火大会 堀之内区
10月第2日曜日 六社神社御神幸祭 野手区
10月第2日曜日 十二所神社御神幸祭 川辺区
10月第2日曜日 松山神社秋の大祭 松山神社
10月中旬 水神社秋の祭礼 水神社
10月第3日曜日 よかっぺ祭り 本町通り他
11月第2日曜日 農業まつり そうさ記念公園
（33年に1度） 内裏神社御神幸祭 野手区

匝 る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

市場まつり八坂神社 祇園祭金原の大篝
かがり
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伝統行事 市民イベントカレンダー
ピックアップ 市民イベント

開催日 イベント名 場所 開催日 イベント名 場所

県または市の指定文化財

2日目の朝は、20基以上の神輿と
囃子連が次々に街に出ます。神輿が
連なり練り歩く場面が、この祭りの
醍醐味です。

2 神輿連合渡御

　全国でも珍しい女性だけで担ぐ
神輿渡御。祭り初日に、10基の女神
輿が繰り出されます。

4 女神輿
　御祭神は素戔嗚尊（スサノオノミ
コト）をはじめ三神を祭っています。
素戔嗚尊は縁結びの神様なので、
御利益も期待できそうです。

5 御祭神
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にためた水を“どしゃ降り”のように
浴びせ掛ける場面もあります。

3 水掛け

祇園祭の起源は享禄３（1530）年に遡り、現在の祇園祭に近くなったのは
元禄10（1697）年ごろと言われています（写真は大正期に撮られたもの）。

1 祇園祭の歴史

1
2 3

4 5

匝瑳市最大の伝統神事
八重垣神社 祇園祭

そうさチューリップ祭り

　チューリップは匝瑳市の花。約6万本も
のチューリップが植えられている「のさか
花の広場」で、毎年開花時期に開催される
イベントです。

　子どもたちの「手作りたるみこし」やお囃
子のパレードなど、市民参加のイベントとし
て親しまれます。「よかっぺ」とは、この辺り
の方言で「良いだろう」という意味です。

よかっぺ祭り

　下帯一本姿の男衆が頭から水をかぶる
真冬の水垢離行。妙長寺の門前から水をか
ぶって、約500m離れた八坂神社まで行き、
無病息災・家内安全などを祈願します。

小高の裸参り

1月第1日曜日 山桑のオビシャ 稲荷神社（山桑区）
1月第1日曜日 六社大神の御歩射 六社大神
1月第2日曜日 栢田仁組獅子舞 稲荷神社（栢田区）
1月8日 十二所神社の例祭 十二所神社
成人の日の前夜 小高の裸参り 妙長寺
成人の日未明 金原の御奉謝 三社神社
1月15日 松山神社の筒粥神事 松山神社
1月15日 ひげなで三杯 稲生神社
2月1日 吉崎の御奉謝 星宮神社（吉崎区）
2月8日頃早朝 西小笹の子供御大般若 西小笹区
2月8日 中台の大珠数くり 竜性院
2月8日 飯倉新田の獅子舞 豊栄地区
2月8日 時曽根の大蛇まつり 時曽根区
2月初午の前夜 飯倉の篝炭 稲荷神社（飯倉区）
2月上旬 松峰神社の御奉射 松峰神社
4月第1日曜日 葦茅神社の祭礼 葦茅神社
4月上旬 チューリップ祭り のさか花の広場
4月13日 松山神社神楽 松山神社
5月上旬 ふじ祭 木積地区

ハリキリ戦隊
ソーサマンに会えるかも？

　「ハリキリ戦隊ソーサマン」は、市内のイベントに現れるご当地
ヒーローです。ソーサレッドは匝瑳市の平和を、ソーサブルーは
環境を、ソーサイエローは健康を守っています。

Column

“まつりのまち”のイベント

千葉県を代表する祭りの一つ、「八重垣神社祗園祭」。
祇園祭が行われる匝瑳市は、“まつりのまち”でも知られて
います。四季折々の伝統行事やイベントを紹介します。

そうさチューリップ祭り よかっぺ祭り 小高の裸参り

祗園祭がわかる 5 つのポイント

　300年以上の歴史を持つ、八重垣神社祇園祭は毎年8月4・5日に開催。
20基以上の神輿が笛・太鼓の軽快なお囃子に合わせ、「あんりゃどし
た！」の掛け声で市街を練り歩く姿を見ると、心が浮き立ちます。

