
▶会議の傍聴
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会開催中の本会議は、秘密会以外はどなたでも傍聴で
きます。当日駅前庁舎７階の市議会事務局内で傍聴人受付名
簿に所定の事項を記入して入場してください。定員は42人
です。なお、車いすでも傍聴できます。
⿎手話通訳のご案内
　手話通訳が必要な人は、傍聴席で手話通訳を受けることが
できます。障がい福祉課（朝日庁舎・℻0438-25-1213）
へ申請してください。
　詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。
⿎�定例会の一般質問と答弁などをインターネットの生・
録画中継で配信しています。
�委員会を傍聴するには

　委員会（各常任委員会・議会運営委員会・各特別委員会）
の傍聴は、委員長の許可が必要です。あらかじめ議会事務局
までご連絡ください。
　なお、非公開と決定された会議や、定員（開催場所により
異なります）を超える場合など、傍聴をご遠慮願う場合もあ
ります。
�市議会だよりの発行

　「きさらづ市議会だより」として、年４回（２月・５月・
８月・11月の各１日）発行しています。市議会だよりでは、
市議会定例会（３月・６月・９月・12月）での議案の審議、
本会議の日程、一般質問と答弁の概要、委員会の行政視察な
どを掲載しています。

▶請願と陳情
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　どなたでも、市政についての要望や意見を、請願書・陳情
書として市議会に提出することができます。
　請願は、１人以上の議員の紹介（署名または記名押印）が
必要ですが、陳情は必要ありません。

▶情報公開
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

�情報の開示を請求できる人
⿎市内にお住まいの人
⿎市内の事務所・事業所にお勤めの人
⿎市内の学校に在学する人
⿎�市内に事務所・事業所を有する個人・法人・その他の団体
⿎上記の他、市税の納税義務のある人
�情報開示の請求方法

　情報開示の請求をする人は、規則で定められている様式
（情報開示請求書）により請求をお願いします。
⿎手数料
●閲覧の場合…１件名につき200円
● 写しの交付の場合…１件名につき200円＋写し１枚につき

10円（電磁的記録は、別に定めがあります）
※ 公開の対象となる情報は、議会事務局の職員が組織的に用

いるものとして議長が管理しているもので、平成12年4月
1日以降の情報としています。

※詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

選挙

▶選挙制度
TEL	 0438-23-8476
FAX	0438-25-9300選挙管理委員会事務局

�期日前投票制度
　投票日に仕事や行楽などで投票所に行けない人のために期
日前投票制度があります。
⿎投票期間
　公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで（土・日
曜日、祝日を含む）
※ イオンモール木更津イオンホールについては選挙ごとにご

確認ください
⿎投票場所および時間
●朝日庁舎会議室Ａ１・A２
　午前８時30分～午後８時
●富来田公民館応接室
　午前８時30分～午後５時
●イオンモール木更津イオンホール
　午前10時～午後７時
�不在者投票制度

　指定病院、老人ホームなどの施設に入院・入所している人
のために不在者投票制度があります。
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市議会

▶市議会の概要
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会は、市民から選挙で選ばれた市議会議員で構成され、
市の予算や条例などの重要な事柄や、市民生活のさまざまな
課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決める
機関です。
�議員

　議員は、選挙により市民の中から選ばれます。任期は４年
で、現在の議員の任期は、令和元年５月１日から令和５年４
月30日までとなっています。
　議員の定数は、地方自治法により条例で定めることとされ
ており、木更津市の定数は24人となっています。
�議決

　条例の制定・改廃や、予算の決定、決算の認定、その他法
律によって定められている事柄など、市政を進めるうえで重
要な事項について可決・否決などの結論を出します。
�調査

　市の事務に関する調査を行います。
�検査および監査請求

　市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、
監査委員に監査を求め報告を請求します。
�請願・陳情の受理および審査

　請願や陳情を受理・審査します。本会議で採択された請
願・陳情のうち必要があるものは、その結果を市長などの執
行機関へ送ります。
�意見書の提出・決議

　公共の利益に関係のある問題について、国や県などに意見
書を提出したり、市議会の意思を明らかにするために決議を
行います。
�選挙

　議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。
�同意

　副市長、教育委員、監査委員、農業委員会委員などの選
任・推薦について同意します。

▶市議会の運営
TEL	0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会は年４回（３月・６月・９月・12月）開かれる定
例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

