
指定ごみ袋できちんと出しましょう！！
⿎燃やせるごみ・燃やせないごみ
　燃やせるごみ専用指定袋と燃やせないごみ専用指定袋には
ごみ処理手数料を賦課しています。

⿎専用指定袋の購入方法�
　燃やせるごみ専用指定袋と燃
やせないごみ専用指定袋は、右
のステッカーを掲示している小
売店で販売しています。
⿎容器包装プラスチック、びん・かん・ペットボトル
　ごみ出しの際には、容器包装プラスチック専用指定袋、び
ん・かん・ペットボトル専用指定袋を使用してください。

「せん定枝」の排出方法は？
　せん定枝は、細かく裁断し、燃やせるごみ専用指定袋に入
れて出す他、袋に入らないせん定枝は、太さ15cmまで、長
さ80cmまでの枝を円周が１m以内の束になるようにひもや
針金でしっかり縛って出すこともできます。その場合は「一
般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」を購入し、せん定枝の
束に付けてごみステーションに出してください。せん定枝１
束に１枚40円の「一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」が
必要です。「一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」が付いて
いない場合は一切収集しません。
　なお、１回のごみ出しにつき１世帯３束まで出せます。
⿎一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）

※販売価格は、１枚40円の券が５枚１組で200円です。
処理券の購入方法

⿎取扱場所
●まち美化推進課（クリーンセンター内）
●市民活動支援課（朝日庁舎）
●�出張所：鎌足・中郷・富来田の各公民館内および金田出張

所（金田地域交流センター「きさてらす」内）
●�連絡所：中央・ 岩根・八幡台・清見台・畑沢・波岡の各

公民館内
⿎取扱時間
●月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
●土曜日　 まち美化推進課（クリーンセンター内）のみ
　　　　　 午前８時30分～午後０時30分
※ 日曜日、祝日および年末年始などの閉庁時は取り扱いでき

ません。（クリーンセンターは年末も取り扱い）
�家庭から出た大量の草・木のクリーンセンターへ
の持ち込みについて

　本人が刈り取り、せん定し、持ち込んだものに限ります。
　事業者が委託を受けて刈り取りしたものは、事業者が出し
たものとなり、受け入れできません。
※ 福島第一原発事故の影響により、草木の焼却灰から高い濃

度の放射性物質が検出され最終処分場への搬入が一時ス
トップしたことから、現在は事業者が出した草木の受け入
れを停止しています。（一部受入再開）

指定ごみ袋の
種類 袋の色 文字の色 大きさ 販売価格

燃やせるごみ
専用指定袋

半透明
（ピンク） 赤色

小袋
（20ℓ相当）

200円
（10枚１組）

中袋
（30ℓ相当）

300円
（10枚１組）

大袋
（45ℓ相当）

450円
（10枚１組）

燃やせないごみ
専用指定袋 透明 青色

小袋
（20ℓ相当）

200円
（10枚１組）

中袋
（30ℓ相当）

300円
（10枚１組）

大袋
（45ℓ相当）

450円
（10枚１組）

※ 指定ごみ袋の価格は、袋の代金ではなくごみ処理手数料です。

指定ごみ袋の
種類 袋の色 文字の色 大きさ 販売価格

容器包装
プラスチック
専用指定袋

透明 黄色

中袋
（30ℓ相当）

認定メーカー
の自由な流通
経路・価格で
販売していま
す。な お、こ
れらは最寄り
の小売店で販
売 し て い ま
す。

大袋
（45ℓ相当）

びん・かん
ペットボトル
専用指定袋

透明 緑色

中袋
（30ℓ相当）

大袋
（45ℓ相当）

※ごみ処理手数料は賦課していません。
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▶家庭から出るごみ
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

● ごみは、ごみ出しカレンダーをよく確認してから出しま
しょう。

● 必ず収集日当日の朝８時30分までに出しましょう。
　収集車が収集した後に出されたごみの再収集はしません。
● 粗大ごみは、ごみステーションに出せません。まち美化推

進課（クリーンセンター内）へ戸別収集の予約をしてくだ
さい。（80ページ参照）
ごみの品目と色分け

ごみ出しカレンダーの配布
⿎自治会に加入している人
　自治会を通じ、毎年３月中旬に配布します。
⿎自治会に未加入の人・紛失などした人
　下記の場所で配布しています。
●まち美化推進課（クリーンセンター内）
　潮浜3-1　☎0438-36-1133
●案内コーナー（朝日庁舎）　朝日3-10-19
●各公民館および金田出張所（金田地域交流センター「きさ
てらす」内）
※ 公民館には、全地区（14通り）のごみ出しカレンダーを

常備していませんので、まち美化推進課（クリーンセン
ター内）で確認のうえ、受け取ってください。

燃やせるごみ専用指定袋を必ず使用してください。
ごみ処理手数料を賦課しています。

燃やせるごみ
（週２回）

燃やせないごみ専用指定袋を必ず使用してください。
ごみ処理手数料を賦課しています。

燃やせないごみ
（月２回）

びん・かん・ペットボトル専用指定袋を
必ず使用してください。

びん・かん・ペットボトル
（週１回）

容器包装プラスチック専用指定袋を
必ず使用してください。

容器包装プラスチック
（週１回）

それぞれ品目ごとにひもで縛って出しましょう。

雑誌（古本）・雑紙・段ボール・紙パック
（月２回　第１・３各曜日）

それぞれ品目ごとにひもで縛って出しましょう。

新聞（折込チラシ）・紙箱・紙パック・衣類
（月２回　第２・４各曜日）

再生紙を使用しています

収集地区2022年度版  木更津市
ごみ出しカレンダー
必ず、「指定ごみ袋」で出してください。

指定取扱店で購入してください。

燃やせるごみ
Burnable Garbage

燃やせないごみ
Non-Burnable Garbage

必ず、「指定ごみ袋」で出してください。
最寄りの小売店で購入してください。

びん・かん・ペットボトル
Glass bottles,Cans,Plastic(PET)bottles

容器包装プラスチック
Plastic Containers and Wrappings

品目ごとにひもで束ねて出してください。
雨天時もごみ出しカレンダーどおり収集しますが、衣類に関しては晴天時に出してください。

雑誌（古本）・雑紙・段ボール・紙パック
Magazines,Books,Other printed materials,
Card board,Milk and juice packaging

新聞（折込チラシ）・紙箱・紙パック・衣類
Newspapers,Paper made packages, Milk and juice packaging,Clothes
折込チラシは新聞と一緒に収集しています。

■まち美化推進課（クリーンセンター内）【潮浜3-1 TEL 36-1133　FAX 36-5374】■木更津市ホームページ https://www.city.kisarazu.lg.jp

★ごみの分別については、「ごみ分別ガイドブック（保存版）」をご覧ください。まち美化推進課（クリーンセンター内）・市役所朝日庁舎の庁内案内・最寄りの公民館・金田地域交流センターで配布しています。

電話予約による戸別（有料）収集
粗大ごみ Oversized Garbage

※予約は2日前まで

電話番号 36-1133

②正しく分別をして出す
分別出来ていないごみは回収しません。
また、クリーンセンターで処理が出来ないご
みも回収しません。
分別については、ごみ分別ガイドブックで確認
してください。

カセットボンベやスプレー缶は、必ずガスを完全
に抜いて穴を開けてから燃やせないごみに出し
てください。ガスライターはガスを完全に抜いて
から燃やせないごみに出してください。また、乾
電池以外の電池類は発火の可能性があるためク
リーンセンターでは処理できません。

ごみステーション利用のルール！

  収集車や施設の火災防止のため、
排出方法を守ってください

●家電リサイクル法対象品
●適正処理困難物
※詳しくは、こちら➡
  「ごみ分別ガイドブック」
　をご覧ください。

クリーンセンターで処理が
できないもの

午前８時３０分以降に出したごみは回収しません。
❶必ず朝８時３０分までに出してください

土　曜　日　

※予約は前日の正午（前日が祝日の場合は前々日
の正午）まで

※日曜日、祝日及び年始の受け入れなし
（粗大ごみ以外の少量のごみの持ち込みは控え、
ごみステーションに出しましょう。）
排出場所等の確認のため、受付の際に免許証等で
住所確認します。

家庭ごみのクリーンセンター
持ち込みの受け入れ時間

※土曜日の持ち込みは

月～金曜日　午前8時30分～午後4時
土　曜　日　午前8時30分～午前11時

事前予約が必要です！！

ごみを資源に  みんなでつくる  循環型のまち  きさらづ このごみカレンダーは、広告主の協賛により寄贈されたものです。 広告に関するお問い合わせは
ワタナベメディアプロダクツ（株）☎0438-36-5361（代）まで

君津支店

木更津請西支店木更津支店 川崎支店

国土交通大臣（1）第9754号
〒292-0801 木更津市請西4-5-15
TEL 0438-37-8739　営業時間  9:00～18:30　水曜日定休
（無料電話）株式

会社
本
店さくら都市

Ⓡ

さくら都市
イメージキャラクター

「さくら丸」

さくら都市
イメージキャラクター

「さくら丸」

0800-800-8739
さくら都市

袖ケ浦支店 市原東支店市原支店

千葉支店 佐倉支店蘇我支店 茂原支店

木更津本社・本店

中古住宅買取りの窓口
千葉県
神奈川県内に店舗展開中!!
千葉県
神奈川県内に店舗展開中!!

すまい買い取り.com 検索 千葉県全域・神奈川県・東京23区の
戸建・アパート・借家・ビル・マンションの
不動産買い取り専門

つながる安心の絆
24時間 365日24時間 365日

ファミリーケアナースセンターきづなファミリーケアナースセンターきづな

☎0438-53-8747

「共生型看護小規模多機能型」
筋ジストロフィー・ＡＬＳ・がん末期

困難事例のご相談に応じます。

木更津市江川523ｰ2
安心ハウス絆

きづな

でで

時はいつでも時はいつでも

給水 給湯 排水 浄化槽
ポンプ
冷暖房

電気

設備保全センター ☎0438-20-6051

木更津市潮見5-7-1　☎0438-30-2345
https://www.yunosato-kazusa.com

かずさ歯科クリニック

〒292-0833 木更津市貝渕2-10-17 ☎0438-25-8000
休診日　木曜日・日曜日・祝祭日

受付時間 月 火 水 木 金 土 日
9：30～12：00 － －
14：30～18：00 － 17：30 －

木更津初の本格家族葬ホール

木更津市ほたる野４-４-７

当店は耳鼻咽喉科と連携しておりますので安心です。
また、市原・袖ケ浦・木更津・君津・富津エリア内で唯一の

「認定補聴器専門店」資格合格店です。
※2022年1月8日　時点

な よ い み みにっ♪

認定補聴器専門店

原則予約制

[平日]9：00～15：00（最終受付）
[土・日・祝]8：00～16：00（最終受付）
[定休日]水曜午後・木曜日

総合リサイクルショップ

Reサイクル
・買取り ・処分
・引取り

引越・不要品処分
大掃除の処分
閉店・廃業の処分

エアコン取付・取外
電気工事全般

全部
やります！

！！！！
木更津市桜町２-７-５☎0438-37-4333  営 １０:００～19:００ （水曜定休）

！！！！

☎0438-98-6300

賃貸・売買・建設・資産管理

〒292-0043　千葉県木更津市東太田4ｰ3ｰ7

千葉県知事（4）第14272号

毎週火
・土曜日
第1・3
水曜日

毎週
月曜日
毎週
木曜日

第1・3
月曜日
第2・4
月曜日

毎週水曜日

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 4月 APR.

