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クリーン
センター

所在地 〒292-0838　潮浜３-１ 地図座標  8図 C-5
連絡先 ☎ 0438-36-1133　FAX 0438-36-5374

業務日 月曜日～土曜日（祝日・年始（１月１日～３日）を
除く）

時間

月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時15分

（ごみの受け入れは午後４時まで）
土曜日のみ午前８時30分～午後０時30分

（ごみの受け入れは午前11時まで）※事前予約制

かずさ水道
広域連合
企業団

所在地 〒292-0834　潮見２-８ 地図座標  3図 A-1

連絡先 ☎ 0438-38-3276　FAX 0438-25-1624
夜間休日緊急連絡受付 ☎ 0438-23-0743

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌年
１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

下水
処理場

所在地 〒292-0838　潮浜１-19-１ 地図座標  8図 C-3
連絡先 ☎ 0438-36-2700　FAX 0438-36-2742

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌年
１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

きみさらず
聖苑

所在地 〒292-0815 大久保843-1 地図座標  11図 D-4
連絡先 ☎ 0438-37-3874 FAX 0438-37-3874

使用時間 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）
※葬祭業者以外は電話での予約

旧
火葬場

所在地 〒292-0815　大久保840-３ 地図座標  11図 D-4
連絡先 ☎ 0438-37-3874　FAX 0438-37-3874

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　☎0438-23-7290

（土・日曜日・祝日、夜間は朝日庁舎日直などが対応）

市営霊園

所在地 〒292-0812　矢那3711 地図座標  12図 A-3
連絡先 ☎ 0438-52-0983　FAX 0438-38-6720

開園時間

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

その他 お盆とお彼岸に、木更津駅から市営霊園までの間の
臨時バスを運行。

健康・福祉

老人福祉
センター

所在地 〒292-0025
十日市場826 地図座標  6図 C-5

連絡先 ☎ 0438-98-6651　FAX 0438-98-6651
開館時間 午前９時～午後４時（浴室は午前10時～午後３時）

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、その翌
日休館）、祝日および年末年始（12月28日～翌年
１月４日）

身体障害者
リハビリ
センター
あくてぃぶ

所在地 〒292-0834　潮見２-９ 
市民総合福祉会館内 地図座標  3図 A-2

連絡先 ☎ 0438-20-2080　FAX 0438-23-2615
開館時間 午前９時～午後４時

休館日 土・日曜日・祝日
年末年始（12月29日～翌年１月４日）

スポーツ・レクリエーション

小櫃堰
公園内
庭球場

所在地 〒292-0052
祇園字中鴨358 地図座標  6図 C-5

連絡先 小櫃堰公園管理事務所　☎ 0438-98-3651
開園期間 1月４日～12月28日

開園時間 午前９時～午後５時（夏季期間中は開園時間延長と
なる場合があります。）

備考 予約など、詳しくは管理事務所へお問い合わせくだ
さい。

入場料 １コートにつき１時間あたり　250円（市外の人は
５割増）

少年
自然の家
キャンプ場

所在地 〒292-0201
真里谷5343-８ 地図座標  13図 D-4

連絡先 使用日のみ☎ 0438-53-2864
予約・問い合わせ：生涯学習課☎ 0438-23-5278

ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/
shogaigakushu/seishounen/1001657.html

開設期間
および使
用日（利用
できる日）

毎年７月１日から９月30日までのうち教育委員会
が定める日
春季開設期間（ゴールデンウイーク）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

施設内容

キャビン（西・北側に各３棟、大人８人使用/棟）、
常設テント（西側に５棟、大人８～10人使用/棟）、
炊事場、シャワー室他
※駐車場あり（50台）

使用料
（１人あたり）

市内
宿泊使用（１泊２日）（午前11時～翌日午前10時）
３歳以上中学生以下　420円　その他の人　640円
一時使用（日帰り）（午前９時～午後４時）
３歳以上中学生以下　200円　その他の人　320円
※３歳未満無料
市外
宿泊使用（１泊２日）（午前11時～翌日午前10時）
３歳以上中学生以下　630円　その他の人　960円
一時使用（日帰り）（午前９時～午後４時）
３歳以上中学生以下　300円　その他の人　480円
※３歳未満無料

健康
増進

センター
（いきいき館）

所在地 〒292-0838　潮浜３-１ 地図座標  8図 C-5
連絡先 ☎ 0438-36-2511

開館時間 午前10時～午後９時

休館日
毎週月曜日

（月曜日が祝日の場合は開館し、その翌日休館）
年末年始（12月29日～翌年１月３日）

利用料金
（令和２年
４月現在）

一日券
一般  400円
中学生以下・高齢者（65歳以上）200円
回数券（11回分）・定期券(１カ月）
一般  4,000円
中学生以下・高齢者（65歳以上）2,000円
未就学児　無料