招　集

本会議

議案の上程
▼

提案理由の説明
▼

大綱質疑
▼

委員会付託

委員会

質　疑
▼
討　論
▼
採　決

本会議

委員会審査報告
▼
質　疑
▼
討　論
▼
採　決

�本会議
　議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。
　本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決
める会議で、原則として、議員定数の半数以上の出席が必要
です。
　市長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や市の仕
事について質問したり意見を述べるのもこの会議です。
�委員会

　市議会の最終的な決定（議決）は、本会議で行われますが、
市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわ
たっているので、これらをいくつかの部門に分けて専門的・
効率的に審議するために、常任委員会や特別委員会を設置し
ています。

※委員会付託は省略される場合があります。
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▶会議の傍聴
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会開催中の本会議は、秘密会以外はどなたでも傍聴で
きます。当日駅前庁舎７階の市議会事務局内で傍聴人受付名
簿に所定の事項を記入して入場してください。定員は42人
です。なお、車いすでも傍聴できます。
⿎手話通訳のご案内
　手話通訳が必要な人は、傍聴席で手話通訳を受けることが
できます。障がい福祉課（朝日庁舎・℻0438-25-1213）
へ申請してください。
　詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。
⿎�定例会の一般質問と答弁などをインターネットの生・
録画中継で配信しています。
�委員会を傍聴するには

　委員会（各常任委員会・議会運営委員会・各特別委員会）
の傍聴は、委員長の許可が必要です。あらかじめ議会事務局
までご連絡ください。
　なお、非公開と決定された会議や、定員（開催場所により
異なります）を超える場合など、傍聴をご遠慮願う場合もあ
ります。
�市議会だよりの発行

　「きさらづ市議会だより」として、年４回（２月・５月・
８月・11月の各１日）発行しています。市議会だよりでは、
市議会定例会（３月・６月・９月・12月）での議案の審議、
本会議の日程、一般質問と答弁の概要、委員会の行政視察な
どを掲載しています。

▶請願と陳情
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　どなたでも、市政についての要望や意見を、請願書・陳情
書として市議会に提出することができます。
　請願は、１人以上の議員の紹介（署名または記名押印）が
必要ですが、陳情は必要ありません。

▶情報公開
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

�情報の開示を請求できる人
⿎市内にお住まいの人
⿎市内の事務所・事業所にお勤めの人
⿎市内の学校に在学する人
⿎�市内に事務所・事業所を有する個人・法人・その他の団体
⿎上記の他、市税の納税義務のある人
�情報開示の請求方法

　情報開示の請求をする人は、規則で定められている様式
（情報開示請求書）により請求をお願いします。
⿎手数料
●閲覧の場合…１件名につき200円
● 写しの交付の場合…１件名につき200円＋写し１枚につき

10円（電磁的記録は、別に定めがあります）
※ 公開の対象となる情報は、議会事務局の職員が組織的に用

いるものとして議長が管理しているもので、平成12年4月
1日以降の情報としています。

※詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

選挙

▶選挙制度
TEL	 0438-23-8476
FAX	0438-25-9300選挙管理委員会事務局

�期日前投票制度
　投票日に仕事や行楽などで投票所に行けない人のために期
日前投票制度があります。
⿎投票期間
　公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで（土・日
曜日、祝日を含む）
※ イオンモール木更津イオンホールについては選挙ごとにご

確認ください
⿎投票場所および時間
●朝日庁舎会議室Ａ１・A２
　午前８時30分～午後８時
●富来田公民館応接室
　午前８時30分～午後５時
●イオンモール木更津イオンホール
　午前10時～午後７時
�不在者投票制度

　指定病院、老人ホームなどの施設に入院・入所している人
のために不在者投票制度があります。
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市議会

▶市議会の概要
TEL	 0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会は、市民から選挙で選ばれた市議会議員で構成され、
市の予算や条例などの重要な事柄や、市民生活のさまざまな
課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決める
機関です。
�議員

　議員は、選挙により市民の中から選ばれます。任期は４年
で、現在の議員の任期は、令和元年５月１日から令和５年４
月30日までとなっています。
　議員の定数は、地方自治法により条例で定めることとされ
ており、木更津市の定数は24人となっています。
�議決

　条例の制定・改廃や、予算の決定、決算の認定、その他法
律によって定められている事柄など、市政を進めるうえで重
要な事項について可決・否決などの結論を出します。
�調査

