茂原市のプロフィール
本市は千葉県のほぼ中央、首都圏から 60km 圏内に位置し、

市章

気候温暖なとても住みやすいまちです。昭和 27 年の市制施

行から順調な歩みを続け、外房の中核都市に成長いたしまし

キャッチフレーズ

の。力強い円の交錯は、人の和、産業

になりました。

強い円満な姿を表現しています。

（平成 14 年 5 月 25 日制定）

の和、自然の和を意味し、茂原市の力

茂原市発展のた

め、市民の共通の目

総人口

91,455 人
（1,045 人）

女性

46,351 人
（ 738 人）

男性

キャッチフレーズを

45,104 人
（ 307 人）

世帯数

39,365 世帯

※外国人住民の世帯を含む

（平成 27 年 10 月 1 日現在）

位置・面積
東経
北緯

35 度 22 分～ 35 度 30 分

東西

11.7km

南北
面積

市制施行 45 周年記念事業の
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3校
交通
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JR 東京駅から特急利用で約 60 分。市庁舎へは JR 茂原駅か

ら「長南行き」
もしくは
「大多喜行き」
バスに乗り
「西町」バス停
FAX 043-261-7714

を下車・徒歩 5 分。または「市内循環・茂原駅・市役所入口」

オーストラリア

美で清潔感にあふれ、多くの市民から親しまれています。

オーストラリアのソルズベリー市と姉妹都市提携をしました。

「つつじ」

（昭和 45 年 11 月 10 日指定）

自動車をご利用になる場合

•アクアライン⇒圏央道
「茂原長南 IC」
から国道 409 号経由で
約 10 分

•東京・千葉⇒京葉道路または東関東自動車道⇒千葉東金道
路「東金 IC・JCT」⇒圏央道「茂原北 IC」から国道 128 号経
由で約 15 分

•東京・千葉⇒京葉道路または東関東自動車道⇒千葉東金道

年

月

日

茂原市マスコットキャラクター モバりん

茂原公園は別名「つつじ公

の木｣ 選定にあたり、市民の

ソルズベリー市と茂原市は、赤道をはさんで緯度・経度が同

スポーツ交流、学生交流、行政交流等の交流を行っています。

園」と呼ばれ、ふるさと茂原の

シンボルになっています。
「市

ソルズベリー市

茂原市は、平成 14 年茂原市市制施行 50 周年の節目の年に、

じことや産業構造、人口規模など多くの共通点があります。

市の木

モバりんは、平成 23 年 7 月に茂原七夕まつりマスコット

年

月

日

方々から公募したところもっとも多くの票を集めました。

バスに乗り、「茂原公園・市役所入口」バス停を下車・徒歩 2
分。

1．きまりを守り住みよいまちにします。

募し、決定されました。秋の澄

茂原市金融懇談会

電車をご利用になる場合

1．仕事に励み創意と努力をもつて豊かなまちにします。

姉妹都市

一環として、市民の方々から公

2015年10月9日
8FK970H0A

99.92km2

1．スポーツを楽しみ健康で活気のあるまちにします。

（平成 9 年 10 月 20 日指定）

もばら生活ガイドブック

13.1km

1．老人を敬い子どもの幸せを守る温かいまちにします。

定めました。

みきった青空に映える姿は、優

140 度 15 分～ 140 度 23 分

1．清潔で文化的な明るいまちにします。

然と文化のまちを」と

「コスモス」

をあわせてこの憲章を守り、理想のまちをつくりましよ
わたくしたちは、

「育てよう！笑顔と自

市の花

愛し
「均衡と調和のとれた明るく豊かな都市」をめざし力
う。

標と行動規範となる

人口と世帯数（うち外国人住民）

わたくしたち茂原市民は緑ゆたかな伝統のある郷土を

茂原市のプロフィール

茂原市のプロフィール

た。平成 25 年 3 月には首都圏中央連絡自動車道（通称：圏央
道）が開通し、成田・羽田の両空港へのアクセスも一段と便利

「育てよう！笑顔と自然と文化のまちを」

茂原市の頭文字「も」を図案化したも

茂原市市民憲章

キャラクターとして誕生しました。

その後、平成 24 年 11 月に市制施行 60 周年を迎えるにあ

たり、茂原市のマスコットキャラクターとなり、七夕まつり
を始め茂原市を訪れる人々を元気にし、茂原市の魅力を全国
に発信しています。また、茂原市からのお知らせや各種イベ

市民の日

平和都市宣言
平成 2 年 12 月 25 日宣言

わたくしたち茂原市民は、緑豊かな伝統ある郷土を愛

し、均衡と調和のとれた明るい豊かな都市実現のため、
懸命な努力を続けているところである。

しかし、郷土茂原の限りない繁栄は、日本の安全と世

界の恒久平和なくしては望むことができない。わたくし
たち茂原市民は、我が国の国是である非核三原則を遵守
し、世界の人々と共にかけがえのない地球の恒久平和の
達成に向けて、一人ひとりがたゆまぬ努力をすることを
決意する。よってここに茂原市を平和都市とすることを
宣言する。

ント等の PR 活動を行います。

4月1日

（平成 14 年 5 月 25 日制定）

ふるさと
「もばら」
を愛し、ふるさと｢もばら｣に誇りを持ち、

ふるさと「もばら」を豊かに育んでいくため、ふるさとの歴史
や風土、そしてふるさとの現在や未来について市民がともに

考える日として、
「4 月 1 日」を茂原市市民の日と定めました。

路「大宮 IC」
から千葉外房有料道路経由で約 40 分
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■茂 原 支 店 ☎0475ー24ー2111
■茂原東支店 ☎0475ー24ー6611
■茂原南支店 ☎0475ー22ー1855

BOSHIN

房総信用組合

茂原市高師町1丁目10番地5

☎0475ｰ22ｰ6111

地域社会に奉仕する
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コミュニティーバンク

※広告が入ります
千葉興業銀行 茂原支店

〒297ｰ0024 茂原市八千代3ｰ12ｰ6
TEL 0475ｰ23ｰ5111

茂

原

支

AD H60mm×W185mm
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※広告が入ります

店 茂原市八千代2ｰ1ｰ1 TEL.（0475）25ｰ1161㈹

茂原緑ヶ丘支店 茂原市緑ヶ丘1ｰ42ｰ1

TEL.（0475）22ｰ1151㈹

長生農業協同組合
茂原市高師1153
☎0475ｰ24ｰ5112
http://www.ja-chosei.or.jp/
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