
南房総市定例記者会見 

 

日時 平成２９年８月２９日（火） 

午前１０時３０分 

場所 市役所本庁舎 本館 応接室 

 

 

【会見項目】 

 

（１）南房総市議会第３回定例会を招集【Ｐ１】 

 

（２）例規集を紙本からタブレットに変更【Ｐ２】 

 

（３）婚活イベント「よめこい Beach Side Party」開催【Ｐ３】 

 

（４）二地域居住推進イベント「南房総ロゲイニング 2017」開催【Ｐ５】 

 

（５）千葉県建築士事務所協会 安房支部と災害時協定【Ｐ８】 

 

（６）ふる里学舎和田浦に千葉県知事感謝状【Ｐ１１】 

 

（７）第４６回南房総市ロードレース千倉【Ｐ１３】 

 

（８）流通拠点施設の指定管理者を募集【Ｐ１４】 

 

 

【その他 資料提供】 

 

   ９月行事およびイベント情報 

 

 

 

 

南房総市総務部秘書広報課 

TEL0470-33-1002・FAX0470-20-4591  



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№１ 

南房総市議会第３回定例会を招集 
 

 今定例会には、報告案件３件、承認案件１件、条例議案７件、一般議案５件、予算

議案３件、決算認定９件、諮問案件１件の計２９件の案件を提出いたします。 

「平成２８年度南房総市一般会計歳入歳出決算」につきましては、歳入総額２３０

億９，７６６万５，８６７円、歳出総額２２１億６，１５５万９，９５８円となりま

した。 

 「平成２９年度南房総市一般会計補正予算（第３号）」につきましては、平成２９年

８月１日の豪雨により被災した、林道貝沢(かいざわ)線の災害復旧費で、早急な予算

措置が必要となったため、専決処分をしたものです。 

 「平成２９年度南房総市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、一層のふる

さと納税推進のため、新規ポータルサイト、代行サービスを開設するとともに、老朽

化が進んでいる各道の駅の改修計画策定のため、業務委託料を計上したものです。 

また、国や県の補助事業の事業採択等に伴う補正や職員の早期退職・人事異動に伴

う人件費の補正、元気なまちづくり基金運用益の積立、事業精算に伴う国県費返還金

の追加などが主な内容です。 

 条例議案では、農業委員会等に関する法律の改正に伴う「南房総市農業委員会委員

及び農地利用最適化推進委員定数条例の制定について」や、平成３０年４月１日より

水道料金の改定等を行う「南房総市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を提出いたします。 

 なお、その他提出議案につきましては、配付いたしました資料をご覧ください。 

 

                                        

【参考情報】 

【問い合わせ】 

南房総市 総務部 総務課 総務グループ  担当者：平嶋・井野 
電話：０４７０－３３－１０２１   ＦＡＸ：０４７０－２０－４５９８ 
ｅ-mailアドレス：somu@city.minamiboso.lg.jp 
 



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№２ 

例規集を紙本からタブレットに変更 
 

 市では、経費削減の観点から紙媒体の例規集を廃止しました。これにより年間約１

２０万円の経費削減が見込まれます。 

 一方で、議会における例規集の更なる活用を図るため、執行部を含む議会出席者に

例規集を登載したタブレット３５台を配付することとしました。導入経費に約１４０

万円がかかっておりますが、タブレットの更新期間を５年としても毎年度９０万円程

度の経費削減効果と情報の活用促進効果を期待することができます。 

 また、９月定例会初日の本会議散会後に、議場において操作説明会を実施する予定

です。 

 今後も庁内会議での資料のペーパーレス化など、更なる利活用方法を検討してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

【参考情報】 

【問い合わせ】 

南房総市 総務部 総務課 総務グループ  担当者：平嶋・根本 
電話：０４７０－３３－１０２１   ＦＡＸ：０４７０－２０－４５９８ 
ｅ-mailアドレス：somu@city.minamiboso.lg.jp 
 



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№３ 

「よめこい Beach Side Party」婚活イベント開催 
～都会の喧噪から離れて、ゆったりとした時が流れる 

海山に抱かれた南房総で素敵な出会いを見つけてみませんか～ 
 

市では、少子化による人口減少を少しでも克服し、活力ある南房総市の実現に向け、

南房総市婚活支援事業に取り組んでいます。 

 お見合い回転ずしや BBQ、海岸の散策、みんなでケーキ作り体験、ティータイムフ

リートーク、ビンゴ大会などによる交流を通じて、出会いの場を演出します。 

 