みこし はやし

5月上旬 植木まつり 生涯学習センター駐車場
6月上旬 八雲神社宵宮祭 八雲神社（野手区）
6月15日（旧暦） 八坂神社祇園祭 八坂神社
7月下旬 のさかふれあい祭り さざんか広場
7月23・24日 愛宕神社祭礼 愛宕神社（八日市場ロ・富谷区）
7月25日夜 駒まね 八重垣神社
7月25日 市場まつり 本町通り
7月末の土・日 星宮神社祭礼 星宮神社（八日市場ハ・籠部田区）
8月4・5日 八重垣神社祇園祭 八重垣神社
8月14日 片子の盆綱 妙印寺
8月15日 大浦花火大会 堀之内区
10月第2日曜日 六社神社御神幸祭 野手区
10月第2日曜日 十二所神社御神幸祭 川辺区
10月第2日曜日 松山神社秋の大祭 松山神社
10月中旬 水神社秋の祭礼 水神社
10月第3日曜日 よかっぺ祭り 本町通り他
11月第2日曜日 農業まつり そうさ記念公園
（33年に1度） 内裏神社御神幸祭 野手区

匝 る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

市場まつり八坂神社 祇園祭金原の大篝
かがり
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地元の特産品は、手土産などにも喜ばれる品がそろっ
ています。匝瑳グルメは、豊かな大地で育った作物や
獲れたての魚介を使用しています。旬の味を楽しんで
みませんか？

まちの特産品とおいしいグルメ

匝瑳の特産品 　通常の倍の栽培期間を経
て真っ赤に熟した栄養満点
のピーマンです。完熟するこ
とにより栄養が豊富になり、
苦味が消えて甘くフルー
ティーです。

赤ピーマン

国道296号沿いにはイ
チゴ販売店が多く並びま
す。市内には養液栽培を導
入した農家がいるほど、栽
培研究が進んでいます。

イチゴ

一年を通して出荷するため、季節
に合わせて最適なタイミングで収穫
できるよう改良が加えられたトマ
ト。低カロリーで栄養も豊富です。

トマト

九十九里浜の名物「焼きハマ」。新鮮で肉
厚、ジューシーな“ハマグリ”は、本市の海岸
線の商店で手に入ります。

ハマグリ

　昔から親しまれてきたふるさとの味・アジ！
新鮮なアジを使った「タタキ」はもちろん、刺身
やフライなども絶品です。

アジ

　匝瑳市は米どころとして有名。ふれあいパー
ク八日市場では毎年「新米まつり」を開催し、
おいしい匝瑳市産米のPRをしています。

お米

　周囲約30cm、長さ1ｍの
特大ゴボウでなんと日本一
の大きさ。毎年、成田山新勝
寺にのみ奉納され、精進料
理に使われています。

大浦ごぼう

脂肪がきめ細やかで風味がよく、柔らかい
肉質が特徴です。「安全・安心で高品質な牛
肉」をスローガンに育てられています。

千葉若潮牛

ハリストス須賀正教会

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ
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お米にこだわったおふくろの味

｢せいこの太巻き寿し｣

塚本フーズ(代表者:塚本誠子)
Tel/Fax 0479-73-0611

匝瑳市横須賀2355
毎月第3火曜日定休
予約もお受けします

わが家で栽培したコシヒカリと
ツキミモチを丹精込めて加工しています｡
お寿しは､ボリューム感のある
卵巻きとちょっと甘めの
すし飯が素朴な味わいと
好評をいただいてます｡
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地元の特産品は、手土産などにも喜ばれる品がそろっ
ています。匝瑳グルメは、豊かな大地で育った作物や
獲れたての魚介を使用しています。旬の味を楽しんで
みませんか？