　市の事務に関する調査を行います。
�検査および監査請求

　市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、
監査委員に監査を求め報告を請求します。
�請願・陳情の受理および審査

　請願や陳情を受理・審査します。本会議で採択された請
願・陳情のうち必要があるものは、その結果を市長などの執
行機関へ送ります。
�意見書の提出・決議

　公共の利益に関係のある問題について、国や県などに意見
書を提出したり、市議会の意思を明らかにするために決議を
行います。
�選挙

　議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。
�同意

　副市長、教育委員、監査委員、農業委員会委員などの選
任・推薦について同意します。

▶市議会の運営
TEL	0438-23-7185
FAX	0438-22-4734議会事務局

　市議会は年４回（３月・６月・９月・12月）開かれる定
例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

招　集

本会議

議案の上程
▼

提案理由の説明
▼

大綱質疑
▼

委員会付託
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�本会議
　議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。
　本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決
める会議で、原則として、議員定数の半数以上の出席が必要
です。
　市長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や市の仕
事について質問したり意見を述べるのもこの会議です。
�委員会

　市議会の最終的な決定（議決）は、本会議で行われますが、
市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわ
たっているので、これらをいくつかの部門に分けて専門的・
効率的に審議するために、常任委員会や特別委員会を設置し
ています。

※委員会付託は省略される場合があります。
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▶法律相談
TEL	 0438-23-7491
FAX	0438-25-3566市民活動支援課

　市民を対象にした弁護士による無料相談です。事前の予約
が必要です。窓口・電話でお申し込みください。
　相談は無料で、秘密は守られます。
●相談日…毎月第２・第４木曜日（祝日を除く）
●時間…午後１時～午後５時（１人25分以内）
●場所…市民活動支援課（朝日庁舎）

▶人権・行政合同相談
TEL	 0438-23-7491
FAX	0438-25-3566市民活動支援課

　いじめ、親子・夫婦・相続などの家庭問題や、借地、差別
など人権上の問題や悩みごと、行政に関する問題などの相談
にご利用いただけます。
　事前の予約が必要です。窓口・電話でお申し込みください。
相談は無料で、秘密は守られます。
●相談日…毎週月曜日（祝日を除く）
●時間…午後１時～午後３時（１人20分以内）
●場所…市民活動支援課（朝日庁舎）
●相談員…人権擁護委員・行政相談委員

▶交通事故相談
TEL	 0438-23-7492
FAX	0438-25-3566市民活動支援課

　毎月２回千葉県交通事故相談所の選任相談員が交通事故巡
回相談を行っています。
●日時… ４月を除く毎月第２・第３水曜日
　　　　 午前10時～午後３時（正午～午後１時は除く）
　　　　 （祝日の場合は変更になります）
●場所…市民活動支援課（朝日庁舎）
● 申込方法… 事前（２日前まで）に電話で予約をしてくださ

い。

▶消費生活相談
TEL	 0438-20-2234
FAX	0438-25-3566木更津市消費生活センター

　事業者との間のトラブル、多重債務、製品事故について、
専門の資格を持った「消費生活相談員」が、相談に応じてい
ます。気軽にお問い合わせください。
●日時… 月～金曜日（祝日を除く）　午前10時～午後４時
●場所…市民活動支援課（朝日庁舎）
※面談の場合は電話で予約をしてください。

※土・日曜日、祝日の場合（年末年始を除く）
消費者ホットライン　　☎188

▶妊娠・出産・子育て・子どもの発達に関する相談
TEL	 0438-23-7244子育て支援課

　詳しい内容は89ページをご覧ください。

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

　詳しい内容は90ページ（にこにこ健康相談、電話相談・
訪問相談）をご覧ください。

▶健康相談
TEL	 0438-23-8376
FAX	0438-25-1350健康推進課

　詳しい内容は103ページをご覧ください。

▶高齢者に関する相談
TEL	 0438-23-2695
FAX	0438-25-1213高齢者福祉課

　詳しい内容は105ページ（地域包括支援センター）または
108ページをご覧ください。

▶家庭児童相談室
TEL	 0438-23-7249
FAX	0438-25-1350子育て支援課

　詳しい内容は91ページをご覧ください。

▶ひとり親家庭の相談
TEL	 0438-23-7249
FAX	0438-25-1350子育て支援課

　詳しい内容は92ページをご覧ください。

▶その他各種相談
�福祉に関する相談（子育て・介護・障がいなど）

　毎日　午前９時～午後６時
※電話相談は、24時間可
⿎君津中核地域生活支援センター「君津ふくしネット」
☎0439-27-1482または1483
�心配ごと相談・市民法律相談（要予約）・結婚相談

