
H30mm×W90mm H30mm×W90mm
036035

広　告

□飲料水（1人1日3リットル）
□非常食（レトルト食品・缶詰など）
□簡易ガスコンロ、固形燃料など
□簡易トイレ（携帯トイレ）など

パソコン　https://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/

パソコン
http://dosyabo.bousai.pref.chiba.lg.jp/
携帯電話

http://dosyabo.bousai.pref.chiba.lg.jp/mobile/

土砂災害の前兆現象に注意しましょう!!
	⿎小石がパラパラと落ちてくる。
	⿎斜面から水が吹き出す。
	⿎がけに亀裂が入る。
	⿎雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
	⿎山鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえる。

このような現象に気がついたらすぐに避難!!

※�緊急時には、どの場所にも避難できます。
　災害はいつ・どこで発生するか分かりません。通勤や通学の
途中で被災することも考えて、家庭や勤務先などでよく話し合
い、指定避難所・指定緊急避難場所を確認しておきましょう。

□非常食品
　飲料水・乾パン・缶詰・
　ビスケットなど
□貴重品
　現金・預金通帳・印鑑・免許証・保険証など
□身につけるもの
　下着・眼鏡・雨具・タオル・軍手・運動靴・防災頭巾など
□医療品関係
　�三角巾・包帯・ガーゼ・消毒液・常備薬・お薬手帳・マス
ク・体温計など
□停電に備えて
　携帯ラジオ・懐中電灯・予備の電池など
□その他
　�ティッシュペーパー・ウェットティッシュ・生理用品・紙
おむつ・ビニール袋・ホイッスルなど

地区 名称 所在地 電話番号 地図座標

木更津

木更津第一小学校 中央1-11-1 23-1051 1図�C-2
木更津第二小学校 文京5-6-24 23-2216 3図�D-1
木更津第一中学校 中央1-10-1 22-5321 1図�D-2
文京公民館 文京2-6-54 23-3836 1図�D-5
市民体育館 貝渕2-13-40 23-5822 3図�B-1
木更津東高等学校 木更津2-2-45 23-0538 1図�E-3
木更津高等学校 文京4-1-1 22-6131 3図�E-1

桜井・
請西・
太田

請西小学校 請西2-8-1 36-9331 9図�B-4
真舟小学校 真舟2-6-1 36-0058 11図�D-1
木更津第二中学校 請西941 36-2280 9図�A-4
太田中学校 東太田1-2-1 98-7001 2図�D-5
桜井公民館 桜井新町4-2 30-7311 3図�C-5
拓殖大学紅陵高等学校 桜井1403 37-2511 3図�D-5
志学館中等部・高等部 真舟3-29-1 37-3131 11図�D-2
木更津総合高等学校 東太田3-4-1 30-5511 9図�C-3
清和大学短期大学部 東太田3-4-2 30-5522 9図�D-3

波岡

八幡台小学校 八幡台4-5-1 36-6696 11図�E-4
畑沢小学校 畑沢南2-16-1 36-3003 11図�B-3
畑沢中学校 畑沢1053-1 36-5021 11図�C-3
波岡中学校 大久保3-9-1 36-0911 11図�D-4
八幡台公民館 八幡台4-2-1 36-4010 11図�E-4
畑沢公民館 畑沢1053-12 37-1005 11図�C-3
波岡公民館 大久保5-7-1 37-8515 11図�D-3

清川

東清小学校 菅生114 98-0424 10図�A-1
西清小学校 長須賀2445 22-2818 2図�B-1
南清小学校 ほたる野3-5 98-3193 9図�E-4
祇園小学校 清川1-1-1 98-3158 9図�D-1
木更津第三中学校 永井作1-1-1 23-2645 2図�C-1
清川中学校 中尾1096 98-0188 9図�E-2
東清公民館 笹子469-1 98-2919 10図�B-1
西清川公民館 永井作2-11-12 23-0286 9図�B-1

清見台
清見台小学校 清見台南1-15-1 98-2351 2図�D-4
清見台公民館 清見台南5-1-29 98-7654 9図�D-3

岩根

岩根小学校 西岩根8-1 41-1303 5図�E-3
高柳小学校 高柳5932 41-2085 6図�B-2
岩根中学校 高柳3-7-49 41-2096 6図�B-2
岩根西中学校 久津間373 41-3681 5図�E-1
岩根公民館 高柳3-2-1 41-1184 6図�B-2
岩根西公民館 江川934-1 41-1023 5図�D-2

鎌足
鎌足中学校 矢那2797 52-2092 12図�B-3
鎌足公民館 矢那899-1 52-3111 12図�B-2

備蓄品リスト

TEL	0438-23-7094危機管理課
非常時持ち出し品リスト

千葉県防災ポータルサイト

千葉県土砂災害警戒情報システム

指定避難所

両手が使える
背負い式の

リュックサックなどが 
便利です。

1人最低1日分は
備えて

おきましょう。
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TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
指定避難所・指定緊急避難場所
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　放送する主な内容は次のとおりです。
　①大地震発生の情報（震度４以上で自動的に放送）
　②警報などの気象情報
　③�武力攻撃事態や緊急対処事態など時間的余裕のない事態

に関する緊急情報
　④光化学スモッグ注意報の発令
　⑤�火災情報（大規模な火災が延焼している場合は地区を限

定し放送）

　土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）による被害の防止・
軽減のため、土砂災害が発生する恐れが高まったときに、市
長が避難情報等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考
となるよう、千葉県と銚子地方気象台が共同で発表します。

　水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や
都道府県が出す防災気象情報を、5段階に整理しました。

　「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の録
音・再生を行ってください。

　防災行政無線の放送内容を確認できます。
　防災情報テレホンサービス　☎0438- 2

ニジュウニ
2 - 0

マモルボーサイ
131

　フリーダイヤル　　　　　　 0120-107662

　テレビやインターネットなどでも避難情報を即時に確認で
きるようになりました。提供する主な内容は次のとおりです。
　①避難指示、高齢者等避難� ②避難所開設情報
　③災害対策本部設置状況
【利用例】
　NHK総合テレビのデータ放送では、テレビのリモコンの
「dボタン」を押す→「地域の防災・災害情報」を選択