○主 催   南房総市内房商工会・南房総市 

○協 力   南房総市内房商工会青年部・富山地域づくり協議会「ふらっと」 

○開催日   平成２９年１０年９日（月・祝） 

○募集対象  女性：独身の方  男性：市内在住・在勤の独身の方 

○募集人数  男女各２０名（最低催行各１０名・応募者多数の場合抽選） 

○募集期間  ９月２９日（金）まで 

○参加費   女性３，０００円 男性５，０００円 

○集合場所  民宿ごんべえ（南房総市久枝 769） 

○申込方法  電話またはホームページフォームよりメール 

【申込み・問合せ】南房総市内房商工会  

    電話 0470－33－2257  http://uchiboseinen.web.fc2.com/index.htm 

                                        

【参考情報】婚活イベントチラシ 

【問い合わせ】 

南房総市 総務部 企画財政課 総合政策係  担当者：佐藤 
電話：0470-33-1001 ＦＡＸ：0470-20-4598 
ｅ-mailアドレス：kikakuzaisei@city.minamiboso.lg.jp  
 

http://uchiboseinen.web.fc2.com/index.htm
mailto:kikakuzaisei@city.minamiboso.lg.jp


 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№４ 

二地域居住推進ｲﾍﾞﾝﾄ「南房総ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ 2017」開催 
 

市では、人口減少に歯止めをかける手段として移住定住を推進しております。最近

は、都市部との交通アクセス向上により平日は都市部で働き、週末は自然豊かな南房

総で暮らすという二地域居住というライフスタイルも注目されてきております。 

 このたび、南房総市二地域居住推進事業を受託した NPO 法人南房総リパブリックが

企画運営するイベントとして、親子で平群地区の魅力を発見・体験する「南房総ロゲ

イニング 2017」を開催します。子どもから大人までそれぞれの楽しみ方ができるロゲ

イニングで、南房総の里山を巡ってみませんか？ゴール後は、南房総の地のものを味

わえる出店もありますので、お楽しみに。 

○主催   南房総市  ○企画運営 NPO法人南房総リパブリック 

○開催日  平成２９年１０年１５日（日）８：４５～１５：３０ 

○開催場所 旧平群小学校 

○競技時間 ５時間の部 9:30～14:30 ３時間の部 10:30～13:30 

○定員   ４０組   ○部門 一般、ファミリー 

○参加費  南房総市民の方：一般 1,000円、中学生以下 500円 

 南房総市民ではない方：一般 3,000円、中学生以下 2,000円※未就学児は無料です。 

○申込方法 市民の方は、info@mb-republic.com 宛へメールしてください。 

記載内容は、①チーム名②選択するコース（５時間コースもしくは３時間コース）

③参加者情報（全員分）：名前、年齢（学年）、電話番号、住所、メールアドレス。 

市民ではない方は、https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71869 から登録。 

○チーム編成 １チームは２～５名です。ファミリーチームは、中学生以下１名以上 

かつ、大人とあわせて５名以内とします。小学生、中学生のみでの参加は不可。 

○持ち物 デジタルカメラ、保険証、弁当・飲物、コンパス（方位磁針）、携帯電話、 

筆記用具 

                                        

【参考情報】イベントチラシ 

【問い合わせ】 

南房総市 総務部 企画財政課 総合政策係  担当者：佐藤 
電話：0470-33-1001 ＦＡＸ：0470-20-4598 ｅ-mail アドレス：kikakuzaisei@city.minamiboso.lg.jp  

mailto:info@mb-republic.com
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71869
mailto:kikakuzaisei@city.minamiboso.lg.jp


 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№５ 

千葉県建築士事務所協会 安房支部と災害時協定 
 

南房総市と千葉県建築士事務所協会 安房支部は、防災の日（９月１日）を前にした

８月２９日（火）、地震災害時の「被災建築物応急危険度判定業務の実施協力に関する

協定」を市役所で締結します。 

 大規模な地震災害が発生した場合、迅速かつ円滑に応急対策活動を行うためには、

災害対策本部となる建物や避難施設等が使用できるか、速やかに応急危険度判定を実

施することが不可欠です。 

 千葉県建築士事務所協会 安房支部と協定を結ぶことにより、円滑な判定活動が可能

となり、避難所等での人命にかかわる二次的災害を防止できるものと考えています。 

今後も市では、的確に応急対策や災害復旧を実施できるよう、民間事業者との連携

を深めつつ、災害に強いまちづくりを推進していきます。 

 

 

【公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 安房支部】 

建築士２５名（Ｈ29.5.26 時点）が所属。会員相互の研鑽や資質向上、地域貢献を

目的に掲げ、住まい無料相談会の開催等、安房地域で継続的な活動を行っています。 

                                        

【参考情報】概要書、協定書（写） 

【問い合わせ】 

南房総市 建設環境部 管理課 建築住宅係  担当者：稲葉 
電話：0470-33-1102 ＦＡＸ：0470-20-4597 
ｅ-mailアドレス：kensetsu-kanri@city.minamiboso.lg.jp 