1 2 3 4 5 66 77
8 99 1010 1111 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2929 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 5月 MAY.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 6月 JUN.

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1111 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 7月 JUL.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1313
14 1515 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 8月 AUG.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 1212 13 14 15 16 17
18 1919 20 21 22 23 24
25 2626 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 9月 SEP.

1
2 33 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1818 19 20 21 22

25 26 27 28 29

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 10月 OCT.

1 2 3 4 55
6 77 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2525 2626
27 28 29 30

日
SUN

月
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火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 11月 NOV.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1919 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 12月 DEC.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 1月 JAN.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 1313 1414 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2727 28

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 2月 FEB.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 1717 18
19 20 21 22 2323 24 25
26 27 28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 3月 MAR.

24
      31

23
      30

24
      31

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2525 2626 27 28 29 3030

収集なし 収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし 収集なし

収集なし

祇園1～4丁目、清川1・2丁目、
清見台東1～3丁目1

▼ごみ出しカレンダーの一例

※ ごみ出しカレンダーは地区ごとに14通りあります。

ごみ
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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

168
346

株式会社佐久間 木更津リサイクルセンター 御中

資源再生総合企業 エリアマップ3図 A‐1
限りある資源を大切に！

株式会社佐久間 木更津リサイクルセンター
私たちは、地域密着型リサイクル企業として、これまでも、
これからも自然豊かなまちづくりに貢献していきます。
■木更津市潮浜2-6-9
■TEL:0438-36-7745 ■FAX:0438-36-3462
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／日曜、祝日、年始1～3日 ■URL:http://www.e-sakuma.jp/
一般廃棄物処理施設設置許可24-3 一般廃棄物処分業許可木更津市指令第122号

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済



指定ごみ袋できちんと出しましょう！！
⿎燃やせるごみ・燃やせないごみ
　燃やせるごみ専用指定袋と燃やせないごみ専用指定袋には
ごみ処理手数料を賦課しています。

⿎専用指定袋の購入方法�
　燃やせるごみ専用指定袋と燃
やせないごみ専用指定袋は、右
のステッカーを掲示している小
売店で販売しています。
⿎容器包装プラスチック、びん・かん・ペットボトル
　ごみ出しの際には、容器包装プラスチック専用指定袋、び
ん・かん・ペットボトル専用指定袋を使用してください。

「せん定枝」の排出方法は？
　せん定枝は、細かく裁断し、燃やせるごみ専用指定袋に入
れて出す他、袋に入らないせん定枝は、太さ15cmまで、長
さ80cmまでの枝を円周が１m以内の束になるようにひもや
針金でしっかり縛って出すこともできます。その場合は「一
般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」を購入し、せん定枝の
束に付けてごみステーションに出してください。せん定枝１
束に１枚40円の「一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」が
必要です。「一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）」が付いて
いない場合は一切収集しません。
　なお、１回のごみ出しにつき１世帯３束まで出せます。
⿎一般廃棄物処理券（せん定枝処理券）

※販売価格は、１枚40円の券が５枚１組で200円です。
処理券の購入方法

⿎取扱場所
●まち美化推進課（クリーンセンター内）
●市民活動支援課（朝日庁舎）
●�出張所：鎌足・中郷・富来田の各公民館内および金田出張

所（金田地域交流センター「きさてらす」内）
●�連絡所：中央・ 岩根・八幡台・清見台・畑沢・波岡の各

公民館内
⿎取扱時間
●月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
●土曜日　 まち美化推進課（クリーンセンター内）のみ
　　　　　 午前８時30分～午後０時30分
※ 日曜日、祝日および年末年始などの閉庁時は取り扱いでき

ません。（クリーンセンターは年末も取り扱い）
�家庭から出た大量の草・木のクリーンセンターへ
の持ち込みについて

　本人が刈り取り、せん定し、持ち込んだものに限ります。
　事業者が委託を受けて刈り取りしたものは、事業者が出し
たものとなり、受け入れできません。
※ 福島第一原発事故の影響により、草木の焼却灰から高い濃

度の放射性物質が検出され最終処分場への搬入が一時ス
トップしたことから、現在は事業者が出した草木の受け入
れを停止しています。（一部受入再開）

指定ごみ袋の
種類 袋の色 文字の色 大きさ 販売価格

燃やせるごみ
専用指定袋

半透明
（ピンク） 赤色

小袋
（20ℓ相当）

200円
（10枚１組）

中袋
（30ℓ相当）

300円
（10枚１組）

大袋
（45ℓ相当）

450円
（10枚１組）

燃やせないごみ
専用指定袋 透明 青色

小袋
（20ℓ相当）

200円
（10枚１組）

中袋
（30ℓ相当）

300円
（10枚１組）

大袋
（45ℓ相当）

450円
（10枚１組）

※ 指定ごみ袋の価格は、袋の代金ではなくごみ処理手数料です。

指定ごみ袋の
種類 袋の色 文字の色 大きさ 販売価格

容器包装
プラスチック
専用指定袋

透明 黄色

中袋
（30ℓ相当）

認定メーカー
の自由な流通
経路・価格で
販売していま
す。な お、こ
れらは最寄り
の小売店で販
売 し て い ま
す。

大袋
（45ℓ相当）

びん・かん
ペットボトル
専用指定袋

透明 緑色

中袋
（30ℓ相当）

大袋
（45ℓ相当）

※ごみ処理手数料は賦課していません。
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▶家庭から出るごみ
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

● ごみは、ごみ出しカレンダーをよく確認してから出しま
しょう。

● 必ず収集日当日の朝８時30分までに出しましょう。
　収集車が収集した後に出されたごみの再収集はしません。
● 粗大ごみは、ごみステーションに出せません。まち美化推

進課（クリーンセンター内）へ戸別収集の予約をしてくだ
さい。（80ページ参照）
ごみの品目と色分け

ごみ出しカレンダーの配布
⿎自治会に加入している人
　自治会を通じ、毎年３月中旬に配布します。
⿎自治会に未加入の人・紛失などした人
　下記の場所で配布しています。
●まち美化推進課（クリーンセンター内）
　潮浜3-1　☎0438-36-1133
●案内コーナー（朝日庁舎）　朝日3-10-19
●各公民館および金田出張所（金田地域交流センター「きさ
てらす」内）
※ 公民館には、全地区（14通り）のごみ出しカレンダーを

常備していませんので、まち美化推進課（クリーンセン
ター内）で確認のうえ、受け取ってください。

燃やせるごみ専用指定袋を必ず使用してください。
ごみ処理手数料を賦課しています。

燃やせるごみ
（週２回）

燃やせないごみ専用指定袋を必ず使用してください。
ごみ処理手数料を賦課しています。

燃やせないごみ
（月２回）

びん・かん・ペットボトル専用指定袋を
必ず使用してください。

びん・かん・ペットボトル
（週１回）

容器包装プラスチック専用指定袋を
必ず使用してください。

容器包装プラスチック
（週１回）

それぞれ品目ごとにひもで縛って出しましょう。

雑誌（古本）・雑紙・段ボール・紙パック
（月２回　第１・３各曜日）

それぞれ品目ごとにひもで縛って出しましょう。

新聞（折込チラシ）・紙箱・紙パック・衣類
（月２回　第２・４各曜日）

再生紙を使用しています

収集地区2022年度版  木更津市
ごみ出しカレンダー
必ず、「指定ごみ袋」で出してください。

指定取扱店で購入してください。

燃やせるごみ
Burnable Garbage

燃やせないごみ
Non-Burnable Garbage

必ず、「指定ごみ袋」で出してください。
最寄りの小売店で購入してください。

びん・かん・ペットボトル
Glass bottles,Cans,Plastic(PET)bottles

容器包装プラスチック
Plastic Containers and Wrappings

品目ごとにひもで束ねて出してください。
雨天時もごみ出しカレンダーどおり収集しますが、衣類に関しては晴天時に出してください。

雑誌（古本）・雑紙・段ボール・紙パック
Magazines,Books,Other printed materials,
Card board,Milk and juice packaging

新聞（折込チラシ）・紙箱・紙パック・衣類
Newspapers,Paper made packages, Milk and juice packaging,Clothes
折込チラシは新聞と一緒に収集しています。

■まち美化推進課（クリーンセンター内）【潮浜3-1 TEL 36-1133　FAX 36-5374】■木更津市ホームページ https://www.city.kisarazu.lg.jp

★ごみの分別については、「ごみ分別ガイドブック（保存版）」をご覧ください。まち美化推進課（クリーンセンター内）・市役所朝日庁舎の庁内案内・最寄りの公民館・金田地域交流センターで配布しています。

電話予約による戸別（有料）収集
粗大ごみ Oversized Garbage

※予約は2日前まで

電話番号 36-1133

②正しく分別をして出す
分別出来ていないごみは回収しません。
また、クリーンセンターで処理が出来ないご
みも回収しません。
分別については、ごみ分別ガイドブックで確認
してください。

カセットボンベやスプレー缶は、必ずガスを完全
に抜いて穴を開けてから燃やせないごみに出し
てください。ガスライターはガスを完全に抜いて
から燃やせないごみに出してください。また、乾
電池以外の電池類は発火の可能性があるためク
リーンセンターでは処理できません。

ごみステーション利用のルール！

  収集車や施設の火災防止のため、
排出方法を守ってください

●家電リサイクル法対象品
●適正処理困難物
※詳しくは、こちら➡
  「ごみ分別ガイドブック」
　をご覧ください。

クリーンセンターで処理が
できないもの

午前８時３０分以降に出したごみは回収しません。
❶必ず朝８時３０分までに出してください

土　曜　日　

※予約は前日の正午（前日が祝日の場合は前々日
の正午）まで

※日曜日、祝日及び年始の受け入れなし
（粗大ごみ以外の少量のごみの持ち込みは控え、
ごみステーションに出しましょう。）
排出場所等の確認のため、受付の際に免許証等で
住所確認します。

家庭ごみのクリーンセンター
持ち込みの受け入れ時間

※土曜日の持ち込みは

月～金曜日　午前8時30分～午後4時
土　曜　日　午前8時30分～午前11時

事前予約が必要です！！

ごみを資源に  みんなでつくる  循環型のまち  きさらづ このごみカレンダーは、広告主の協賛により寄贈されたものです。 広告に関するお問い合わせは
ワタナベメディアプロダクツ（株）☎0438-36-5361（代）まで

君津支店

木更津請西支店木更津支店 川崎支店

国土交通大臣（1）第9754号
〒292-0801 木更津市請西4-5-15
TEL 0438-37-8739　営業時間  9:00～18:30　水曜日定休
（無料電話）株式

会社
本
店さくら都市

Ⓡ

さくら都市
イメージキャラクター

「さくら丸」

さくら都市
イメージキャラクター

「さくら丸」

0800-800-8739
さくら都市

袖ケ浦支店 市原東支店市原支店

千葉支店 佐倉支店蘇我支店 茂原支店

木更津本社・本店

中古住宅買取りの窓口
千葉県
神奈川県内に店舗展開中!!
千葉県
神奈川県内に店舗展開中!!