　市ホームページで防災気象情報を提供しています。
　発令されている注意報・警報や、台風の最新情報がチェッ
クできます。

　操作方法などは、契約している各電話会社にお問い合わせ
ください。

　災害情報などを入手できます。 �t-kisarazu@sg-m.jp

　次の２社とは「災害情報の放送に関する協定」を締結して
います。
	⿎ジェイコム千葉木更津局　11チャンネル
	⿎かずさエフエム　FM83.4MHz

　大きな災害が発生したときに伝言サービスに伝言を入れて
おくと、家族・親戚・知人などの安否確認や集合場所の連絡
などができます。

　火事などの情報　☎0438- 2
ニイサン
3 -9

クッシナイ
471

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
土砂災害警戒情報

171
※ガイダンスが流れます

１
※ガイダンスが流れます

被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください
××××–××–××××

171
※ガイダンスが流れます

２
※ガイダンスが流れます

伝言の録音 伝言の再生

警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル5
（氾濫発生情報、
大雨特別警報等）

命の危険　
直ちに安全確保！

※�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
動をとりましょう。

緊急安全確保
※�災害発生または切
迫（必ず発令され
る情報ではない）
（市町村が発令）

警戒レベル4
全員避難

（氾濫危険情報、
土砂災害警戒情報

等）

危険な場所から全員避難
※�速やかに避難先へ避難しましょ
う。避難所までの移動が危険と
思われる場合は、近くの安全な
場所や、自宅内のより安全な場
所に避難しましょう。

避難指示
※�災害のおそれ高い
（市町村が発令）

警戒レベル3
高齢者等は避難
（氾濫警報情報、
洪水警報等）

危険な場所から
高齢者等は避難

※�避難に時間を有する人（ご高齢の
方、障がいのある方、乳幼児等）
とその支援者は避難をしましょう。

高齢者等避難
※�災害のおそれあり
（市町村が発令）

警戒レベル2
避難に備え、ハザードマップ等に
より、自らの避難行動を確認しま
しょう。

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁が発表）

警戒レベル1 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）

※各種の情報は、警戒レベル1〜5の順番で発表されるとは限りません。
　状況が急変することもあります。
※（）内は国土交通省、気象庁、都道府県が発表する警戒レベル相当情報例

防災行政無線

防災情報テレホンサービス

インターネットで防災気象情報!!

災害時の情報入手はこちらからも！

きさらづ安心・安全メール 詳しくは32ページへ

災害時の連絡方法

携帯電話による災害用伝言板サービス

災害用伝言ダイヤル

火災情報テレホンサービス

災害時情報共有システム（L
エル

アラート）

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課

防災
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防災・緊急ガイド

防災情報

警戒レベル別避難情報

いざという
ときのために!
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H30mm×W90mm H30mm×W90mm
036035

広　告

□飲料水（1人1日3リットル）
□非常食（レトルト食品・缶詰など）
□簡易ガスコンロ、固形燃料など
□簡易トイレ（携帯トイレ）など

パソコン　https://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/

パソコン
http://dosyabo.bousai.pref.chiba.lg.jp/
携帯電話

http://dosyabo.bousai.pref.chiba.lg.jp/mobile/

土砂災害の前兆現象に注意しましょう!!
	⿎小石がパラパラと落ちてくる。
	⿎斜面から水が吹き出す。
	⿎がけに亀裂が入る。
	⿎雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
	⿎山鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえる。

このような現象に気がついたらすぐに避難!!

※�緊急時には、どの場所にも避難できます。
　災害はいつ・どこで発生するか分かりません。通勤や通学の
途中で被災することも考えて、家庭や勤務先などでよく話し合
い、指定避難所・指定緊急避難場所を確認しておきましょう。

□非常食品
　飲料水・乾パン・缶詰・
　ビスケットなど
□貴重品
　現金・預金通帳・印鑑・免許証・保険証など
□身につけるもの
　下着・眼鏡・雨具・タオル・軍手・運動靴・防災頭巾など
□医療品関係
　�三角巾・包帯・ガーゼ・消毒液・常備薬・お薬手帳・マス
ク・体温計など
□停電に備えて
　携帯ラジオ・懐中電灯・予備の電池など
□その他
　�ティッシュペーパー・ウェットティッシュ・生理用品・紙
おむつ・ビニール袋・ホイッスルなど

地区 名称 所在地 電話番号 地図座標

木更津

木更津第一小学校 中央1-11-1 23-1051 1図�C-2
木更津第二小学校 文京5-6-24 23-2216 3図�D-1
木更津第一中学校 中央1-10-1 22-5321 1図�D-2
文京公民館 文京2-6-54 23-3836 1図�D-5
市民体育館 貝渕2-13-40 23-5822 3図�B-1
木更津東高等学校 木更津2-2-45 23-0538 1図�E-3
木更津高等学校 文京4-1-1 22-6131 3図�E-1

桜井・
請西・
太田

請西小学校 請西2-8-1 36-9331 9図�B-4
真舟小学校 真舟2-6-1 36-0058 11図�D-1
木更津第二中学校 請西941 36-2280 9図�A-4
太田中学校 東太田1-2-1 98-7001 2図�D-5
桜井公民館 桜井新町4-2 30-7311 3図�C-5
拓殖大学紅陵高等学校 桜井1403 37-2511 3図�D-5
志学館中等部・高等部 真舟3-29-1 37-3131 11図�D-2
木更津総合高等学校 東太田3-4-1 30-5511 9図�C-3
清和大学短期大学部 東太田3-4-2 30-5522 9図�D-3

波岡

八幡台小学校 八幡台4-5-1 36-6696 11図�E-4
畑沢小学校 畑沢南2-16-1 36-3003 11図�B-3
畑沢中学校 畑沢1053-1 36-5021 11図�C-3
波岡中学校 大久保3-9-1 36-0911 11図�D-4
八幡台公民館 八幡台4-2-1 36-4010 11図�E-4
畑沢公民館 畑沢1053-12 37-1005 11図�C-3
波岡公民館 大久保5-7-1 37-8515 11図�D-3

清川

東清小学校 菅生114 98-0424 10図�A-1
西清小学校 長須賀2445 22-2818 2図�B-1
南清小学校 ほたる野3-5 98-3193 9図�E-4
祇園小学校 清川1-1-1 98-3158 9図�D-1
木更津第三中学校 永井作1-1-1 23-2645 2図�C-1
清川中学校 中尾1096 98-0188 9図�E-2
東清公民館 笹子469-1 98-2919 10図�B-1
西清川公民館 永井作2-11-12 23-0286 9図�B-1

清見台
清見台小学校 清見台南1-15-1 98-2351 2図�D-4
清見台公民館 清見台南5-1-29 98-7654 9図�D-3

岩根

岩根小学校 西岩根8-1 41-1303 5図�E-3
高柳小学校 高柳5932 41-2085 6図�B-2
岩根中学校 高柳3-7-49 41-2096 6図�B-2
岩根西中学校 久津間373 41-3681 5図�E-1
岩根公民館 高柳3-2-1 41-1184 6図�B-2
岩根西公民館 江川934-1 41-1023 5図�D-2

鎌足
鎌足中学校 矢那2797 52-2092 12図�B-3
鎌足公民館 矢那899-1 52-3111 12図�B-2

備蓄品リスト

TEL	0438-23-7094危機管理課
非常時持ち出し品リスト

千葉県防災ポータルサイト

千葉県土砂災害警戒情報システム

指定避難所

両手が使える
背負い式の

リュックサックなどが 
便利です。

1人最低1日分は
備えて

おきましょう。
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TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
指定避難所・指定緊急避難場所

kisarazu_2023_2833_bousai.indd   29kisarazu_2023_2833_bousai.indd   29 2022/07/27   14:452022/07/27   14:45