木更津市社会福祉協議会　☎0438-25-2089

各
種
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⿎投票期間
　公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで（土・日
曜日、祝日を含む）
⿎投票場所
　各施設となります。
�郵便等による不在者投票

　郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手
帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人（○印
の該当者）または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分
が「要介護５」の人に認められています。

※ 郵便等による不在者投票を行うには、必ず「郵便等投票証
明書」が必要となります。

　詳しくは市ホームページをご覧になるか、選挙管理委員会
事務局までお問い合わせください。
�特例郵便等投票について

　新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等してい
る方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票の対象
となる可能性があります。
　一定の要件とは、感染症法または、検疫法の規定により外
出自粛要請を受けた方や検疫法による隔離・停留の措置によ
り宿泊施設内に収容されている方となります。
※ 濃厚接触者の方は、対象とはなりません。投票所等での投

票が可能ですが、マスクの着用、手指消毒や手洗い等の感
染拡大防止にご協力お願いします。
　詳しくは、市ホームページをご覧になるか、選挙管理委
員会事務局までお問い合わせください。
�滞在地での不在者投票

　長期出張の仕事や旅行などで滞在中、投票日までに本市へ

帰らない予定の人は、滞在している市区町村の選挙管理委員
会で、不在者投票ができます。
　請求書の選挙管理委員会への提出および投票用紙のやりと
りにはFAX、Ｅメールは使えませんので、早めに手続きを
してください。
�在外選挙制度

　外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保
障するため、在外公館（大使館および総領事館）での投票や
郵便による投票ができる制度で、衆議院議員選挙と参議院議
員選挙が対象となります。
⿎登録資格
　満18歳以上の日本国民（居住国への帰化などにより日本
国籍を失った人は対象外）で公民権が停止されていない人
⿎登録方法
　在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙管理委員会に
対して申請する必要があります。申請方法は以下の２種類で
す。
●在外公館における申請
　現在の住まい（国外）を管轄する在外公館（大使館・領事
館）の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、そ
の在外公館の管轄区域内に引き続き３カ月以上住所を有して
いることが必要ですが、登録の申請については３カ月経って
いなくても行うことができます。
●国外に出国する前における申請
　最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
申請を行うことができる期間は、国外への転出届を提出した
ときから当該転出届に記載した転出予定日までの間であり、
最終住所地の選挙人名簿に登録されている（または転出予定
日までに３カ月以上居住している）必要があります。

　在外選挙制度については、総務省または市のホームページ
をご覧になるか、選挙管理委員会事務局までお問い合わせく
ださい。
�点字投票・代理投票

　目の不自由な人は点字による投票、けがなどにより自筆す
ることが難しい人は、本人の希望により投票所の職員が代筆
する代理投票ができます。期日前投票所または各投票所の係
員に申し出てください。
�選挙人名簿

　毎年３月・６月・９月・12月の１日現在、満18歳以上で
市内に引き続き３カ月以上住所のある人を住民基本台帳から
調査し、当該月１日に永久選挙人名簿に登録します。選挙権
があっても永久選挙人名簿に登録がされていなければ、投票
できません。

障害名
障害の程度

１級 ２級 ３級

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸の障害 ○ － ○

免疫、肝臓の障害 ○ ○ ○

　 障害名
障害の程度

特別
項症

第１
項症

第２
項症

第３
項症

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹の障害 ○ ○ ○ 　
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障害

○ ○ ○ ○

介護保険の被保険者証
要介護状態区分

要介護５市
議
会
・
選
挙

122

市議会・選挙

広　告

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
261260
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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

261
136

小川雅義法律事務所 御中

弁護士 エリアマップ1図 C‐5
裁判所に向かって右隣

小川雅義法律事務所
●相続 ●不動産 ●民事・離婚 ●交通事故 ●債務整理 ●企業法務
お気軽にご相談ください。
■木更津市新田2-4-2
■TEL:0438-25-5591
《千葉県弁護士会所属》

あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済