すまい買い取り.com 検索 千葉県全域・神奈川県・東京23区の
戸建・アパート・借家・ビル・マンションの
不動産買い取り専門

つながる安心の絆
24時間 365日24時間 365日

ファミリーケアナースセンターきづなファミリーケアナースセンターきづな

☎0438-53-8747

「共生型看護小規模多機能型」
筋ジストロフィー・ＡＬＳ・がん末期

困難事例のご相談に応じます。

木更津市江川523ｰ2
安心ハウス絆

きづな

でで

時はいつでも時はいつでも

給水 給湯 排水 浄化槽
ポンプ
冷暖房

電気

設備保全センター ☎0438-20-6051

木更津市潮見5-7-1　☎0438-30-2345
https://www.yunosato-kazusa.com

かずさ歯科クリニック

〒292-0833 木更津市貝渕2-10-17 ☎0438-25-8000
休診日　木曜日・日曜日・祝祭日

受付時間 月 火 水 木 金 土 日
9：30～12：00 － －
14：30～18：00 － 17：30 －

木更津初の本格家族葬ホール

木更津市ほたる野４-４-７

当店は耳鼻咽喉科と連携しておりますので安心です。
また、市原・袖ケ浦・木更津・君津・富津エリア内で唯一の

「認定補聴器専門店」資格合格店です。
※2022年1月8日　時点

な よ い み みにっ♪

認定補聴器専門店

原則予約制

[平日]9：00～15：00（最終受付）
[土・日・祝]8：00～16：00（最終受付）
[定休日]水曜午後・木曜日

総合リサイクルショップ

Reサイクル
・買取り ・処分
・引取り

引越・不要品処分
大掃除の処分
閉店・廃業の処分

エアコン取付・取外
電気工事全般

全部
やります！

！！！！
木更津市桜町２-７-５☎0438-37-4333  営 １０:００～19:００ （水曜定休）

！！！！

☎0438-98-6300

賃貸・売買・建設・資産管理

〒292-0043　千葉県木更津市東太田4ｰ3ｰ7

千葉県知事（4）第14272号

毎週火
・土曜日
第1・3
水曜日

毎週
月曜日
毎週
木曜日

第1・3
月曜日
第2・4
月曜日

毎週水曜日

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 4月 APR.

1 2 3 4 5 66 77
8 99 1010 1111 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2929 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 5月 MAY.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 6月 JUN.

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1111 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 7月 JUL.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1313
14 1515 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 8月 AUG.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 1212 13 14 15 16 17
18 1919 20 21 22 23 24
25 2626 27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 9月 SEP.

1
2 33 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1818 19 20 21 22

25 26 27 28 29

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 10月 OCT.

1 2 3 4 55
6 77 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2525 2626
27 28 29 30

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 11月 NOV.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1919 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2022 12月 DEC.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 1月 JAN.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 1313 1414 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2727 28

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 2月 FEB.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 1717 18
19 20 21 22 2323 24 25
26 27 28 29 30 31

日
SUN

月
MON

火
TUE

水
WED

木
THU

金
FRI

土
SAT

2023 3月 MAR.

24
      31

23
      30

24
      31

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2525 2626 27 28 29 3030

収集なし 収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし

収集なし 収集なし

収集なし

祇園1～4丁目、清川1・2丁目、
清見台東1～3丁目1

▼ごみ出しカレンダーの一例

※ ごみ出しカレンダーは地区ごとに14通りあります。

ごみ
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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

170
306

木更津リサイクル㈱ 御中

暮らし エリアマップ3図 A‐5
『ごみの処理』お任せください

木更津リサイクル㈱
事業ごみ・家庭ごみ・粗大ごみ・電化製品・引越ごみ・遺品整理
お気軽にお問い合わせください
■木更津市潮見6-16-3 ■TEL:0438-37-7007 ■FAX:0438-40-5005
木更津市指令第4064号
産業廃棄物収集運搬業許可第01200166730号
遺品整理士認定第IS09085号

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
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有限会社木更津清掃社 御中

ごみ収集 エリアマップ4図 D‐4
ゴミ処理のことなら当社にお任せください

有限会社木更津清掃社
ゴミ処理についての見積もりや産業廃棄物処理につきま
してのご相談などお気軽にお問い合わせください。
■木更津市中野143 ■ 0120-538-311
■電話:0438-40-1111 ■営業時間／8:30～17:00
■FAX:0438-41-2121 ■URL:http://www.kisarazu-s.co.jp/
■定休日／日曜、祝日 ■保有車両40台 ■許認可多数あり LINE＠をはじめました

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済



▶その他の処理
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

動物（犬、猫などの小動物）の死体処理
　遺骨の持ち帰りはできません。
◎クリーンセンターへ自分で持ち込む場合
　１体につき1,000円の処理手数料が掛かります。
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　●土曜日　　　午前８時30分～午前11時
　※日曜日、祝日および年始は受け入れしません。
◎ まち美化推進課（クリーンセンター内）に収集を依頼する
場合　１体につき2,000円の処理手数料が掛かります。
道路側溝の泥の処理

　● 道路側溝の泥を入れた土のう袋は、清掃した側溝の脇に
置いてください。

　●ごみステーションには出せません。
　　土木課（☎0438-23-8406）に収集を依頼してください。
市では収集・受け入れしないもの

⿎各リサイクル制度対象品
　エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥
機・小形二次電池など（詳しくは82・83ページをご覧くだ
さい）
⿎適正処理困難物（危険物・建築廃材など）
　● オイル、ガソリン、ペンキ、プロパンガスボンベ、農薬、

注射器、点滴、体温計（水銀入り）
　●  コンクリート製品、レンガ、タイル、瓦、浴槽、温水器
　●  二輪車（オートバイ・バイク）、自動車、二輪車用部品、

タイヤ
　●  消火器、バッテリー、充電式電池、ボタン電池、リチウ

ムイオン電池
　● 石、土、灰、鉄アレイ、タイヤチェーン、耐火金庫、ボ

ウリングの球、サーフボード、ピアノ、太い木　など

　購入店、取扱店、木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者、
処理業者などに依頼してください。
　詳しくはお問い合わせください。

▶木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　事業系ごみ（商店・飲食店・事務所など事業活動に伴うご
み）、家電リサイクル法対象品（エアコン・テレビ・冷蔵庫
および冷凍庫・洗濯機および衣類乾燥機）、引っ越しなどで
出る多量ごみの収集・運搬を行います。

▶ごみステーションの設置・変更
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　ごみ収集場所は、利用者の責任で管理をしていただいてい
ます。新設・移動の場合、候補地が決定したら利用者などと
相談のうえ「ごみ収集場所届出書」をまち美化推進課へ提出
してください。現地確認を行い、収集効率や安全性などから
適否を判断し、適当であれば収集開始日を連絡者（申請者）
へ連絡します。

事業所名 住所 電話番号

（有）アスカ
（ほたる野地区のみ） ほたる野3-6-11 0438-98-5118

（有）長田 八幡台1-3-7 0438-36-1004

（株）金田臨海総合
（金田地区のみ） 瓜倉985 0438-41-1728

（有）木更津清掃社 中野143 0438-40-1111

木更津リサイクル（株）� 潮見6-16-3 0438-37-7007

（株）共進社 岩根4-9-19 0438-41-6255

（有）グリーン ほたる野4-10-20 0438-71-5005

（有）栗原商店 高砂1-9-26 0438-41-2558

（有）大丸運輸 潮浜2-1-31 0438-37-0303

（有）丸三清運 戸国421 0438-53-2277
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▶粗大ごみの出し方
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

粗大ごみの出し方（電話予約制）
　① まち美化推進課（クリーンセンター内）へ電話して、収

集日・ごみ処理手数料・出す場所などを確認します。
　②粗大ごみ処理券を取扱場所で購入します。
　　※粗大ごみは１点あたり800円です。
　　※ 収集時に在宅の場合は、その場で現金での支払いもで

きます。
　　※ 粗大ごみ処理券の領収証は収集が終わるまでお持ちく

ださい。
　③ 粗大ごみ処理券に氏名・収集日を記載し、見やすい場所

に貼ります。
　④ 粗大ごみを収集日の午前８時30分までに、指定した場

所へ出してください。（不在でも可）
　　※家の中までは収集に伺いません。
⿎受付時間
　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
⿎�予約は収集日の２日前までに。地域により収集する曜
日が決まっています。ごみ出しカレンダーで確認して
ください。
処理券の購入方法

⿎取扱場所
　●まち美化推進課（クリーンセンター内）
　●市民活動支援課（朝日庁舎）
　●出張所： 鎌足・中郷・富来田の各公民館内および金田出

張所（金田地域交流センター「きさてらす」
内）

　●連絡所： 中央・岩根・八幡台・清見台・畑沢・波岡の各
公民館内

⿎取扱時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　●土曜日　まち美化推進課（クリーンセンター内）のみ
　　　　　　午前８時30分～午後０時30分
※ 日曜日、祝日および年末年始などの閉庁時は、取り扱いで

きません。（クリーンセンターは年末も取り扱い）

▶クリーンセンターへ自分で持ち込む場合
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

一般家庭から出るごみについて
　最初の 20kgまで200円、以降10kgごとに65円のごみ処
理手数料が掛かります。
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　●土曜日　午前８時30分～午前11時
　　　　　　土曜日のみ事前予約制です。
　※日曜日、祝日および年始は受け入れしません。
土曜日ごみ持ち込み事前予約について

　●木更津市公式アプリ「らづナビ」から予約
　●まち美化推進課（クリーンセンター内）へ電話して予約
⿎受付時間　
　●平日：午前9時～午後4時
　※ 事前予約はお持ち込みされる日の前日正午（前日が祝日

の場合は前々日の正午）までです。 
　※ 予約は1カ月先まで可能です。
�事業系（商店・飲食店・事業所など）から�
出るごみについて

　最初の20kgまで300円、以降10kgごとに90円のごみ処
理手数料が掛かります。（一般廃棄物に限る）
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～正午、午後１時～午後４時
　※ 土・日曜日、祝日および年末年始は受け入れしません。
　★ごみを自分で持ち込む場合にも分別を！！
注意

　① ごみは品目ごとに降ろす場所が異なります。降ろしやす
いように「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「粗大ご
み」などに分別して車に積んでください。

　② 指定ごみ袋を使う必要はありません。細かなごみや散乱
しやすいごみなどを持ち込む場合には、中身が確認でき
る90ℓ以内の透明なビニール袋に入れてください。
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有限会社
産業廃棄物収集運搬許可125702号産業廃棄物収集運搬許可125702号