　放送する主な内容は次のとおりです。
　①大地震発生の情報（震度４以上で自動的に放送）
　②警報などの気象情報
　③�武力攻撃事態や緊急対処事態など時間的余裕のない事態

に関する緊急情報
　④光化学スモッグ注意報の発令
　⑤�火災情報（大規模な火災が延焼している場合は地区を限

定し放送）

　土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）による被害の防止・
軽減のため、土砂災害が発生する恐れが高まったときに、市
長が避難情報等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考
となるよう、千葉県と銚子地方気象台が共同で発表します。

　水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や
都道府県が出す防災気象情報を、5段階に整理しました。

　「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の録
音・再生を行ってください。

　防災行政無線の放送内容を確認できます。
　防災情報テレホンサービス　☎0438- 2

ニジュウニ
2 - 0

マモルボーサイ
131

　フリーダイヤル　　　　　　 0120-107662

　テレビやインターネットなどでも避難情報を即時に確認で
きるようになりました。提供する主な内容は次のとおりです。
　①避難指示、高齢者等避難� ②避難所開設情報
　③災害対策本部設置状況
【利用例】
　NHK総合テレビのデータ放送では、テレビのリモコンの
「dボタン」を押す→「地域の防災・災害情報」を選択

　市ホームページで防災気象情報を提供しています。
　発令されている注意報・警報や、台風の最新情報がチェッ
クできます。

　操作方法などは、契約している各電話会社にお問い合わせ
ください。

　災害情報などを入手できます。 �t-kisarazu@sg-m.jp

　次の２社とは「災害情報の放送に関する協定」を締結して
います。
	⿎ジェイコム千葉木更津局　11チャンネル
	⿎かずさエフエム　FM83.4MHz

　大きな災害が発生したときに伝言サービスに伝言を入れて
おくと、家族・親戚・知人などの安否確認や集合場所の連絡
などができます。

　火事などの情報　☎0438- 2
ニイサン
3 -9

クッシナイ
471

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
土砂災害警戒情報

171
※ガイダンスが流れます

１
※ガイダンスが流れます

被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください
××××–××–××××

171
※ガイダンスが流れます

２
※ガイダンスが流れます

伝言の録音 伝言の再生

警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル5
（氾濫発生情報、
大雨特別警報等）

命の危険　
直ちに安全確保！

※�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
動をとりましょう。

緊急安全確保
※�災害発生または切
迫（必ず発令され
る情報ではない）
（市町村が発令）

警戒レベル4
全員避難

（氾濫危険情報、
土砂災害警戒情報

等）

危険な場所から全員避難
※�速やかに避難先へ避難しましょ
う。避難所までの移動が危険と
思われる場合は、近くの安全な
場所や、自宅内のより安全な場
所に避難しましょう。

避難指示
※�災害のおそれ高い
（市町村が発令）

警戒レベル3
高齢者等は避難
（氾濫警報情報、
洪水警報等）

危険な場所から
高齢者等は避難

※�避難に時間を有する人（ご高齢の
方、障がいのある方、乳幼児等）
とその支援者は避難をしましょう。

高齢者等避難
※�災害のおそれあり
（市町村が発令）

警戒レベル2
避難に備え、ハザードマップ等に
より、自らの避難行動を確認しま
しょう。

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁が発表）

警戒レベル1 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）

※各種の情報は、警戒レベル1〜5の順番で発表されるとは限りません。
　状況が急変することもあります。
※（）内は国土交通省、気象庁、都道府県が発表する警戒レベル相当情報例

防災行政無線

防災情報テレホンサービス

インターネットで防災気象情報!!

災害時の情報入手はこちらからも！

きさらづ安心・安全メール 詳しくは32ページへ

災害時の連絡方法

携帯電話による災害用伝言板サービス

災害用伝言ダイヤル

火災情報テレホンサービス

災害時情報共有システム（L
エル

アラート）

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課

防災
C h e c k !
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防災・緊急ガイド

防災情報

警戒レベル別避難情報

いざという
ときのために!
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

035
341

細矢建設有限会社 御中

設計・施工・監理 エリアマップ2図 A‐5
一級建築設計事務所

細矢建設有限会社
手すり・風呂・トイレ・段差・外構・新築・リフォーム・その他
小さな修理からビル建設までお気軽にお問い合わせください！
■木更津市大和3-4-3
■TEL:0438-22-4028 ■FAX:0438-23-8627
■営業時間／7:45～18:00
■定休日／日曜 あり（24台）

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

036
329

株式会社エノモト防災工業 御中

消防設備の保守点検 エリアマップ9図 A‐1
創業62年 確かな技術で責任施工

株式会社エノモト防災工業
消防設備工事・消防設備保守点検・消防防災用品販売
■木更津市長須賀627-2
■TEL:0438-23-0119 ■FAX:0438-23-0573
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土・日・祝（土曜営業有り）
■E-mail:ebk0119@bz01.plala.or.jp あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■ロゴの著作権：確認済
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040039

広　告

第１次救急医療機関　軽症：入院不要
	⿎夜間急病診療所（内科・小児科）	　☎0438-25-6284
　［受付時間］	午後８時〜午後11時
　� 年末年始は午前９時〜午後５時も診療
	⿎休日当番医�　広報紙・市ホームページに掲載�
［受付時間］�午前９時〜午後５時（耳鼻咽喉科〜正午まで）
第２次救急医療機関　中等症：要手術・入院
	⿎救急病院（外科・内科）
　［受付時間］�午後６時〜翌日午前８時、日曜日、祝日は24時

間対応　お問い合わせは、消防本部　☎0438-
22-0119まで

第３次救急医療機関　重症：重篤な状態
	⿎救命救急センター（君津中央病院）
★	緊急・重症の場合は迷わず消防（ちば消防共同指令セン
ター）「☎119」へ！
★FAX119、メール119もあります
　詳しくは障がい福祉課の聴覚障害者相談員にご相談ください。

まずは、かかりつけ医に相談しましょう
◎かかりつけ医に相談できない場合
	⿎千葉県の設置する「救急安心電話相談」をご利用ください
　急に具合が悪くなったとき、「医療機関を受診するか」「救
急車を呼ぶか」迷われたときに相談できます。原則として、
電話で看護師が相談に応じ、必要な場合は医師に転送されま
す。詳しくは千葉県HP「救急安心電話相談について」をご�
覧ください。
　局番なしの「#7009」または「03(6735)8305」�
　［受付時間］� 平日・土曜は午後6時〜翌日午前6時
� 日曜・祝日・年末年始・GWは午前9時〜翌日午前6時
	⿎子どもの場合は「こども急病電話相談」を利用しましょう
　こども急病電話相談では、病院を受診した方がよいのか、
様子を見ても大丈夫なのか、看護師が電話でアドバイスしま
す。なお、必要な場合には小児科医に電話を転送します。
　局番なしの「＃8000」または
　☎043-242-9939へ電話してください。
　［受付時間］午後７時〜翌日午前６時
	⿎生後1か月から6歳までの子どもの異変には「こどもの救
急」を利用しましょう