まちの特産品とおいしいグルメ

匝瑳の特産品 　通常の倍の栽培期間を経
て真っ赤に熟した栄養満点
のピーマンです。完熟するこ
とにより栄養が豊富になり、
苦味が消えて甘くフルー
ティーです。

赤ピーマン

国道296号沿いにはイ
チゴ販売店が多く並びま
す。市内には養液栽培を導
入した農家がいるほど、栽
培研究が進んでいます。

イチゴ

一年を通して出荷するため、季節
に合わせて最適なタイミングで収穫
できるよう改良が加えられたトマ
ト。低カロリーで栄養も豊富です。

トマト

九十九里浜の名物「焼きハマ」。新鮮で肉
厚、ジューシーな“ハマグリ”は、本市の海岸
線の商店で手に入ります。

ハマグリ

　昔から親しまれてきたふるさとの味・アジ！
新鮮なアジを使った「タタキ」はもちろん、刺身
やフライなども絶品です。

アジ

　匝瑳市は米どころとして有名。ふれあいパー
ク八日市場では毎年「新米まつり」を開催し、
おいしい匝瑳市産米のPRをしています。

お米

　周囲約30cm、長さ1ｍの
特大ゴボウでなんと日本一
の大きさ。毎年、成田山新勝
寺にのみ奉納され、精進料
理に使われています。

大浦ごぼう

脂肪がきめ細やかで風味がよく、柔らかい
肉質が特徴です。「安全・安心で高品質な牛
肉」をスローガンに育てられています。

千葉若潮牛

ハリストス須賀正教会

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ
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業務・手続き・届け出

国民健康保険

国民年金

税金

健康

教育・保育・子育て支援

スポーツ

32

40

43

46

55

65

72

就学支援（就園支援）／幼稚園・認定こ
ども園紹介／市立学校紹介／放課後児
童クラブ／家庭教育・体験教室など／
学校給食／子育て支援

スポーツ

子どもの健康／子ども医療費の助成／
予防接種など／健康診査・検診／
医療機関（医科）／その他

税務証明／市県民税／固定資産税／
その他の税／市税などの減免について
／市税などの納付方法

国民年金

国民健康保険／国保の給付

市役所の業務・市の主な施設／
住民登録（住民票）／戸籍の届け出／
印鑑登録／各種証明の発行

おせん様のふじ祭

匝瑳市ホームページ
に

バナー広告を掲載し
ませんか？

　市のホームページは、2019年4月に全面リニューアル
しました。新しいホームページで会社や店舗の宣伝をし
てみませんか？お得な割引制度などもあり
ます。広告掲載に関する詳細は市ホーム
ページをご確認ください。

4月～翌年3月（1月単位）

1枠 10,000円（月額）
掲載料金

掲載期間

秘書課広報広聴班
℡.0479-73-0080  Ｆax.0479-72-1114

申し込み・問い合せ

行
政
ガ
イ
ド
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

福祉

環境・住まい

農林水産業・商工業

広報・広聴／議会／選挙

相談

施設一覧

73

83

94

96

98

100

各種相談／消費生活センター／
消費生活出前講座

広報・広聴／議会／選挙

農林水産業／商工業／農業委員会

ごみ処理・リサイクル／環境／道路・水路／
水道／動物・ペット／空き家対策／市営住宅／
住宅の建築など／防犯対策／火葬・葬儀

地域福祉／高齢者福祉／
介護保険／地域包括支援センター／
後期高齢者医療制度／
障がい者（児）・難病療養者等福祉／
低所得者の福祉

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

● 産業振興課　☎73-0089問

海めし街道 ふれあいパーク
八日市場　九十九里ビーチライン

（県道飯岡一宮線）沿いに
は安くて新鮮、多彩な海鮮
を出す店がいっぱい。知ら
なきゃ損するレベルです！

　地元産農産物を多数
取り扱う人気店。店内に
は旬の野菜を使った天ぷ
らなどを味わえるレスト
ランもあります。

　市内の優れた商品を募集し、厳正な審査を経た
ものを「匝瑳の逸品」として認定しています。
　高品質で魅力あふれる秀逸の品を紹介します。

匝瑳の逸品

新鮮な魚介から郷土の味まで、匝瑳市の旬の味が食べられます！

匝瑳のグルメ

手作りのお店たまご屋さんプリン
＜販売者：九十九里ファーム
手作りのお店たまご屋さん＞

あおい海みどりの里の
手作りたまご（鶏卵）
＜販売者：㈲九十九里ファーム＞

千葉若潮牛（牛肉）
＜販売者：そうさ若潮牛振興協議会＞

堀川みそ
＜販売者：(農)堀川西営農組合＞

ネギ

赤ピーマン

匝瑳の舞（お米）
＜販売者：㈱アグリ匝瑳＞

赤ピーマン調味料
（ドレッシング・タレ・ソース）
＜販売者：匝瑳市商工会＞

お米（コシヒカリ）
＜生産者：金杉勝城さん＞

平左衛門（醤油)
＜販売者：タイヘイ㈱＞

ほのぼのみそ
＜販売者：JAちばみどり婦留里館＞

落花せんべい
＜販売者：鶴泉堂＞

初夢漬（和菓子）
＜販売者：鶴泉堂＞

おしゃべりみそ
＜販売者：みやもと山＞

匝瑳の植木

木積の箕
＜販売者：木積箕づくり保存会＞

マキの苗木
＜販売者：川口京子さん＞
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業務・手続き・届け出