長　田 ● 非鉄・古紙回収（古物商許可）
● 引越ゴミ（可燃・不燃・粗大・廃家電）ゴミ
● 特別管理産業廃棄物収集運搬

● 事業所ゴミ・家庭ゴミ
● 産業廃棄物収集運搬（コンテナ設置OK）
● 機密文書専用コンテナで回収リサイクル

T E L 0 4 3 8 －3 6 －1 0 0 4
F A X 0 4 3 8 －5 3 －7 2 8 2

八幡台 1 丁 目 3 － 7 エリアマップ 11図  E-3

【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 ：
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㈲長田 御中 3校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年8月29日
8FK411H0B



▶その他の処理
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

動物（犬、猫などの小動物）の死体処理
　遺骨の持ち帰りはできません。
◎クリーンセンターへ自分で持ち込む場合
　１体につき1,000円の処理手数料が掛かります。
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　●土曜日　　　午前８時30分～午前11時
　※日曜日、祝日および年始は受け入れしません。
◎ まち美化推進課（クリーンセンター内）に収集を依頼する
場合　１体につき2,000円の処理手数料が掛かります。
道路側溝の泥の処理

　● 道路側溝の泥を入れた土のう袋は、清掃した側溝の脇に
置いてください。

　●ごみステーションには出せません。
　　土木課（☎0438-23-8406）に収集を依頼してください。
市では収集・受け入れしないもの

⿎各リサイクル制度対象品
　エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥
機・小形二次電池など（詳しくは82・83ページをご覧くだ
さい）
⿎適正処理困難物（危険物・建築廃材など）
　● オイル、ガソリン、ペンキ、プロパンガスボンベ、農薬、

注射器、点滴、体温計（水銀入り）
　●  コンクリート製品、レンガ、タイル、瓦、浴槽、温水器
　●  二輪車（オートバイ・バイク）、自動車、二輪車用部品、

タイヤ
　●  消火器、バッテリー、充電式電池、ボタン電池、リチウ

ムイオン電池
　● 石、土、灰、鉄アレイ、タイヤチェーン、耐火金庫、ボ

ウリングの球、サーフボード、ピアノ、太い木　など

　購入店、取扱店、木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者、
処理業者などに依頼してください。
　詳しくはお問い合わせください。

▶木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　事業系ごみ（商店・飲食店・事務所など事業活動に伴うご
み）、家電リサイクル法対象品（エアコン・テレビ・冷蔵庫
および冷凍庫・洗濯機および衣類乾燥機）、引っ越しなどで
出る多量ごみの収集・運搬を行います。

▶ごみステーションの設置・変更
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　ごみ収集場所は、利用者の責任で管理をしていただいてい
ます。新設・移動の場合、候補地が決定したら利用者などと
相談のうえ「ごみ収集場所届出書」をまち美化推進課へ提出
してください。現地確認を行い、収集効率や安全性などから
適否を判断し、適当であれば収集開始日を連絡者（申請者）
へ連絡します。

事業所名 住所 電話番号

（有）アスカ
（ほたる野地区のみ） ほたる野3-6-11 0438-98-5118

（有）長田 八幡台1-3-7 0438-36-1004

（株）金田臨海総合
（金田地区のみ） 瓜倉985 0438-41-1728

（有）木更津清掃社 中野143 0438-40-1111

木更津リサイクル（株）� 潮見6-16-3 0438-37-7007

（株）共進社 岩根4-9-19 0438-41-6255

（有）グリーン ほたる野4-10-20 0438-71-5005

（有）栗原商店 高砂1-9-26 0438-41-2558

（有）大丸運輸 潮浜2-1-31 0438-37-0303

（有）丸三清運 戸国421 0438-53-2277
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▶粗大ごみの出し方
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

粗大ごみの出し方（電話予約制）
　① まち美化推進課（クリーンセンター内）へ電話して、収

集日・ごみ処理手数料・出す場所などを確認します。
　②粗大ごみ処理券を取扱場所で購入します。
　　※粗大ごみは１点あたり800円です。
　　※ 収集時に在宅の場合は、その場で現金での支払いもで

きます。
　　※ 粗大ごみ処理券の領収証は収集が終わるまでお持ちく

ださい。
　③ 粗大ごみ処理券に氏名・収集日を記載し、見やすい場所

に貼ります。
　④ 粗大ごみを収集日の午前８時30分までに、指定した場

所へ出してください。（不在でも可）
　　※家の中までは収集に伺いません。
⿎受付時間
　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
⿎�予約は収集日の２日前までに。地域により収集する曜
日が決まっています。ごみ出しカレンダーで確認して
ください。
処理券の購入方法

⿎取扱場所
　●まち美化推進課（クリーンセンター内）
　●市民活動支援課（朝日庁舎）
　●出張所： 鎌足・中郷・富来田の各公民館内および金田出

張所（金田地域交流センター「きさてらす」
内）

　●連絡所： 中央・岩根・八幡台・清見台・畑沢・波岡の各
公民館内

⿎取扱時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　●土曜日　まち美化推進課（クリーンセンター内）のみ
　　　　　　午前８時30分～午後０時30分
※ 日曜日、祝日および年末年始などの閉庁時は、取り扱いで

きません。（クリーンセンターは年末も取り扱い）

▶クリーンセンターへ自分で持ち込む場合
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

一般家庭から出るごみについて
　最初の 20kgまで200円、以降10kgごとに65円のごみ処
理手数料が掛かります。
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　●土曜日　午前８時30分～午前11時
　　　　　　土曜日のみ事前予約制です。
　※日曜日、祝日および年始は受け入れしません。
土曜日ごみ持ち込み事前予約について

　●木更津市公式アプリ「らづナビ」から予約
　●まち美化推進課（クリーンセンター内）へ電話して予約
⿎受付時間　
　●平日：午前9時～午後4時
　※ 事前予約はお持ち込みされる日の前日正午（前日が祝日

の場合は前々日の正午）までです。 
　※ 予約は1カ月先まで可能です。
�事業系（商店・飲食店・事業所など）から�
出るごみについて

　最初の20kgまで300円、以降10kgごとに90円のごみ処
理手数料が掛かります。（一般廃棄物に限る）
⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～正午、午後１時～午後４時
　※ 土・日曜日、祝日および年末年始は受け入れしません。
　★ごみを自分で持ち込む場合にも分別を！！
注意

　① ごみは品目ごとに降ろす場所が異なります。降ろしやす
いように「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「粗大ご
み」などに分別して車に積んでください。

　② 指定ごみ袋を使う必要はありません。細かなごみや散乱
しやすいごみなどを持ち込む場合には、中身が確認でき
る90ℓ以内の透明なビニール袋に入れてください。
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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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六幸電気工業 御中

電気設備工事 エリアマップ11図 E‐2
安心と信用を第一に、地域になくてはならない企業に！

六幸電気工業株式会社
電気技術を駆使した電気施設をご提供いたします。
スタッフは業界トップの技術集団を目指し、日々たゆまざる努力を続けております。
■木更津市請西南5-25-18
■TEL:0438-36-1252 ■FAX:0438-36-3966
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／土曜、日曜、祝日 あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳



小形二次電池（充電式電池、蓄電池）のリサイクル
　身の回りのビデオカメラ、携帯電話、シェーバー、ヘッド
ホンステレオなどに使われている充電式電池は貴重な資源を
含んでいるため、電池メーカーに回収・リサイクルが義務付
けられています。充電式電池は乾電池と別にして、ごみとし
て出さずに、リサイクル協力店（電器店やスーパーなど）に
ご相談ください。
⿎市内の充電式電池リサイクル協力店
 令和4年4月1日現在

小型家電のリサイクル
　小型家電リサイクル法に基づき、家庭で使用済みとなった
小型家電の無料回収を行っています。
⿎受入場所
　クリーンセンター　　 8図 C-5MAP

⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　※ 土・日曜日、祝日および年末年始（12月29日から翌年

１月３日）は受け入れしません。
⿎受け入れできるもの
　携帯電話・デジタルカメラ・パソコンなどの小型家電で、
おおむね一辺が40cm以内のもの

家庭系パソコンのリサイクル
　家庭で使用し不要になったパソコンは、製造メーカーが設
置する受付窓口にて回収の申し込みをしてください。受付窓
口については、各社ホームページまたは（一社）パソコン
3R推進協会ホームページ（ HP https://www.pc3r.jp/）を
ご覧ください。
　なお、申し込みの際に、回収再資源化料金を支払うことが
必要です。（PCリサイクルマークが貼られているパソコンは
回収再資源化料金を支払う必要はありません）

二輪車（オートバイ・バイク）のリサイクル
　市（クリーンセンター）では、収集および受け入れはして
いません。
　二輪車メーカー等が使用済み製品の再資源化のため、「二
輪車リサイクルシステム」に自主的に取り組んでいます。二
輪車の処分をお考えのときは、二輪車リサイクルコールセン
ターへお問い合わせください。
⿎二輪車リサイクルコールセンター
　☎050-3000-0727
⿎受付時間
　午前９時30分～午後５時（土日祝日・年末年始を除く）
自動車のリサイクル

　自動車所有者は、新車購入時・車検時・未車検のまま廃棄
を行う場合には廃車時に、リサイクル料金を負担することと、
廃車する際は千葉県知事の登録を受けた業者に引き渡すこと
が義務付けられています。
　詳しくは、自動車リサイクルコンタクトセンターへお問い
合わせください。
⿎自動車リサイクルコンタクトセンター
　☎050-3786-7755
⿎受付時間
　午前９時～午後６時（土日祝日・年末年始を除く）

施設名 住����所 電話番号

（株）ケーズホールディングス
ケーズデンキ木更津店 ほたる野4-3-3 97-8781

パナクレールいしい�木更津店 清見台東2-28-8 98-0660

（有）高橋テレビ 清見台1-19-18 23-5881

（株）ヤマダ電機
ヤマダアウトレット木更津店 潮見4-1-2 30-2011

（有）江沢電器 真里107 53-2113

イオンリテール（株）
イオンスタイル木更津 築地1-4 38-8600

（有）ニシムラデンキ 羽鳥野7-20-1 37-2595

（株）ケーズホールディングス
ケーズデンキ木更津金田店 金田東2-14-1-2 41-7911

（株）エノモト防災工業 長須賀627-2 23-0119
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▶ごみ減量助成制度
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

資源ごみ回収推進助成金
　町内会・子供会・婦人会・老人クラブ・PTAなどが行う、
資源ごみを回収し、市の登録業者に渡す（積み込む）までの
作業に対し、助成金を交付しています。あらかじめ届出をし
て、団体を登録してください。
助成額　３円／kg
　また、市の登録業者が資源ごみの引き取りをする際、助成
金とは別に、買取代金を支払います。
生ごみ肥料化容器購入設置助成金

　購入費用の一部を助成しています。この助成を受けるため
には、指定販売店で容器を購入する必要があり、市税の滞納
がないことなど、交付要件があります。
⿎�助成額は購入額（消費税などを除く）の２分の１で１
容器につき6,000円を限度とします。
⿎�助成金は、１世帯コンポスト容器は２容器まで、密閉
容器は３容器まで助成します。
家庭用生ごみ処理機購入設置助成金