　インターネットで「こどもの救急」と検索してください。

４つの習慣
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを掃除し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策

①�火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置
の付いた機器を使用する。
②�火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点
検し、10年を目安に交換する。
③�火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類
およびカーテンは、防炎品を使用する。
④�火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い
方を確認しておく。
⑤�お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常
に確保し、備えておく。
⑥�防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみ
の防火防災対策を行う。

　「火事だー！」と叫ぶことにより、それを聞いた人が集まっ
てきて消火、通報、避難誘導などの行動が同時に進行できます。

　火災の初期の段階では消火器で十分に消すことが可能です。
　一人では消すことができない火でも数人が消火器を持って
集まれば消すことができます。
　火が天井に燃え移ったら消すことをあきらめ、すぐ避難し
てください。
消火器の使い方を覚えておきましょう。

❶�安全栓を
　引き抜く

❷ホースまたは
　ノズルを火元に向ける

❸レバーを
　強くにぎる

休日や夜間に急に病気になったら ４つの習慣・６つの対策

救急医療

TEL	0438-25-6284夜間急病診療所 TEL	0438-23-9183　FAX	0438-23-9096消防本部	予防課

夜間急病診療
C h e c k ! !

消防・救急
C h e c k ! !

①最初に「火事だー！」と大きな声で叫ぶ

②消火器を持って消火

火事だー！そのときあなたはどうしますか？
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休日や夜間の急病時には 住宅防火いのちを守る10のポイント
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地区 名称 所在地 地図座標

公園など

座面公園 木更津3-7 2図 A-3
大関公園 畑沢3-2 11図 B-3
清見台中央公園 清見台南4-5 9図 D-3
貝渕公園 桜町1-3 3図 D-3
中清水公園 畑沢4-4 11図 C-3
桜井南公園 桜井1595-2 11図 C-1
野際公園 清見台東1-4 2図 E-2
小櫃堰公園 祇園358 6図 C-5
大久保公園 大久保2-14 11図 D-3
大作公園 八幡台3-26 12図 A-3
真舟中央公園 真舟4-9 11図 D-1
板取公園 畑沢南5-10 11図 B-4
八幡台中央公園 八幡台4-3 11図 E-4
江沢公園 清川1-13 9図 D-1
八崎公園 請西3-2 9図 B-4
江川総合運動場 江川959-1 5図 D-2
港南台中央公園 港南台2-17 11図 C-2
桜井運動場 桜井新町4-2 3図 C-5
道の駅木更津 うまくたの里 下郡1369-1 13図 B-2

　地震・風水害・土砂災害等の自然災害による災害リスクを
掲載した「木更津市防災ハザードマップ」を令和３年６月に
全戸配布し、木更津市への転入世帯には、転入届出時に配布
しています。また、市ホームページでもご覧いただけます。

　災害時に水道が断水した場合、まず応急給水拠点において
給水活動を開始し、応援体制が整い次第、順次他の避難所へ
範囲を広げます。

地区 名称 所在地 電話番号 地図座標

中郷
中郷小学校 井尻978 98-0824 6図 E-3
旧中郷中学校 有吉932 7図 B-3
中郷公民館 井尻789 98-0802 6図 E-3

金田
金田小学校 中島2931-1 41-0009 4図 D-5
金田中学校 中島2820 41-0032 4図 D-4
金田地域交流センター 金田東6-11-1 97-6292 4図 D-4

富来田

富来田小学校 真里谷518 53-2004 13図 E-1
旧富岡小学校 下郡1886 13図 A-3
富来田中学校 真里谷275 53-2020 13図 E-1
富来田公民館 真里谷110 53-2027 13図 E-1
富岡公民館 下郡1770-1 53-5952 13図 A-3

　災害が発生したときに頼りになるのが、地域一体で防災活
動を行う自主防災組織です。
　自主防災組織は、災害危険地区の把握・防災講習会・防災
訓練などを通し、災害への心構えと非常時に役立つ知識を習
得し「自分たちの地域は、自分たちで守る」をモットーに活
動しています。
　市内では町内会などをベースとして組織化されています。
設立当初には、ヘルメット・担架・投光器などの防災資器材
を交付しています。
　自主防災組織の結成について、地域の皆さんで話し合って
みましょう。

給水施設 名称 所在地 電話番号 地図座標
耐震性貯水槽 木更津第二小学校 文京5-6-24 23-2216 3図 D-1

簡易
貯水槽

岩根中学校 高柳3-7-49 41-2096 6図 B-2
太田中学校 東太田1-2-1 98-7001 2図 D-5
畑沢中学校 畑沢1053-1 36-5021 11図 C-3
消防波岡分署 下烏田813-1 36-3125 11図 C-2
富来田公民館 真里谷110 53-2027 13図 E-1

災害用井戸 木更津第一中学校 中央1-10-1 22-5321 1図 D-2

No. 施設名称 所在地 海抜（m） 地図座標
１ 木更津商工会館 潮浜1-17-59 3.2 8図 C-3
２ 木更津駅前西口駐車場 中央1-1-1 2.4 1図 D-3

３ 東京電力パワーグリッド
（株）木更津支社 貝渕3-13-40 2.6 3図 B-2

４ （株）ジェイコム千葉木更津局 大和2-7-15 2.8 1図 E-4
５ 龍宮城スパホテル三日月 北浜町１ 2.8 4図 A-5
６ エルシオンKISARAZU 富士見3-1-1 1.8 1図 B-4
７ （株）かずさクリーンシステム 新港17-2 2.8 8図 B-5
８ 東京ベイプラザホテル 新田2-2-1 1.6 1図 B-4
９ リリー木更津 中央3-6-1 1.8 1図 B-3
10 木更津病院 岩根2-3-1 3.5 5図 E-2
11 さつき園 長須賀1219 3.6 6図 A-4
12 ホテルロイヤルガーデン木更津 大和1-8-14 2.5 1図 D-5

13 東京湾アクアライン 管理事務
所駐車場敷地 中島2533 10.1 4図 C-3

14 海上自衛隊航空補給処 江川無番地 1.7 5図 D-3
15 木更津ワシントンホテル 大和1-2-1 3.3 1図 D-4
16 金田地域交流センター 金田6-11-1 2.1 4図 D-4

指定緊急避難場所

応急給水拠点一覧

津波避難ビル等一覧

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
自主防災組織

地域ぐるみで防災活動「自主防災組織」の結成を!
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防災ハザードマップ
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広　告