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№６ 

ふる里学舎和田浦に千葉県知事感謝状 
 

平成２９年度道路功労者表彰式が８月２９日（木）三井ガーデンホテル千葉で行わ

れ、道路愛護思想の普及及び維持管理に関して顕著な功績があったとして、社会福祉

法人 佑啓会 ふる里学舎 和田浦（理事長 里見吉英・会員数 139 名）に、千葉県

知事感謝状が授与されます。 

 道路功労者表彰は、多年にわたり道路及び側溝の清掃等道路の愛護、環境の整備に

功績のあった団体、個人を表彰するもので、ふる里学舎和田浦は、南房総市和田町中

区の住民と協力して市道及び林道の草刈り、カーブミラー、ガードレールの清掃、路

傍植栽等、社会福祉により社会に寄与していることが評価されました。 

ふる里学舎和田浦は、「体験と感動が可能性を育む」を基本理念とする（福）佑啓会

が運営する障害者支援施設の一つで、年間１８日の道路周辺での作業に加え、地域交

流会の定期的な開催等、地域に根差した活動を継続的に行っています。 

南房総市では、地域の特性を生かしつつ、自立したまちづくりを実現していくため、

協働のまちづくりを推進していますが、このような取組が各地域でも行われるよう気

運の醸成に努めてまいります。 

 

 

                                        

【参考情報】推薦書（写） 

【問い合わせ】 

南房総市 建設環境部 管理課  担当者：永井 克幸 
電話：0470-33-1102      ＦＡＸ：0470-20-4597 
ｅ-mailアドレス：kensetsu-kanri@city.minamiboso.lg.jp 
 



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№７ 

第４６回南房総市ロードレース千倉 
 

南房総市では、ソウルオリンピック出場の浅井えり子さんをゲストランナーに迎え

「第４６回南房総市ロードレース千倉」を９月２３日（土）に開催します。 

 ロードレース千倉は、千倉漁港広場を発着点に海岸線を往復するコースで、距離は

５㎞、１０㎞、ハーフマラソンの３種目、男女年齢別の各部門別に３位まで表彰を行

います。 

約２，５００人のランナーが、太平洋のさわやかな海風を感じながら快走、旧千倉

町時代から続く歴史ある大会です。 

 １０㎞とハーフマラソンで通過する南房千倉大橋は、急勾配の坂が続く最大の難所、

白間津漁港の航路海上をまたぐ形で架る橋で、太平洋を一望できるビューポイント と

して名高く、テレビやドラマ撮影に使われることも多い千倉のシンボル的な場所とな

っています。 

 

【日程】 

9：00～ 9：20  開会式 

10：00～     ハーフマラソン スタート 

10：45～     10 ㎞スタート 

10：55～     ５㎞スタート 

 集計終了後随時  表彰式 

※交通規制（車両の通行禁止）は、千倉北朝夷交差点から白浜名倉交差点（海岸線）

の間で９時３０分から１２時３０分、大会会場前の臨港道路は８時００分から１４

時００分を予定しています。 

                                        

【参考情報】開催要項・交通規制ポスター 

【問い合わせ】 

南房総市 教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係  担当者：堀川 
電話：0470-46-2964 ＦＡＸ：0470-46-4059 
ｅ-mailアドレス：shogai@city.minamiboso.lg.jp 



 

定例記者会見 平成２９年８月２９日 開催 

 

会見項目№８ 

流通拠点施設の指定管理者を募集 
 

 南房総市では、「流通拠点施設」の指定管理期間が満了することに伴い、平成３０年

４月１日からの新たな指定管理者を募集しています。 

応募できる事業者は、農産物の流通・販売業務の実績がある法人その他の団体（法

人格の有無は不問）または複数の団体で構成する共同企業体（グループ）です。 

 この施設は、地域の農産物の流通と販売促進を図る施設として整備されたもので、

民間事業者の活力や経営ノウハウを用いてさらなる活用を図るため、平成２８年４月

から指定管理制度を導入しました。 

 

 【今後の予定】 

  ９月１２日  施設現地説明会 

９月２９日  申請書提出意思表明書の提出締切 

 １０月１８日  申請書等の提出締切 

 １０月下旬   指定管理者選定委員会（応募事業者によるプレゼンテーション） 

 １２月議会   指定管理者の議決 

   ↓     引継準備 

  ４月 １日  新たな事業者による指定管理開始 

 

 

                                        

【参考情報】施設概要、平面図 

募集要項及び仕様書（ホームページに掲載中） 

【問い合わせ】 

南房総市 農林水産部農林水産課地域資源再生室  担当者：岩波 
電話： ０４７０－３３－１０７３      ＦＡＸ：０４７０－２０－４５９２ 
ｅ-mailアドレス： shigen@city.minamiboso.lg.jp 