　購入費用の一部を助成しています。交付要件は生ごみ肥料
化容器購入設置助成金の交付要件と同じです。
⿎�助成額は購入額（消費税などを除く）の２分の１で
25,000円を限度とします。
⿎�助成金は、１世帯１基まで助成します。（同居世帯は
同一世帯となります）

▶合併処理浄化槽設置事業補助金
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

対象者の条件
⿎市税（木更津市）を滞納していない人
⿎浄化槽の設置届審査または建築確認を受けた人
⿎住宅などを借りている場合には、貸主の承諾を得た人
対象地域

　市内全域（ただし、下水道事業計画区域を除く）
対象建築物

　一般住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎、店舗等併用住宅
（店舗または事業所のみの場合は、対象になりません）
※ただし、予算の範囲内で交付します。

リサイクル

▶リサイクル
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　ごみの減量化・再資源化に取り組みましょう。
　ごみは生活していくうえで、どうしても発生してしまうも
のですが、皆さん一人一人の工夫や心掛けで、ごみの減量
化・再資源化につながります。
　皆さんも、できるだけ生活のなかで実践してみてください。
家電リサイクル法対象品のリサイクル　
（市では収集・受け入れしません）

　家電リサイクル対象機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫およ
び冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機）は家電リサイクル法に
より、消費者にリサイクル料金・収集運搬料金の負担が義務
付けられています。
　●買い替えの場合は、お店に引き取ってもらう
　●買ったお店に引き取ってもらう
　●木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
　●指定引取場所へ自分で持ち込む
　※ 指定取引場所へお持ち込みいただく際は、リサイクル券

が必要となります。
　　事前に各郵便局にてご購入をお願いします。
⿎家電リサイクル対象機器の指定引取場所

 

 

施設名 施設所在地 電話番号
房州物流（株）
木更津営業所 潮見5-18 0438-36-1814
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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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KOUZUKI 御中

暮らしサービス エリアマップ4図 C‐5

創業1952年 KOUZUKIは地球上で限られた水資源を守るため、環境
との相関を考慮した高品質なサービスで社会に貢献してまいります。
■木更津市万石580-1 ■TEL:0438-41-5306 ■FAX:0438-41-9327
■営業時間／7:30～17:00 ■定休日／第2土曜、日曜、祝日
■URL:http://www.kouzuki.co.jp/ ■E-mail:info@kouzuki.co.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



小形二次電池（充電式電池、蓄電池）のリサイクル
　身の回りのビデオカメラ、携帯電話、シェーバー、ヘッド
ホンステレオなどに使われている充電式電池は貴重な資源を
含んでいるため、電池メーカーに回収・リサイクルが義務付
けられています。充電式電池は乾電池と別にして、ごみとし
て出さずに、リサイクル協力店（電器店やスーパーなど）に
ご相談ください。
⿎市内の充電式電池リサイクル協力店
 令和4年4月1日現在

小型家電のリサイクル
　小型家電リサイクル法に基づき、家庭で使用済みとなった
小型家電の無料回収を行っています。
⿎受入場所
　クリーンセンター　　 8図 C-5MAP

⿎受入時間
　●月～金曜日　午前８時30分～午後４時
　※ 土・日曜日、祝日および年末年始（12月29日から翌年

１月３日）は受け入れしません。
⿎受け入れできるもの
　携帯電話・デジタルカメラ・パソコンなどの小型家電で、
おおむね一辺が40cm以内のもの

家庭系パソコンのリサイクル
　家庭で使用し不要になったパソコンは、製造メーカーが設
置する受付窓口にて回収の申し込みをしてください。受付窓
口については、各社ホームページまたは（一社）パソコン
3R推進協会ホームページ（ HP https://www.pc3r.jp/）を
ご覧ください。
　なお、申し込みの際に、回収再資源化料金を支払うことが
必要です。（PCリサイクルマークが貼られているパソコンは
回収再資源化料金を支払う必要はありません）

二輪車（オートバイ・バイク）のリサイクル
　市（クリーンセンター）では、収集および受け入れはして
いません。
　二輪車メーカー等が使用済み製品の再資源化のため、「二
輪車リサイクルシステム」に自主的に取り組んでいます。二
輪車の処分をお考えのときは、二輪車リサイクルコールセン
ターへお問い合わせください。
⿎二輪車リサイクルコールセンター
　☎050-3000-0727
⿎受付時間
　午前９時30分～午後５時（土日祝日・年末年始を除く）
自動車のリサイクル

　自動車所有者は、新車購入時・車検時・未車検のまま廃棄
を行う場合には廃車時に、リサイクル料金を負担することと、
廃車する際は千葉県知事の登録を受けた業者に引き渡すこと
が義務付けられています。
　詳しくは、自動車リサイクルコンタクトセンターへお問い
合わせください。
⿎自動車リサイクルコンタクトセンター
　☎050-3786-7755
⿎受付時間
　午前９時～午後６時（土日祝日・年末年始を除く）

施設名 住����所 電話番号

（株）ケーズホールディングス
ケーズデンキ木更津店 ほたる野4-3-3 97-8781

パナクレールいしい�木更津店 清見台東2-28-8 98-0660

（有）高橋テレビ 清見台1-19-18 23-5881

（株）ヤマダ電機
ヤマダアウトレット木更津店 潮見4-1-2 30-2011

（有）江沢電器 真里107 53-2113

イオンリテール（株）
イオンスタイル木更津 築地1-4 38-8600

（有）ニシムラデンキ 羽鳥野7-20-1 37-2595

（株）ケーズホールディングス
ケーズデンキ木更津金田店 金田東2-14-1-2 41-7911

（株）エノモト防災工業 長須賀627-2 23-0119
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▶ごみ減量助成制度
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

資源ごみ回収推進助成金
　町内会・子供会・婦人会・老人クラブ・PTAなどが行う、
資源ごみを回収し、市の登録業者に渡す（積み込む）までの
作業に対し、助成金を交付しています。あらかじめ届出をし
て、団体を登録してください。
助成額　３円／kg
　また、市の登録業者が資源ごみの引き取りをする際、助成
金とは別に、買取代金を支払います。
生ごみ肥料化容器購入設置助成金

　購入費用の一部を助成しています。この助成を受けるため
には、指定販売店で容器を購入する必要があり、市税の滞納
がないことなど、交付要件があります。
⿎�助成額は購入額（消費税などを除く）の２分の１で１
容器につき6,000円を限度とします。

⿎�助成金は、１世帯コンポスト容器は２容器まで、密閉
容器は３容器まで助成します。
家庭用生ごみ処理機購入設置助成金

　購入費用の一部を助成しています。交付要件は生ごみ肥料
化容器購入設置助成金の交付要件と同じです。
⿎�助成額は購入額（消費税などを除く）の２分の１で
25,000円を限度とします。

⿎�助成金は、１世帯１基まで助成します。（同居世帯は
同一世帯となります）

▶合併処理浄化槽設置事業補助金
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

対象者の条件
⿎市税（木更津市）を滞納していない人
⿎浄化槽の設置届審査または建築確認を受けた人
⿎住宅などを借りている場合には、貸主の承諾を得た人
対象地域

　市内全域（ただし、下水道事業計画区域を除く）
対象建築物

　一般住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎、店舗等併用住宅
（店舗または事業所のみの場合は、対象になりません）
※ただし、予算の範囲内で交付します。

リサイクル

▶リサイクル
TEL	 0438-36-1133
FAX	0438-36-5374まち美化推進課（クリーンセンター内）

　ごみの減量化・再資源化に取り組みましょう。
　ごみは生活していくうえで、どうしても発生してしまうも
のですが、皆さん一人一人の工夫や心掛けで、ごみの減量
化・再資源化につながります。
　皆さんも、できるだけ生活のなかで実践してみてください。
家電リサイクル法対象品のリサイクル　
（市では収集・受け入れしません）

　家電リサイクル対象機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫およ
び冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機）は家電リサイクル法に
より、消費者にリサイクル料金・収集運搬料金の負担が義務
付けられています。
　●買い替えの場合は、お店に引き取ってもらう
　●買ったお店に引き取ってもらう
　●木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
　●指定引取場所へ自分で持ち込む
　※ 指定取引場所へお持ち込みいただく際は、リサイクル券

が必要となります。
　　事前に各郵便局にてご購入をお願いします。
⿎家電リサイクル対象機器の指定引取場所

 

 

施設名 施設所在地 電話番号
房州物流（株）
木更津営業所 潮見5-18 0438-36-1814
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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

179
246

バイクサービス木更津 御中

バイク・シニアカー・電動スクーター エリアマップ3図 C‐4
バイクの廃車処分のことならおまかせください！

バイクサービス木更津
オートバイ、シニアカ―、自転車販売
修理・処分・レッカーサービス・損害保険取扱
■木更津市桜井新町1-6-4 ■TEL:0438-36-8418
■営業時間／9:30～18:30 ■定休日／月曜（祝日の場合翌火曜）
■URL:https://bs-k.co.jp ■E-mail:info@bs-k.co.jp
■関東運輸局二輪認証（第3-3784） ■全国オートバイ協同組合会員 あり（車10台、2輪10台）

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済



インターネットでの受け付け
　水道の開閉栓などの手続きについては、インターネットか
らも受け付けしています。詳しくは、かずさ水道広域連合企
業団のホームページをご覧ください。

支払い方法
⿎口座振替
　各金融機関などの窓口で手続きを行ってください。口座振
替日は検針月の末日です。
※ 末日が土・日曜日、祝日、年末年始にあたる場合は、その

翌営業日が口座振替日となります。
⿎納入通知書払い
　検針した月の20日頃に納入通知書（請求書）を郵送しま
す。かずさ水道広域連合企業団の4市各営業所窓口または納
入通知書の裏面に記載の金融機関などの窓口、コンビニエン
スストアでお支払いください。また、スマートフォンアプリ
での電子決済もご利用になれます。詳しくはかずさ水道広域
連合企業団のホームページをご覧ください。納入期限は検針
月の末日です。
※ 末日が土・日曜日、祝日、年末年始にあたる場合は、その

翌営業日が納入期限となります。
使用者の変更手続きについて

　水道の使用者の名義が変わるときは、名義変更の手続きが
必要となりますので、ご連絡ください。
所有者の変更手続きについて�

　問かずさ水道広域連合企業団　工務2課
　☎0438-38-4609
　営業時間　月曜～金曜　8：30～17：15
　※土・日曜日、祝日、年末年始は営業していません。　

HP https://www.kazusa-kouiki.jp/
　水道の所有者の名義が変わるときは、名義変更の手続きが
必要となりますので、ご連絡ください。

▶漏水しているとき

道路などからの漏水
　かずさ水道広域連合企業団浄水2課へご連絡ください。
　☎0438-23-0743
メーターから家の中までの漏水

　指定給水装置工事事業者へご相談ください。指定給水装置
工事事業者の詳細については、かずさ水道広域連合企業団の
ホームページをご覧ください。
※修理や工事の費用は自己負担となります。
※ 指定給水装置工事事業者により修理内容、費用が異なるた