第１次救急医療機関　軽症：入院不要
	⿎夜間急病診療所（内科・小児科）	　☎0438-25-6284
　［受付時間］	午後８時〜午後11時
　� 年末年始は午前９時〜午後５時も診療
	⿎休日当番医�　広報紙・市ホームページに掲載�
［受付時間］�午前９時〜午後５時（耳鼻咽喉科〜正午まで）
第２次救急医療機関　中等症：要手術・入院
	⿎救急病院（外科・内科）
　［受付時間］�午後６時〜翌日午前８時、日曜日、祝日は24時

間対応　お問い合わせは、消防本部　☎0438-
22-0119まで

第３次救急医療機関　重症：重篤な状態
	⿎救命救急センター（君津中央病院）
★	緊急・重症の場合は迷わず消防（ちば消防共同指令セン
ター）「☎119」へ！
★FAX119、メール119もあります
　詳しくは障がい福祉課の聴覚障害者相談員にご相談ください。

まずは、かかりつけ医に相談しましょう
◎かかりつけ医に相談できない場合
	⿎千葉県の設置する「救急安心電話相談」をご利用ください
　急に具合が悪くなったとき、「医療機関を受診するか」「救
急車を呼ぶか」迷われたときに相談できます。原則として、
電話で看護師が相談に応じ、必要な場合は医師に転送されま
す。詳しくは千葉県HP「救急安心電話相談について」をご�
覧ください。
　局番なしの「#7009」または「03(6735)8305」�
　［受付時間］� 平日・土曜は午後6時〜翌日午前6時
� 日曜・祝日・年末年始・GWは午前9時〜翌日午前6時
	⿎子どもの場合は「こども急病電話相談」を利用しましょう
　こども急病電話相談では、病院を受診した方がよいのか、
様子を見ても大丈夫なのか、看護師が電話でアドバイスしま
す。なお、必要な場合には小児科医に電話を転送します。
　局番なしの「＃8000」または
　☎043-242-9939へ電話してください。
　［受付時間］午後７時〜翌日午前６時
	⿎生後1か月から6歳までの子どもの異変には「こどもの救
急」を利用しましょう

　インターネットで「こどもの救急」と検索してください。

４つの習慣
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを掃除し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策

①�火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置
の付いた機器を使用する。
②�火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点
検し、10年を目安に交換する。
③�火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類
およびカーテンは、防炎品を使用する。
④�火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い
方を確認しておく。
⑤�お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常
に確保し、備えておく。
⑥�防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみ
の防火防災対策を行う。

　「火事だー！」と叫ぶことにより、それを聞いた人が集まっ
てきて消火、通報、避難誘導などの行動が同時に進行できます。

　火災の初期の段階では消火器で十分に消すことが可能です。
　一人では消すことができない火でも数人が消火器を持って
集まれば消すことができます。
　火が天井に燃え移ったら消すことをあきらめ、すぐ避難し
てください。
消火器の使い方を覚えておきましょう。

❶�安全栓を
　引き抜く

❷ホースまたは
　ノズルを火元に向ける

❸レバーを
　強くにぎる

休日や夜間に急に病気になったら ４つの習慣・６つの対策

救急医療

TEL	0438-25-6284夜間急病診療所 TEL	0438-23-9183　FAX	0438-23-9096消防本部	予防課

夜間急病診療
C h e c k ! !

消防・救急
C h e c k ! !

①最初に「火事だー！」と大きな声で叫ぶ

②消火器を持って消火

火事だー！そのときあなたはどうしますか？
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休日や夜間の急病時には 住宅防火いのちを守る10のポイント
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地区 名称 所在地 地図座標

公園など

座面公園 木更津3-7 2図 A-3
大関公園 畑沢3-2 11図 B-3
清見台中央公園 清見台南4-5 9図 D-3
貝渕公園 桜町1-3 3図 D-3
中清水公園 畑沢4-4 11図 C-3
桜井南公園 桜井1595-2 11図 C-1
野際公園 清見台東1-4 2図 E-2
小櫃堰公園 祇園358 6図 C-5
大久保公園 大久保2-14 11図 D-3
大作公園 八幡台3-26 12図 A-3
真舟中央公園 真舟4-9 11図 D-1
板取公園 畑沢南5-10 11図 B-4
八幡台中央公園 八幡台4-3 11図 E-4
江沢公園 清川1-13 9図 D-1
八崎公園 請西3-2 9図 B-4
江川総合運動場 江川959-1 5図 D-2
港南台中央公園 港南台2-17 11図 C-2
桜井運動場 桜井新町4-2 3図 C-5
道の駅木更津 うまくたの里 下郡1369-1 13図 B-2

　地震・風水害・土砂災害等の自然災害による災害リスクを
掲載した「木更津市防災ハザードマップ」を令和３年６月に
全戸配布し、木更津市への転入世帯には、転入届出時に配布
しています。また、市ホームページでもご覧いただけます。

　災害時に水道が断水した場合、まず応急給水拠点において
給水活動を開始し、応援体制が整い次第、順次他の避難所へ
範囲を広げます。

地区 名称 所在地 電話番号 地図座標

中郷
中郷小学校 井尻978 98-0824 6図 E-3
旧中郷中学校 有吉932 7図 B-3
中郷公民館 井尻789 98-0802 6図 E-3

金田
金田小学校 中島2931-1 41-0009 4図 D-5
金田中学校 中島2820 41-0032 4図 D-4
金田地域交流センター 金田東6-11-1 97-6292 4図 D-4

富来田

富来田小学校 真里谷518 53-2004 13図 E-1
旧富岡小学校 下郡1886 13図 A-3
富来田中学校 真里谷275 53-2020 13図 E-1
富来田公民館 真里谷110 53-2027 13図 E-1
富岡公民館 下郡1770-1 53-5952 13図 A-3

　災害が発生したときに頼りになるのが、地域一体で防災活
動を行う自主防災組織です。
　自主防災組織は、災害危険地区の把握・防災講習会・防災
訓練などを通し、災害への心構えと非常時に役立つ知識を習
得し「自分たちの地域は、自分たちで守る」をモットーに活
動しています。
　市内では町内会などをベースとして組織化されています。
設立当初には、ヘルメット・担架・投光器などの防災資器材
を交付しています。
　自主防災組織の結成について、地域の皆さんで話し合って
みましょう。

給水施設 名称 所在地 電話番号 地図座標
耐震性貯水槽 木更津第二小学校 文京5-6-24 23-2216 3図 D-1

簡易
貯水槽

岩根中学校 高柳3-7-49 41-2096 6図 B-2
太田中学校 東太田1-2-1 98-7001 2図 D-5
畑沢中学校 畑沢1053-1 36-5021 11図 C-3
消防波岡分署 下烏田813-1 36-3125 11図 C-2
富来田公民館 真里谷110 53-2027 13図 E-1

災害用井戸 木更津第一中学校 中央1-10-1 22-5321 1図 D-2

No. 施設名称 所在地 海抜（m） 地図座標
１ 木更津商工会館 潮浜1-17-59 3.2 8図 C-3
２ 木更津駅前西口駐車場 中央1-1-1 2.4 1図 D-3