国民健康保険

国民年金

税金

健康

教育・保育・子育て支援

スポーツ

32

40

43

46

55

65

72

就学支援（就園支援）／幼稚園・認定こ
ども園紹介／市立学校紹介／放課後児
童クラブ／家庭教育・体験教室など／
学校給食／子育て支援

スポーツ

子どもの健康／子ども医療費の助成／
予防接種など／健康診査・検診／
医療機関（医科）／その他

税務証明／市県民税／固定資産税／
その他の税／市税などの減免について
／市税などの納付方法

国民年金

国民健康保険／国保の給付

市役所の業務・市の主な施設／
住民登録（住民票）／戸籍の届け出／
印鑑登録／各種証明の発行

おせん様のふじ祭

匝瑳市ホームページ
に

バナー広告を掲載し
ませんか？

　市のホームページは、2019年4月に全面リニューアル
しました。新しいホームページで会社や店舗の宣伝をし
てみませんか？お得な割引制度などもあり
ます。広告掲載に関する詳細は市ホーム
ページをご確認ください。

4月～翌年3月（1月単位）

1枠 10,000円（月額）
掲載料金

掲載期間

秘書課広報広聴班
℡.0479-73-0080  Ｆax.0479-72-1114

申し込み・問い合せ

行
政
ガ
イ
ド
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

福祉

環境・住まい

農林水産業・商工業

広報・広聴／議会／選挙

相談

施設一覧

73

83

94

96

98

100

各種相談／消費生活センター／
消費生活出前講座

広報・広聴／議会／選挙

農林水産業／商工業／農業委員会

ごみ処理・リサイクル／環境／道路・水路／
水道／動物・ペット／空き家対策／市営住宅／
住宅の建築など／防犯対策／火葬・葬儀

地域福祉／高齢者福祉／
介護保険／地域包括支援センター／
後期高齢者医療制度／
障がい者（児）・難病療養者等福祉／
低所得者の福祉

匝る瑳 やかな 

わたしたちのまち

めぐ あざ

● 産業振興課　☎73-0089問

海めし街道 ふれあいパーク
八日市場　九十九里ビーチライン

（県道飯岡一宮線）沿いに
は安くて新鮮、多彩な海鮮
を出す店がいっぱい。知ら
なきゃ損するレベルです！

　地元産農産物を多数
取り扱う人気店。店内に
は旬の野菜を使った天ぷ
らなどを味わえるレスト
ランもあります。

　市内の優れた商品を募集し、厳正な審査を経た
ものを「匝瑳の逸品」として認定しています。
　高品質で魅力あふれる秀逸の品を紹介します。

匝瑳の逸品

新鮮な魚介から郷土の味まで、匝瑳市の旬の味が食べられます！

匝瑳のグルメ

手作りのお店たまご屋さんプリン
＜販売者：九十九里ファーム
手作りのお店たまご屋さん＞

あおい海みどりの里の
手作りたまご（鶏卵）
＜販売者：㈲九十九里ファーム＞

千葉若潮牛（牛肉）
＜販売者：そうさ若潮牛振興協議会＞

堀川みそ
＜販売者：(農)堀川西営農組合＞

ネギ

赤ピーマン

匝瑳の舞（お米）
＜販売者：㈱アグリ匝瑳＞

赤ピーマン調味料
（ドレッシング・タレ・ソース）
＜販売者：匝瑳市商工会＞

お米（コシヒカリ）
＜生産者：金杉勝城さん＞

平左衛門（醤油)
＜販売者：タイヘイ㈱＞

ほのぼのみそ
＜販売者：JAちばみどり婦留里館＞

落花せんべい
＜販売者：鶴泉堂＞

初夢漬（和菓子）
＜販売者：鶴泉堂＞

おしゃべりみそ
＜販売者：みやもと山＞

匝瑳の植木

木積の箕
＜販売者：木積箕づくり保存会＞

マキの苗木
＜販売者：川口京子さん＞
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