め、複数社へご相談ください。
休日・夜間緊急漏水時

　かずさ水道広域連合企業団へご連絡ください。
　☎0438-23-0743
※状況により修理や工事の費用は自己負担となります。

▶下水道ができると
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　公共下水道が整備されている区域内の家屋の所有者は、公
共汚水桝に排水設備を接続していただきます。
※ 下水道への新規接続および排水設備の改造には、申請が必

要になります。
※ 排水設備の工事は、木更津市下水道排水設備指定工事店で

しか工事できませんので注意してください。下水道排水設
備指定工事店の詳細は木更津市のホームページをご覧くだ
さい。

▶排水設備工事に伴う助成制度
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道を使用するための排水設備工事をする人に対する助
成を行います。
⿎補助金
　下水道が整備されてから３年以内に排水設備工事を完了す
る場合、補助します。
⿎貸付金
　排水設備工事を行うための資金を無利子で貸し付けます。

▶下水道事業受益者負担金
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道整備による環境の改善、利便性、快適性の向上、土
地の利用価値の増進などの著しい利益を受ける人に事業費の
一部を負担していただく制度です。
● 負担金は土地の面積に対してかかります。（1㎡あたり

500円～700円になります）
● 負担金の単価は、土地の地目に関わらず同じです。

種類 助成の内容 金額

補助金
浄化槽（合併・単独）の切替工事 １万５千円

くみ取り便所水洗化工事 ３万円

貸付金 排水設備工事事業 40万円を限度

※ 助成制度を受ける場合は、市税・下水道受益者負担金・下水道使用料の滞納
のない人が対象となります。（新築家屋は対象外）
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住まい

▶市営住宅
TEL	 0438-23-8598
FAX	0438-22-4736住宅課

　市内に6団地（住吉・長須賀・岩根・東清・真里谷・江
川）、403戸あります。
入居者募集

　年４回（５月・８月・11月・２月）実施します。（空きの
ない月は募集しません）
　広報紙、市ホームページおよび市の掲示場所に掲載します。
　市営住宅へ入居するためには条件などがありますので、お
問い合わせください。　※岩根団地の募集は行いません。

▶空き家対策
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空き家に関する相談などについてはお問い合わせください。

▶空家バンク
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空家バンクは、空家を売却・賃貸したい所有者と購入・賃
借したい方を市が橋渡しをする制度です。市ホームページに
物件情報を紹介し、問い合わせに応じて空家の紹介や現地案
内などを行います。
空家バンクの登録条件

●市内にある空家で一戸建て住宅（兼用住宅を含む）
●市内にある建物を解体した後の敷地
登録期間

　２年間
　申込方法や登録条件などの詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

▶空家リフォーム助成事業
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全、移住定住
の促進や地域コミュニティの維持形成を図るために、空家バ
ンクに登録した空家を、住居や高齢者支援施設、子育て支援
施設などの特定施設として利活用するリフォームについて、
工事費の一部を助成します。
　申請方法や交付条件など詳細は、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

▶木造住宅耐震診断助成、耐震改修補助金
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　震災に強いまちづくりの推進のため、市民の皆さんが住ん
でいる木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却および耐震改修
に伴うリフォームに対する助成制度を設けています。条件や
申請方法などの詳しい内容は、市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

▶がけ地近接危険住宅移転事業
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　がけ地付近に建築されている住宅を移転する場合、補助金
を交付します。
　移転事業の対象となる住宅は、次の要件に該当するもので
す。
１． 災害危険区域内または高さ２m以上で角度30度を超え

るがけ地に近接して建っているもの
２． 昭和47年以前に建築された住宅で、その後増改築など

を行っていないもの

▶危険ブロック塀等安全対策事業
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　震災に強いまちづくりの推進のため、危険なブロック塀等
の撤去工事等に対する補助制度を設けています。
　補助対象や申請方法などの詳しい内容は、市ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。

水道・下水道

▶水道開始・中止等の申し込み
TEL	 0438-38-3276（代表）
FAX	0438-25-1624かずさ水道広域連合企業団

使用開始の手続き
　開始日の３日前までに水栓番号・使用開始日（開栓日）・
使用開始する場所（住所）・使用する人（使用者名）をご連
絡ください。使用開始に伴い開栓手数料550円（税込み）が
かかります。
使用中止の手続き

　中止日の３日前までに水栓番号・使用中止日（閉栓日）・
使用中止する場所（住所）・氏名・転居先住所・精算方法を
ご連絡ください。使用中止に伴い閉栓手数料550円（税込み）
がかかります。

84

暮
ら
し

暮らし

広　告

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
181180

2022木更津便利帳_P064-148.indd   842022木更津便利帳_P064-148.indd   84 2022/07/27   12:302022/07/27   12:30

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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279

有限会社才平建設 御中

建築工事 エリアマップ5図 D‐3
お問い合わせをお待ちしております

有限会社才平建設
建築工事・リフォームのことならお任せください。
■木更津市江川720
■TEL:0438-41-0421 ■FAX:0438-42-0278

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

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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052

有限会社綾部工務店 御中

上下水道工事 エリアマップ6図 A‐2
水回りの困った！ にすぐ対応いたします

有限会社綾部工務店
●水道管の水漏れ ●トイレ・排水のつまり ●給排水設備工事 ●介護リフォーム
お気軽にお電話ください。
■木更津市高砂1-5-22
■TEL:0438-41-4132 ■FAX:0438-41-4717
■営業時間／8:30～17:00
■URL:http://ayabe-4132.eco.coocan.jp/ ■E-mail:ayabe-4132@nifty.com あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳



インターネットでの受け付け
　水道の開閉栓などの手続きについては、インターネットか
らも受け付けしています。詳しくは、かずさ水道広域連合企
業団のホームページをご覧ください。

支払い方法
⿎口座振替
　各金融機関などの窓口で手続きを行ってください。口座振
替日は検針月の末日です。
※ 末日が土・日曜日、祝日、年末年始にあたる場合は、その

翌営業日が口座振替日となります。
⿎納入通知書払い
　検針した月の20日頃に納入通知書（請求書）を郵送しま
す。かずさ水道広域連合企業団の4市各営業所窓口または納
入通知書の裏面に記載の金融機関などの窓口、コンビニエン
スストアでお支払いください。また、スマートフォンアプリ
での電子決済もご利用になれます。詳しくはかずさ水道広域
連合企業団のホームページをご覧ください。納入期限は検針
月の末日です。
※ 末日が土・日曜日、祝日、年末年始にあたる場合は、その

翌営業日が納入期限となります。
使用者の変更手続きについて

　水道の使用者の名義が変わるときは、名義変更の手続きが
必要となりますので、ご連絡ください。
所有者の変更手続きについて�

　問かずさ水道広域連合企業団　工務2課
　☎0438-38-4609
　営業時間　月曜～金曜　8：30～17：15
　※土・日曜日、祝日、年末年始は営業していません。　

HP https://www.kazusa-kouiki.jp/
　水道の所有者の名義が変わるときは、名義変更の手続きが
必要となりますので、ご連絡ください。

▶漏水しているとき

道路などからの漏水
　かずさ水道広域連合企業団浄水2課へご連絡ください。
　☎0438-23-0743
メーターから家の中までの漏水

　指定給水装置工事事業者へご相談ください。指定給水装置
工事事業者の詳細については、かずさ水道広域連合企業団の
ホームページをご覧ください。
※修理や工事の費用は自己負担となります。
※ 指定給水装置工事事業者により修理内容、費用が異なるた

め、複数社へご相談ください。
休日・夜間緊急漏水時

　かずさ水道広域連合企業団へご連絡ください。
　☎0438-23-0743
※状況により修理や工事の費用は自己負担となります。

▶下水道ができると
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　公共下水道が整備されている区域内の家屋の所有者は、公
共汚水桝に排水設備を接続していただきます。
※ 下水道への新規接続および排水設備の改造には、申請が必

要になります。
※ 排水設備の工事は、木更津市下水道排水設備指定工事店で

しか工事できませんので注意してください。下水道排水設
備指定工事店の詳細は木更津市のホームページをご覧くだ
さい。

▶排水設備工事に伴う助成制度
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道を使用するための排水設備工事をする人に対する助
成を行います。
⿎補助金
　下水道が整備されてから３年以内に排水設備工事を完了す
る場合、補助します。
⿎貸付金
　排水設備工事を行うための資金を無利子で貸し付けます。

▶下水道事業受益者負担金
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道整備による環境の改善、利便性、快適性の向上、土
地の利用価値の増進などの著しい利益を受ける人に事業費の
一部を負担していただく制度です。
● 負担金は土地の面積に対してかかります。（1㎡あたり

500円～700円になります）
● 負担金の単価は、土地の地目に関わらず同じです。

種類 助成の内容 金額

補助金
浄化槽（合併・単独）の切替工事 １万５千円

くみ取り便所水洗化工事 ３万円

貸付金 排水設備工事事業 40万円を限度

※ 助成制度を受ける場合は、市税・下水道受益者負担金・下水道使用料の滞納
のない人が対象となります。（新築家屋は対象外）
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住まい

▶市営住宅
TEL	 0438-23-8598
FAX	0438-22-4736住宅課

　市内に6団地（住吉・長須賀・岩根・東清・真里谷・江
川）、403戸あります。
入居者募集

　年４回（５月・８月・11月・２月）実施します。（空きの
ない月は募集しません）
　広報紙、市ホームページおよび市の掲示場所に掲載します。
　市営住宅へ入居するためには条件などがありますので、お
問い合わせください。　※岩根団地の募集は行いません。

▶空き家対策
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空き家に関する相談などについてはお問い合わせください。

▶空家バンク
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空家バンクは、空家を売却・賃貸したい所有者と購入・賃
借したい方を市が橋渡しをする制度です。市ホームページに
物件情報を紹介し、問い合わせに応じて空家の紹介や現地案
内などを行います。
空家バンクの登録条件

●市内にある空家で一戸建て住宅（兼用住宅を含む）
●市内にある建物を解体した後の敷地
登録期間

　２年間
　申込方法や登録条件などの詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

▶空家リフォーム助成事業
TEL	 0438-23-8599
FAX	0438-22-4736住宅課

　空家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全、移住定住
の促進や地域コミュニティの維持形成を図るために、空家バ
ンクに登録した空家を、住居や高齢者支援施設、子育て支援
施設などの特定施設として利活用するリフォームについて、
工事費の一部を助成します。
　申請方法や交付条件など詳細は、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

▶木造住宅耐震診断助成、耐震改修補助金
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　震災に強いまちづくりの推進のため、市民の皆さんが住ん
でいる木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却および耐震改修
に伴うリフォームに対する助成制度を設けています。条件や
申請方法などの詳しい内容は、市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

▶がけ地近接危険住宅移転事業
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　がけ地付近に建築されている住宅を移転する場合、補助金
を交付します。
　移転事業の対象となる住宅は、次の要件に該当するもので
す。
１． 災害危険区域内または高さ２m以上で角度30度を超え

るがけ地に近接して建っているもの
２． 昭和47年以前に建築された住宅で、その後増改築など

を行っていないもの

▶危険ブロック塀等安全対策事業
TEL	 0438-23-8596
FAX	0438-22-4736建築指導課

　震災に強いまちづくりの推進のため、危険なブロック塀等
の撤去工事等に対する補助制度を設けています。
　補助対象や申請方法などの詳しい内容は、市ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。