３ 東京電力パワーグリッド
（株）木更津支社 貝渕3-13-40 2.6 3図 B-2

４ （株）ジェイコム千葉木更津局 大和2-7-15 2.8 1図 E-4
５ 龍宮城スパホテル三日月 北浜町１ 2.8 4図 A-5
６ エルシオンKISARAZU 富士見3-1-1 1.8 1図 B-4
７ （株）かずさクリーンシステム 新港17-2 2.8 8図 B-5
８ 東京ベイプラザホテル 新田2-2-1 1.6 1図 B-4
９ リリー木更津 中央3-6-1 1.8 1図 B-3
10 木更津病院 岩根2-3-1 3.5 5図 E-2
11 さつき園 長須賀1219 3.6 6図 A-4
12 ホテルロイヤルガーデン木更津 大和1-8-14 2.5 1図 D-5

13 東京湾アクアライン 管理事務
所駐車場敷地 中島2533 10.1 4図 C-3

14 海上自衛隊航空補給処 江川無番地 1.7 5図 D-3
15 木更津ワシントンホテル 大和1-2-1 3.3 1図 D-4
16 金田地域交流センター 金田6-11-1 2.1 4図 D-4

指定緊急避難場所

応急給水拠点一覧

津波避難ビル等一覧

TEL	0438-23-7094　FAX	0438-25-1351危機管理課
自主防災組織

地域ぐるみで防災活動「自主防災組織」の結成を!
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防災ハザードマップ
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

039
269

（株）葵商事 御中

建物サービス エリアマップ11図 B‐3
建物と水におけるサービス、保守、工事、管理

株式会社葵商事
建物の大小に問わずトータル的にサポート致します。< 各種の管理、保
守、工事、修理、清掃他 >見積無料です！お問合せお待ちしています。
■木更津市畑沢2-36-11
■TEL:0438-37-1204 ■FAX:0438-37-2041
■営業時間／8:30～17:30
■E-mail:aoidai2@orion.ocn.ne.jp

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

040
267

（株）石川商事 御中

建設資材 エリアマップ1図 E‐1
生コンクリート・セメント販売

私たちは、未来へ繋がる
安全で美しいまちづくりをお手伝いします。
■木更津市長須賀926-2
■TEL:0438-23-3221
■URL:http://ishikawa-shouji.jp/

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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　職員による防犯パトロール、自主防犯団体への活動支援な
どを行っています。また、防犯協会および防犯指導員協議会
とともに官民一体となった防犯活動も行っています。
木更津市防犯協会　事務局

　潮見1-1-5�　木更津警察署内　☎0438-22-0110
　朝日3-10-19　市民活動支援課（朝日庁舎）
　☎0438-23-7492
木更津市防犯指導員協議会　事務局

　朝日3-10-19　市民活動支援課（朝日庁舎）
　☎0438-23-7492

　交通災害共済は、市民の皆さんの会費によって、交通事故
に遭ったときにけがの程度に応じて見舞金を受けられる助け
合いの制度です。
加入できる人
①�本市に住んでいる人
②��本市住民に扶養されている人で、市外に住んでいる人
（例えば、東京に下宿している大学生など）
共済期間と会費

　共済期間：９月１日から翌年８月31日まで
　会費：700円（加入月によって会費が異なります）

　防犯ボックスは地域防犯の核となる施設です。セーフティ
アドバイザーを配備し、防犯パトロールや地域の見守り活動
などを行っています。
所在地：請西南2-�22-6�イオンタウン木更津請西店駐車場内

　自治会・町内会などが防犯灯を設置する場合、木更津市防
犯灯設置事業補助金交付要綱と予算の範囲内で補助金を交付
します。また、その電気料金も負担しています。

　青色回転灯を装備した白黒の自主防犯パトロールカーによ
り、定期的に市内各地区のパトロールを行っています。また、
空き巣などの犯罪が多発している地域は、重点的にパトロー
ルを行っています。

　自転車は身近な乗り物ですが、自転車側が加害者として、
多額の賠償を命じる判決を受ける事故も増加しています。自
転車事故を救済するためのTSマーク付帯保険などの各種保
険へ加入しましょう。

　交通公園には模擬道路や信号機、踏切が設置され、子ども
たちが楽しみながら交通ルールや交通道徳を身に付けられま
す。また、自転車の貸し出しもしています。
�住所　吾妻1-4　☎23-9535
�交通・アクセス

　「木更津駅」西口から「金田行き」バス乗車
　「吾妻神社」バス停下車　徒歩約3分
�開園時間

　４月〜９月� 午前８時30分から午後５時15分
　10月〜３月� 午前８時30分から午後４時15分
��休園日

　年末年始（12月29日〜翌年1月3日）
　�毎週木曜日（4月〜9月）
　�毎週水曜日および木曜日（10月〜3月）
　�（水曜日、木曜日が祝日の場合は開園し、　翌休日でない日
を休園）

　安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、各地域で自
主的な防犯活動が行われています。市では、自主的に防犯活
動を実施している団体および自治会などに、防犯活動（パト
ロールなど）に必要な物資を支給しています。

　青色回転灯を装備した貸し出し用の防犯パトロール車で地
区ごとにパトロールを行っています。

防犯灯の種類 LED灯（消費電力が20ワット以下）
補助要望申請者 自治会・町内会などの長
設置の基準 既存の防犯灯からおおむね40ｍ間隔

設置場所 東電柱またはNTT柱共架とし、共架が可能で
ない場合は独立柱を設置するもの

維持管理 自治会・町内会などの負担

防犯パトロール

自転車保険加入

交通公園

自主防犯活動支援事業

貸し出し用パトロール車による地域安全パトロール

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

防犯
C h e c k !

交通安全
C h e c k !

MAP8図D-1
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防犯対策

交通災害共済

防犯ボックス

防犯灯の設置の助成
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登録（仮登録⇒返信⇒本登録⇒完了）
①�「@city.kisarazu.lg.jp」のメールが受信できるように機器
を設定後、「t-kisarazu@sg-m.jp」宛に空メールを送信して
ください。QRコードを読み取ることができ
る機器から登録する場合は、右のQRコード
から空メール送信画面にアクセスできます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
②�空メール送信後に「仮登録完了のお知らせ」メールが届き
ますので、メール本文に記載されている本登録用URLから
利用者登録サイトにアクセスしてください。
③�利用規約への同意の確認・配信カテゴリ選択後、入力内容
を確認して登録すると「本登録完了のお知らせ」メールが
届き登録完了です。
登録情報の変更・解除

　配信するメールの本文に記載されている「利用者情報の変
更・解除または過去の配信メールはコチラ」のURLからマイ
ページへアクセスして、登録情報の変更・解除手続きを行っ
てください。
お使いの機器の迷惑メール設定をご確認ください！

　「きさらづ安心・安全メール」を受信するには、「@city.
kisarazu.lg.jp」のメールを受信できる必要がありますので、
メールが送付されない場合は、お使いの機器の迷惑メール設
定を再度確認してください。
テストメールを配信しています

　毎月1日に、登録されている方全員にテストメールを配信
しますので、メールが受信できているかをご確認ください。

119番の通報（火災の場合）
　（１）火事が発生した住所�（２）目標物�（３）何が燃えているか
　（４）その他の情報�（５）自分の名前と今使っている電話の番号
	建物が燃えているときは、そこにいる人を外に避難させる。
家の中に忘れたものがあっても燃えている家には戻らない。
火事・救急・救助は119番

　	★119番通報でのお願い★　平成25年4月から「ちば消防
共同指令センター」で119番通報を受信しています。同セン
ターは、県下20消防本部の管轄からの119番通報を受け付
けているので、木更津市からの発信であることを知らせる
ために住所を告げるときは「木更津市」からお願いします。

項目 内容
防災情報 地震・気象・避難勧告・放射線情報など
火災情報 火災の発生・鎮火に関する情報
不審者情報 不審者の目撃情報
防犯情報 空き巣・詐欺・車上荒らしなど
生活安心情報 行方不明者・熱中症予防・交通安全啓発など

　安心して安全に暮らせるまちづくりを目指し、災害情報な
どを「きさらづ安心・安全メール」で配信しています。
　受信にはあらかじめメールアドレスの登録が必要です。
※�登録料は無料ですが、通信料・メール送受信・インター
ネット閲覧などにかかる費用は、登録者の負担になります。
個人情報について

　▶�登録する個人情報はメールアドレスのみで、メール配信
以外の目的で使用しません。また、第三者にも一切の開
示・提供をしません。

　心臓が止まってしまった、もしくは止まる恐れがあるよう
な重篤な人を救命するために必要な一連の動きを「救命の連
鎖」といいます。

救命の連鎖
①心停止の予防
　心臓が止まってしまうような事故や病気の予防
②心停止の早期認識と通報
　命に危険が迫っていることに早く気付き、早期の119番通報
③一次救命処置
　心肺蘇生や、AEDによる除細動などの応急手当
④二次救命処置と心拍再開後の集中治療
　救急救命士や医師による薬や器具などを使用した救命処置
と心臓が再び動き出した後の専門の医師による集中治療
　特に最初の３つの輪は、市民の皆さんによって行われるも
のです。

　近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増加しており、
本市でも全体の約６割の方が軽傷診断という状況が続いてい
ます。事故による大けがの人や心筋梗塞、脳卒中などで緊急
性の高い傷病者を少しでも早く、病院へ搬送するためにも救
急車の適正な利用にご協力をお願いします。

	⿎最初の輪は「あなた」から始まります。

④① ② ③

③「火事だー」と聞いた人はすぐに119番に通報

TEL	0438-23-7460　FAX	0438-23-9338シティプロモーション課

きさらづ安心・安全メール
C h e c k !

救命の連鎖

応急手当を学ぼう

TEL	0438-23-9184　FAX	0438-23-9096消防本部	警防課
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B
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SUS 御中

製造業 エリアマップ12図 C‐3

サステナブルなアルミを使用したオリジナル製品で
製造現場や暮らしのお困りごとを解決します。
■木更津市かずさ鎌足1-9-1
■TEL:0438-53-7721
■FAX:0438-53-7724
■URL:https://www.sus.co.jp/ あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



H30mm×W90mm H30mm×W90mm
044043

広　告

　職員による防犯パトロール、自主防犯団体への活動支援な
どを行っています。また、防犯協会および防犯指導員協議会
とともに官民一体となった防犯活動も行っています。
木更津市防犯協会　事務局

　潮見1-1-5�　木更津警察署内　☎0438-22-0110
　朝日3-10-19　市民活動支援課（朝日庁舎）
　☎0438-23-7492
木更津市防犯指導員協議会　事務局

　朝日3-10-19　市民活動支援課（朝日庁舎）
　☎0438-23-7492

　交通災害共済は、市民の皆さんの会費によって、交通事故
に遭ったときにけがの程度に応じて見舞金を受けられる助け
合いの制度です。
加入できる人
①�本市に住んでいる人
②��本市住民に扶養されている人で、市外に住んでいる人
（例えば、東京に下宿している大学生など）
共済期間と会費

　共済期間：９月１日から翌年８月31日まで
　会費：700円（加入月によって会費が異なります）

　防犯ボックスは地域防犯の核となる施設です。セーフティ
アドバイザーを配備し、防犯パトロールや地域の見守り活動
などを行っています。
所在地：請西南2-�22-6�イオンタウン木更津請西店駐車場内

　自治会・町内会などが防犯灯を設置する場合、木更津市防
犯灯設置事業補助金交付要綱と予算の範囲内で補助金を交付
します。また、その電気料金も負担しています。

　青色回転灯を装備した白黒の自主防犯パトロールカーによ
り、定期的に市内各地区のパトロールを行っています。また、
空き巣などの犯罪が多発している地域は、重点的にパトロー
ルを行っています。

　自転車は身近な乗り物ですが、自転車側が加害者として、
多額の賠償を命じる判決を受ける事故も増加しています。自
転車事故を救済するためのTSマーク付帯保険などの各種保
険へ加入しましょう。

　交通公園には模擬道路や信号機、踏切が設置され、子ども
たちが楽しみながら交通ルールや交通道徳を身に付けられま
す。また、自転車の貸し出しもしています。
�住所　吾妻1-4　☎23-9535
�交通・アクセス

　「木更津駅」西口から「金田行き」バス乗車
　「吾妻神社」バス停下車　徒歩約3分
�開園時間

　４月〜９月� 午前８時30分から午後５時15分
　10月〜３月� 午前８時30分から午後４時15分
��休園日

　年末年始（12月29日〜翌年1月3日）
　�毎週木曜日（4月〜9月）
　�毎週水曜日および木曜日（10月〜3月）
　�（水曜日、木曜日が祝日の場合は開園し、　翌休日でない日
を休園）

　安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、各地域で自
主的な防犯活動が行われています。市では、自主的に防犯活
動を実施している団体および自治会などに、防犯活動（パト
ロールなど）に必要な物資を支給しています。

　青色回転灯を装備した貸し出し用の防犯パトロール車で地
区ごとにパトロールを行っています。

防犯灯の種類 LED灯（消費電力が20ワット以下）
補助要望申請者 自治会・町内会などの長
設置の基準 既存の防犯灯からおおむね40ｍ間隔

設置場所 東電柱またはNTT柱共架とし、共架が可能で
ない場合は独立柱を設置するもの

維持管理 自治会・町内会などの負担

防犯パトロール

自転車保険加入

交通公園

自主防犯活動支援事業

貸し出し用パトロール車による地域安全パトロール

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

TEL	0438-23-7492　FAX	0438-25-3566市民活動支援課

防犯
C h e c k !