水道・下水道

▶水道開始・中止等の申し込み
TEL	 0438-38-3276（代表）
FAX	0438-25-1624かずさ水道広域連合企業団

使用開始の手続き
　開始日の３日前までに水栓番号・使用開始日（開栓日）・
使用開始する場所（住所）・使用する人（使用者名）をご連
絡ください。使用開始に伴い開栓手数料550円（税込み）が
かかります。
使用中止の手続き

　中止日の３日前までに水栓番号・使用中止日（閉栓日）・
使用中止する場所（住所）・氏名・転居先住所・精算方法を
ご連絡ください。使用中止に伴い閉栓手数料550円（税込み）
がかかります。

84

暮
ら
し

暮らし

広　告

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
181180

2022木更津便利帳_P064-148.indd   842022木更津便利帳_P064-148.indd   84 2022/07/27   12:302022/07/27   12:30

浄化槽の
保守点検と
清掃

パイプ
の詰まり
直し

水まわり
に関する
工事 株式会社

房総の美しい海や川を未来へ

TEL.23－4421
エリアマップ1図 Ｂ-5

浄化槽の保守点検と清掃（木更津市許可業者）
合併浄化槽新設工事／下水道接続工事（浄化槽
廃止工事）／パイプ、トイレ等の詰まり直し
水周りのリフォーム、修繕工事
配水管洗浄工事／仮設トイレリース 

フリー
ダイヤル 0120ｰ23ｰ4421
https://www.e-white.co.jp
木更津市新田3ｰ5ｰ15

【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 ：
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駐車料金の免除
　次の人は、駐車料金の免除を受けられます。
① 生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項に規

定する保護を受けている人
② 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている人
③ 療育手帳制度（昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚

生事務次官通知）に基づき都道府県知事（指定都市にあっ
ては市長とする）が交付する療育手帳の交付を受けている
人

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法
律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている人

ペット

▶犬の登録・狂犬病予防注射
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

犬の登録
　生活衛生課で手続きを行い鑑札の交付を受けてください。

（１頭につき手数料3,000円）また、転入などにより新たに
木更津市で飼うことになった犬も同様です。鑑札を交換交付
します。
狂犬病予防集合注射

　毎年４月に市内に会場を設け、予防注射を行っています。
また、提携病院でも受けることができます。ただし、提携病
院以外では注射を受けると注射済証明証が発行されますので、
生活衛生課で注射済票交付の手続きを行ってください。（１
頭につき手数料550円）
飼い主・所在地の変更

　市外からの転入、市内で飼い主が変わったとき、飼い主の
住所が変わったとき、犬の所在地が変わったときは生活衛生
課へご連絡ください。
犬の死亡

　飼い犬が死亡したときは、生活衛生課へご連絡ください。

火葬場

▶きみさらず聖苑（令和4年12月1日より開場する新火葬場）
TEL	 0438-36-1520
FAX	0438-36-5374火葬場建設課（クリーンセンター内）

火葬場を利用するには
　火葬日時を仮予約し、死亡届の手続き後、本予約してくだ
さい。火葬当日に、きみさらず聖苑の窓口で「死体（死胎）火
葬許可証」を提示し、使用料をお支払いください。

開場時間 午前8時30分～午後5時15分
休場日 友引の日および1月1日～3日

予約・申し込み
専用WEBシステムにて24時間受付（葬祭業者のみ）
※葬祭業者以外の方は、電話での予約となります
☎0438-37-3874　FAX0438-37-3874

⿎使用料

区分 単位
使用料

区域内の住民 区域外の住民
大人（16歳以上） 1体 12,000円 70,000円
小人（16歳未満） 1体 0円 35,000円
死胎 1体 0円 35,000円
改葬遺骨 1体 6,000円 35,000円
身体の一部等 1個 6,000円 35,000円
お別れ室 1時間 4,000円 6,000円
霊安室 1日 6,000円 9,000円

1．「区域内の住民」は、次に当てはまる者をいいます。
　・ 死亡時に木更津市、君津市、富津市または袖ケ浦市（以

下、「4市」といいます。）に住所がある者
　・ 死胎の父または母が4市に住所がある者
　・ 身体の一部を失った者が4市に住所がある者
2．「区域外の住民」は「区域内の住民」以外をいいます。

▶旧火葬場（令和4年11月30日を以て閉場）
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

火葬場を利用するには
　市民課（朝日庁舎）で、火葬場使用許可申請をしてください。
　火葬場使用許可証、死体火葬許可証（死胎火葬許可証）が
発行されますので、火葬の際には必ず持参してください。

使用時間 午前８時30分～午後５時15分
休場日 友引の日

予約・申し込み

市民課（朝日庁舎）
開庁時間外は市役所守衛室（朝日庁舎）
TEL 0438-23-7290
※土曜日・日曜日・祝日は日直などが対応
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　 また、建物が建っていなくても（駐車場や更地であっても）
負担金はかかります。

● 下水道管が前面に整備された土地に対し、一度だけ賦課さ
れます。年４回で３年間の12回払いです。

▶下水道使用料
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道を使用する人に管理運営費と資本費の一部を負担し
ていただきます。
● 下水道使用料は２カ月に１度、水道料金に併せて請求いた

します。
●水道使用水量が下水道使用水量となります。
● 水道水の他に井戸水をご利用の場合は、水道使用水量に井

戸水使用水量を加算した水量が下水道使用水量になります。
⿎下水道に関する問い合わせ先

▶下水道の正しい使い方
TEL	 0438-37-9504
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

●水洗トイレは必ずトイレットペーパーを使いましょう。
● 下水道には、ガソリン、シンナー、石油、アルコール類な

ど揮発性の高い危険物は、絶対に流さないでください。
● 台所では、野菜くずやご飯の残り、てんぷら油やサラダ油

などを流さないでください。
● 公共桝には、ごみや土砂、木片やビニール類などは捨てな

いでください。
●マンホールは、むやみに開けないでください。

自転車

▶市営自転車駐車場（駐輪場）
TEL	 0438-23-7492
FAX	0438-25-3566市民活動支援課

　自転車などの放置防止や利用者の利便を図るとともに、駅
周辺の環境を整備するため、各駅周辺（129ページ）に自転
車駐車場（駐輪場）を設置しています。駐輪場を定期利用

（一回利用を除く）するには、利用登録が必要です。
利用方法

　◎一回利用
　 　券売機で一回利用券を購入することで、24時間駐車で

きます。一回利用券は自転車の目立つところに取り付けて
ください。

　　料金は、自転車100円、原付／バイク200円です。
　◎定期利用
⿎申請場所
　●木更津駅各自転車駐車場利用：
　　木更津駅東口第３自転車駐車場管理事務所
　●岩根駅自転車駐車場利用：
　　岩根駅西口第１自転車駐車場管理事務所
⿎有効期間
　当該年度の４月１日（登録シール交付日）～当該年度の３
月31日まで
⿎申請に必要なもの
　①駐車料金
　②住所が確認できる免許証・保険証など
　③ 学生は、学生であることの証明書 

（学生証・合格通知など）

内容 問い合わせ先

下水道への接続に関すること

業務係
☎0438-36-2700

排水設備指定工事店に関すること

下水道使用料・受益者負担金に関すること

補助金・貸付金に関すること

下水道の工事計画・工事に関すること 建設係
☎0438-37-9501

下水道の詰まりや維持管理に関すること 施設係
☎0438-37-9504

駐車料金
自転車

原付／�バイク
（125CC以下）

一般 学生

市内 2,500円 1,500円 3,500円

市外 3,000円 2,000円 4,000円

※ 10月１日以降に申請した場合の駐車料金は、上記金額の２分の１の額にな
ります。
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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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株式会社小倉鑿井工業所 御中

上下水道 エリアマップ11図 C‐1
水道・下水道指定工事業者

㈱小倉鑿井工業所
給排水工事・衛生設備工事・さく井工事
各種ポンプ工事・地質調査工事
■木更津市桜井805
■TEL:0438-36-4027
■FAX:0438-36-4030
■E-mail:ogurasakusei@bz04.plala.or.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



駐車料金の免除
　次の人は、駐車料金の免除を受けられます。
① 生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項に規

定する保護を受けている人
② 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている人
③ 療育手帳制度（昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚

生事務次官通知）に基づき都道府県知事（指定都市にあっ
ては市長とする）が交付する療育手帳の交付を受けている
人

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法
律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている人

ペット

▶犬の登録・狂犬病予防注射
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

犬の登録
　生活衛生課で手続きを行い鑑札の交付を受けてください。

（１頭につき手数料3,000円）また、転入などにより新たに
木更津市で飼うことになった犬も同様です。鑑札を交換交付
します。
狂犬病予防集合注射

　毎年４月に市内に会場を設け、予防注射を行っています。
また、提携病院でも受けることができます。ただし、提携病
院以外では注射を受けると注射済証明証が発行されますので、
生活衛生課で注射済票交付の手続きを行ってください。（１
頭につき手数料550円）
飼い主・所在地の変更

　市外からの転入、市内で飼い主が変わったとき、飼い主の
住所が変わったとき、犬の所在地が変わったときは生活衛生
課へご連絡ください。
犬の死亡

　飼い犬が死亡したときは、生活衛生課へご連絡ください。

火葬場

▶きみさらず聖苑（令和4年12月1日より開場する新火葬場）
TEL	 0438-36-1520
FAX	0438-36-5374火葬場建設課（クリーンセンター内）

火葬場を利用するには
　火葬日時を仮予約し、死亡届の手続き後、本予約してくだ
さい。火葬当日に、きみさらず聖苑の窓口で「死体（死胎）火
葬許可証」を提示し、使用料をお支払いください。

開場時間 午前8時30分～午後5時15分
休場日 友引の日および1月1日～3日

予約・申し込み
専用WEBシステムにて24時間受付（葬祭業者のみ）
※葬祭業者以外の方は、電話での予約となります
☎0438-37-3874　FAX0438-37-3874

⿎使用料

区分 単位
使用料

区域内の住民 区域外の住民
大人（16歳以上） 1体 12,000円 70,000円
小人（16歳未満） 1体 0円 35,000円
死胎 1体 0円 35,000円
改葬遺骨 1体 6,000円 35,000円
身体の一部等 1個 6,000円 35,000円
お別れ室 1時間 4,000円 6,000円
霊安室 1日 6,000円 9,000円

1．「区域内の住民」は、次に当てはまる者をいいます。
　・ 死亡時に木更津市、君津市、富津市または袖ケ浦市（以

下、「4市」といいます。）に住所がある者
　・ 死胎の父または母が4市に住所がある者
　・ 身体の一部を失った者が4市に住所がある者
2．「区域外の住民」は「区域内の住民」以外をいいます。

▶旧火葬場（令和4年11月30日を以て閉場）
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

火葬場を利用するには
　市民課（朝日庁舎）で、火葬場使用許可申請をしてください。
　火葬場使用許可証、死体火葬許可証（死胎火葬許可証）が
発行されますので、火葬の際には必ず持参してください。

使用時間 午前８時30分～午後５時15分
休場日 友引の日

予約・申し込み

市民課（朝日庁舎）
開庁時間外は市役所守衛室（朝日庁舎）
TEL 0438-23-7290
※土曜日・日曜日・祝日は日直などが対応
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　 また、建物が建っていなくても（駐車場や更地であっても）
負担金はかかります。

● 下水道管が前面に整備された土地に対し、一度だけ賦課さ
れます。年４回で３年間の12回払いです。

▶下水道使用料
TEL	 0438-36-2700
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

　下水道を使用する人に管理運営費と資本費の一部を負担し
ていただきます。
● 下水道使用料は２カ月に１度、水道料金に併せて請求いた

します。
●水道使用水量が下水道使用水量となります。
● 水道水の他に井戸水をご利用の場合は、水道使用水量に井

戸水使用水量を加算した水量が下水道使用水量になります。
⿎下水道に関する問い合わせ先

▶下水道の正しい使い方
TEL	 0438-37-9504
FAX	0438-36-2742下水道推進室（下水処理場内）

●水洗トイレは必ずトイレットペーパーを使いましょう。
● 下水道には、ガソリン、シンナー、石油、アルコール類な

ど揮発性の高い危険物は、絶対に流さないでください。
● 台所では、野菜くずやご飯の残り、てんぷら油やサラダ油

などを流さないでください。
● 公共桝には、ごみや土砂、木片やビニール類などは捨てな

いでください。
●マンホールは、むやみに開けないでください。

自転車

▶市営自転車駐車場（駐輪場）
TEL	 0438-23-7492
FAX	0438-25-3566市民活動支援課

　自転車などの放置防止や利用者の利便を図るとともに、駅
周辺の環境を整備するため、各駅周辺（129ページ）に自転
車駐車場（駐輪場）を設置しています。駐輪場を定期利用

（一回利用を除く）するには、利用登録が必要です。
利用方法

　◎一回利用
　 　券売機で一回利用券を購入することで、24時間駐車で

きます。一回利用券は自転車の目立つところに取り付けて
ください。

　　料金は、自転車100円、原付／バイク200円です。
　◎定期利用
⿎申請場所
　●木更津駅各自転車駐車場利用：
　　木更津駅東口第３自転車駐車場管理事務所
　●岩根駅自転車駐車場利用：
　　岩根駅西口第１自転車駐車場管理事務所
⿎有効期間
　当該年度の４月１日（登録シール交付日）～当該年度の３
月31日まで
⿎申請に必要なもの
　①駐車料金
　②住所が確認できる免許証・保険証など
　③ 学生は、学生であることの証明書 

（学生証・合格通知など）

内容 問い合わせ先

下水道への接続に関すること

業務係
☎0438-36-2700

排水設備指定工事店に関すること

下水道使用料・受益者負担金に関すること

補助金・貸付金に関すること

下水道の工事計画・工事に関すること 建設係
☎0438-37-9501

下水道の詰まりや維持管理に関すること 施設係
☎0438-37-9504

駐車料金
自転車

原付／�バイク
（125CC以下）

一般 学生

市内 2,500円 1,500円 3,500円

市外 3,000円 2,000円 4,000円

※ 10月１日以降に申請した場合の駐車料金は、上記金額の２分の１の額にな
ります。
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▶子育て世代包括支援センター（きさらづネウボラ）
TEL	 0438-23-7244
FAX	0438-25-1350子育て支援課

⿎妊娠・出産・子育てに関する相談窓口
　妊娠中や産後の心配ごと、子育てや子どもの発達など気に
なることがあれば電話や面談などで相談に応じます。相談に
は母子保健コーディネーター、保健師、保育士、発達相談員
などの専門職が応じます。
午前８時30分から午後５時15分（平日のみ）
　 　jidoukatei@city.kisarazu.lg.jp
妊娠・出産

⿎母子健康手帳（要予約）
　妊娠したら、早めに妊娠届出書を提出して、母子健康手帳
をもらいましょう。
　母子保健コーディネーター（助産師・保健師）が個別で面
接をしながら交付します。
⿎妊婦健康診査受診票
　母子健康手帳と一緒に14回分の妊婦健康診査受診票（別
冊）を交付します。医療機関などで妊婦健診を受ける際にご
利用ください。
⿎新生児聴覚検査受診票
　母子健康手帳と一緒に新生児聴覚検査受診票（別冊）を交
付します。
⿎妊産婦歯科健康診査受診票　問健康推進課
　母子健康手帳と一緒に妊婦歯科健康診査受診票および産婦
歯科健康診査クーポン券（別冊）を交付します。市内協力歯
科医療機関で妊娠中と産後各1回歯科健診を受診することが
できます。
⿎産婦健康診査受診票
　母子健康手帳と一緒に産婦健康診査受診票（別冊）を交付
します。
⿎乳児健康診査受診票
　母子健康手帳と一緒に２回分の乳児健診受診票（別冊）を
交付します。
⿎転入された人へ
　母子手帳をお持ちください。
　妊娠中の人と子どもが１歳未満で乳児健康診査受診票をま
だ使っていない人は木更津市のものと交換します。「母子健
康手帳別冊（健診受診票）」も併せてお持ちください。
⿎転出される人へ
　転入先の市区町村で、「母子健康手帳」、「母子健康手帳別
冊」を持参し、未使用分の受診票の交付を受けてください。

⿎マタニティ講座
　初妊婦さん、経産婦さんなど対象に合わせた講座を行いま
す。沐浴指導や新生児用品の準備、産後の生活、子育て支援
サービスの紹介や上の子との関わり方などをお話しします。
※妊娠届出時の情報をもとに対象者には個人通知します。
⿎新生児・産婦訪問・乳児家庭全戸訪問
　助産師・保健師が赤ちゃんの家庭を訪問して身体測定や育
児相談、産後のお母さんの身体の相談に応じます。
⿎産後ケア
　産後、家族等から十分なサポートが望めない場合等に、お
母さんの体の回復や、赤ちゃんのお世話の方法などのサポー
トを実施する事業です。

種類 内容 利用時期

宿泊型 産科医療機関に母子が宿泊し、
ケアを受けます。 生後4か月まで

日帰り型 産科医療機関に母子が日中に
出向き、ケアを受けます。 生後4か月まで

居宅訪問型 自宅へ助産師が訪問し、ケア
を受けます。 生後12か月まで

　利用にあたっては、保健師が体調やご家族の状況を確認す
るために、面接または訪問などで詳細をお伺いします。また、
この事業は利用料金がかかります。  
⿎赤ちゃん広場
　生後３か月までの赤ちゃんとお母さんを対象とした広場で
す。希望者には、赤ちゃんの身体測定や育児相談を実施しま
す。助産師・保健師などが対応します。
子どもの発達相談

⿎こども相談
　子どもの発達や育児の相談に、発達相談員（臨床心理士、
言語聴覚士、作業療法士など）が個別で相談に応じます。（要
予約）

▶子どもの健診・健康相談・教室
TEL	 0438-23-1300
FAX	0438-25-1350健康推進課

⿎乳児健康診査
　小児科医師による診察、身体計測、保健師による健康相談、
栄養士による離乳食の話などを行っています。
⿎１歳６か月児健康診査
　小児科医師・歯科医師による診察、身体計測、健康・栄
養・歯科相談などを行っています。
⿎２歳児歯科健康診査
　２歳６か月～３歳未満の幼児を対象に、市内協力歯科医療

母と子の健康
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⿎利用料金

⿎火葬費助成金
　本市の火葬場が予約でいっぱいになっていたため、同日他
市の火葬場を利用した場合、助成金の交付を行っています。
※ 助成額は、他市火葬場使用料と本市火葬場使用料の差額
（限度額53,000円）です。

　必要書類… ①火葬費助成交付金申請書
 ②火葬場使用料の領収書の写し
 ③ 火葬場使用許可証または死体火葬許可証の

写し

霊園

▶市営霊園
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

⿎所在地　〒292-0812　矢那3711
⿎開園時間

⿎休園日　なし

▶市営霊園の使用許可について
TEL	 0438-36-1432
FAX	0438-30-7322生活衛生課（クリーンセンター内）

　市営霊園の一般墓地の使用申請される人は、次の要件を全
て満たしていることが必要です。

一般墓地の種類・大きさおよび永代使用料・管理手数料

⿎芝生墓地について

　市営霊園の合葬式墓地の使用申請される人は、①～④の要
件を全て満たしていることが必要です。

合葬式墓地の種類および使用料

※ 一般墓地および合葬式墓地の生前申し込みは、公募になり
ます。（10月頃を予定）

※ その他一般墓地および合葬式墓地については、生活衛生課
にお問い合わせください。
埋葬許可証について「焼骨を埋蔵するには…」

　焼骨を墓地や納骨堂に埋蔵（納骨）するには、埋葬（火葬）
許可証が必要です。木更津市火葬場では、火葬後に埋葬（火
葬）許可証を交付しています。墓地や納骨堂の管理者に必ず
埋葬（火葬）許可証を提出してください。
�改葬許可証について「埋蔵している焼骨を他の墓
地に移すには…」

　墓地や納骨堂に埋蔵（納骨）されている焼骨を他の墓地や
納骨堂に移すには、改葬許可証が必要です。改葬許可証の交
付を受けるには、現に焼骨が埋蔵（納骨）されている墓地や
納骨堂が所在する市区町村へ申請する必要があります。
　新しい墓地や納骨堂の管理者に必ず改葬許可証を提出して
ください。

区分 単位
使用料

本市の住民 本市の住民でない人

死体
13歳未満 １体 3,500円 20,000円
13歳以上 １体 7,000円 40,000円

改葬遺骨 １個 3,500円 20,000円
その他 １個 3,000円 15,000円

３月～10月 午前８時30分～午後６時
春分（秋分）の日とその前後３日間 午前７時～午後６時
８月１日～16日 午前６時～午後７時
11月～翌年２月 午前８時30分～午後４時30分

　お盆とお彼岸に臨時バスを運行します。

①木更津市に２年以上住所を有する人
②世帯主または祭祀を主宰する人
③焼骨を所持している人

墓地の種類 大きさ 永代使用料 年間の管理手数料
普通墓地 1.5m2～48m2 130,000円／m2 800円／m2

芝生墓地 ３m2 145,000円／m2 800円／m2

●普通墓地のように境界がありません。
●埋蔵は、付帯の納骨施設（カロート）を使用します。
● 墓碑、香立ておよび花立ての建立となります。これ以外は設置できません。

① 木更津市に2年以上住所を有する人、または生前に木更津市に2年以上住
所を有していた人の焼骨を所持している人

②一般墓地を有していない人
③ 埋葬されていない焼骨および死体（胎）火葬許可証がお手元にあり、その

焼骨のみの埋蔵を目的とする人
④ 申請者と埋蔵する焼骨の関係が、3親等以内の血族または2親等以内の姻

族であること

　 記名板あり 記名板なし
１体用納骨壇 90,000円 80,000円
２体用納骨壇 180,000円 160,000円

　年間の管理手数料は掛かりません。
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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

188
120

陵石匠 御中

石材店 エリアマップ12図 A‐2
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