交通安全
C h e c k !

MAP8図D-1
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登録（仮登録⇒返信⇒本登録⇒完了）
①�「@city.kisarazu.lg.jp」のメールが受信できるように機器
を設定後、「t-kisarazu@sg-m.jp」宛に空メールを送信して
ください。QRコードを読み取ることができ
る機器から登録する場合は、右のQRコード
から空メール送信画面にアクセスできます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
②�空メール送信後に「仮登録完了のお知らせ」メールが届き
ますので、メール本文に記載されている本登録用URLから
利用者登録サイトにアクセスしてください。
③�利用規約への同意の確認・配信カテゴリ選択後、入力内容
を確認して登録すると「本登録完了のお知らせ」メールが
届き登録完了です。
登録情報の変更・解除

　配信するメールの本文に記載されている「利用者情報の変
更・解除または過去の配信メールはコチラ」のURLからマイ
ページへアクセスして、登録情報の変更・解除手続きを行っ
てください。
お使いの機器の迷惑メール設定をご確認ください！

　「きさらづ安心・安全メール」を受信するには、「@city.
kisarazu.lg.jp」のメールを受信できる必要がありますので、
メールが送付されない場合は、お使いの機器の迷惑メール設
定を再度確認してください。
テストメールを配信しています

　毎月1日に、登録されている方全員にテストメールを配信
しますので、メールが受信できているかをご確認ください。

119番の通報（火災の場合）
　（１）火事が発生した住所�（２）目標物�（３）何が燃えているか
　（４）その他の情報�（５）自分の名前と今使っている電話の番号
	建物が燃えているときは、そこにいる人を外に避難させる。
家の中に忘れたものがあっても燃えている家には戻らない。
火事・救急・救助は119番

　	★119番通報でのお願い★　平成25年4月から「ちば消防
共同指令センター」で119番通報を受信しています。同セン
ターは、県下20消防本部の管轄からの119番通報を受け付
けているので、木更津市からの発信であることを知らせる
ために住所を告げるときは「木更津市」からお願いします。

項目 内容
防災情報 地震・気象・避難勧告・放射線情報など
火災情報 火災の発生・鎮火に関する情報
不審者情報 不審者の目撃情報
防犯情報 空き巣・詐欺・車上荒らしなど
生活安心情報 行方不明者・熱中症予防・交通安全啓発など

　安心して安全に暮らせるまちづくりを目指し、災害情報な
どを「きさらづ安心・安全メール」で配信しています。
　受信にはあらかじめメールアドレスの登録が必要です。
※�登録料は無料ですが、通信料・メール送受信・インター
ネット閲覧などにかかる費用は、登録者の負担になります。
個人情報について

　▶�登録する個人情報はメールアドレスのみで、メール配信
以外の目的で使用しません。また、第三者にも一切の開
示・提供をしません。

　心臓が止まってしまった、もしくは止まる恐れがあるよう
な重篤な人を救命するために必要な一連の動きを「救命の連
鎖」といいます。

救命の連鎖
①心停止の予防
　心臓が止まってしまうような事故や病気の予防
②心停止の早期認識と通報
　命に危険が迫っていることに早く気付き、早期の119番通報
③一次救命処置
　心肺蘇生や、AEDによる除細動などの応急手当
④二次救命処置と心拍再開後の集中治療
　救急救命士や医師による薬や器具などを使用した救命処置
と心臓が再び動き出した後の専門の医師による集中治療
　特に最初の３つの輪は、市民の皆さんによって行われるも
のです。

　近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増加しており、
本市でも全体の約６割の方が軽傷診断という状況が続いてい
ます。事故による大けがの人や心筋梗塞、脳卒中などで緊急
性の高い傷病者を少しでも早く、病院へ搬送するためにも救
急車の適正な利用にご協力をお願いします。

	⿎最初の輪は「あなた」から始まります。

④① ② ③

③「火事だー」と聞いた人はすぐに119番に通報

TEL	0438-23-7460　FAX	0438-23-9338シティプロモーション課

きさらづ安心・安全メール
C h e c k !

救命の連鎖

応急手当を学ぼう

TEL	0438-23-9184　FAX	0438-23-9096消防本部	警防課
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暮らしの便利帳を見た

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

043
343

ドクターキー 御中 初校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年7月21日
8FK411H0B
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

木更津市暮らしの便利帳

2022年8月29日 450
8FK411H0B 359

アンティル（ポルシェ） 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714
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450
エリアマップ 12図  D-1

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

木更津市暮らしの便利帳

2022年8月29日 450
8FK411H0B 359

アンティル（ポルシェ） 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

木更津市暮らしの便利帳

2022年7月22日 451
8FK411H0B 331

ホテル三日月 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714



東京湾

君津市

富津市

市原市

袖ケ浦市

君津

君津スマートIC

木更津南

袖ケ浦

袖ケ浦

木更津金田

木更津金田

木更津東

木更津北

姉崎袖ケ浦

市原

市原

君津

海ほたる

高滝湖

木更津南

木更津

首都圏中央連絡自動車道

館
山
自
動
車
道

館山
自動
車道

16

16

16

465

127

127

410

410

409

409

297

297

297

92

92

92

33

90
23

23

87

92

93

93
32

32

81

23

33

81

24

24

24

13

13

13

21

14

163

298

164

163

159

164

158

225

158

269

269

146

143

172

163

173

145 168

173

145
168

169

168

165

169

145

145 300

143

144

144

292

140

東京湾アクアライン

久留里線

小湊鉄道

内
房
線

内
房
線

久
留
里
線 小

湊
鉄
道

内房
線

京
葉
臨
海
鉄
道
貨
物
線

君津駅

大貫駅

青堀駅

木更津駅

巌根駅

祇
園
駅

上
総
清
川
駅

東
清
川
駅

袖ケ浦駅

長浦駅

小櫃駅

平山駅

久留里駅

姉ケ崎駅

横
田
駅

東
横
田
駅

下郡駅

馬来田駅

五井駅

月崎駅

飯給駅

上総大久保駅

養老渓谷駅

上総村上駅

光風台駅

馬立駅

海士有木駅

上総山田駅

上総三又駅

上総牛久駅

里見駅

高滝駅

上総久保駅

上総鶴舞駅

富津市役所

君津市役所

木更津市役所駅前庁舎

木更津市役所
朝日庁舎

袖ケ浦市役所

市原市役所

9

11 12

1310

6

8

7

4

5

3

21

13図カット

7図カット

4図カット

7図カット

4図カット

13図カット

H60㎜× W185㎜
051

全
体
図

木更津市

Kisarazu City 

全体図
N

1/150,0000 1.5 3km

©2022 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

37

エリアマップ3図 A-5

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ： 御中

木更津市暮らしの便利帳

2022年7月26日 047
8FK411H0B 328

興和建設株式会社 初校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714