その他

※中学生以下はプールのみ利用できます。
※ 本市に住民登録があり、介護保険要介護（要支援）

認定者・障害者手帳交付者およびこれらの人を介
助する者（１人につき１人）は無料です。　

※ 木更津市に住民登録している人・在勤・在学以外
の人は利用料金が５割増しとなります。

環境
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市役所
70～72ページをご覧ください。

会館

清見台
公民館

所在地 〒292-0042
清見台南５-１-29 地図座標  9図 D-3

連絡先 ☎ 0438-98-7654　FAX 0438-98-7142
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

西清川
公民館

所在地 〒292-0053
永井作２-11-12 地図座標  9図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-0286　FAX 0438-23-0286

畑沢
公民館

所在地 〒292-0825　畑沢1053-12 地図座標  11図 C-3
連絡先 ☎ 0438-37-1005　FAX 0438-37-1005
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

富岡
公民館

所在地 〒292-0205　下郡1770-１ 地図座標  13図 A-3
連絡先 ☎ 0438-53-5952　FAX 0438-53-5952

波岡
公民館

所在地 〒292-0815
大久保５-７-１ 地図座標  11図 D-3

連絡先 ☎ 0438-37-8515　FAX 0438-80-1153
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

桜井
公民館

所在地 〒292-0823
桜井新町４-２ 地図座標  3図 C-5

連絡先 ☎ 0438-30-7311　FAX 0438-30-7312

市民会館

所在地 〒292-0833
貝渕２-13-40 地図座標  3図 B-2

連絡先 ☎ 0438-22-4184　FAX 0438-22-4186
ホームページ https://www.kisarazu-shimin.jp/

開館時間 午前８時30分～午後９時30分

休館日

毎週火曜日（ただし、その日が祝日にあたると
きは、開館します）、年末年始（12月28日～翌
年１月３日）また、市長が必要と認める場合に
は休館日を変更することがあります。（大ホー
ル・小ホール・会議室などについては、平成27
年４月から利用を停止しています。中ホールの
み利用可能です）

市民総合
福祉会館

所在地 〒292-0834
潮見２-９ 地図座標  3図 A-2

連絡先 ☎ 0438-23-2611（代）　FAX 0438-23-2615
ホームページ http://www.kisarazushakyo.or.jp/

開館時間 午前９時～午後９時

休館日 第３日曜日、祝日・年末年始（12月28日～翌
年1月４日）

消防本部

所在地 〒292-0834　潮見２-１ 地図座標  3図 B-1

連絡先

☎ 0438-22-0119（代表）
消防総務課　☎ 0438-23-9182
予防課　☎ 0438-23-9183
警防課　☎ 0438-23-9184
FAX 0438-23-9096

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌
年１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

消防署
本署

所在地 〒292-0834　潮見２-１ 地図座標  3図 B-1
連絡先 ☎ 0438-22-0119　FAX 0438-22-0151

金田分署
所在地 〒292-0009

金田東１-18-１ 地図座標  4図 C-3

連絡先 ☎ 0438-40-1119　FAX 0438-40-1190

富来田
分署

所在地 〒292-0201　
真里谷156 地図座標  13図 E-1

連絡先 ☎ 0438-53-2160　FAX 0438-53-2160

波岡分署
所在地 〒292-0816

下烏田813-１ 地図座標  11図 C-2

連絡先 ☎ 0438-36-3125　FAX 0438-36-3125

清川分署
所在地 〒292-0035

中尾1915 地図座標  9図 E-1

連絡先 ☎ 0438-98-7524　FAX 0438-98-7524

高柳
出張所

所在地 〒292-0015　
本郷２-４-31 地図座標  6図 B-2

連絡先 ☎ 0438-41-1286　FAX 0438-41-1286

消防
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中央
公民館

所在地 〒292-8501
富士見１-２-１ 地図座標  1図 C-4

連絡先 ☎ 0438-25-4581　FAX 0438-25-4582
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

岩根
公民館

所在地 〒292-0014　高柳３-２-１ 地図座標  6図 B-2
連絡先 ☎ 0438-41-1184　FAX 0438-41-1184
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

岩根西
公民館

所在地 〒292-0063　江川934-１ 地図座標  5図 D-2
連絡先 ☎ 0438-41-1023　FAX 0438-41-1023

鎌足
公民館

所在地 〒292-0812　矢那899-１ 地図座標  12図 B-2
連絡先 ☎ 0438-52-3111　FAX 0438-52-3111
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

中郷
公民館

所在地 〒292-0026　井尻789 地図座標  6図 E-3
連絡先 ☎ 0438-98-0802　FAX 0438-80-1234
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

富来田
公民館

所在地 〒292-0201　
真里谷110 地図座標  13図 E-1

連絡先 ☎ 0438-53-2027　FAX 0438-53-2079
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

文京
公民館

所在地 〒292-0804　文京２-６-54 地図座標  1図 D-5
連絡先 ☎ 0438-23-3836　FAX 0438-23-3836

八幡台
公民館

所在地 〒292-0814　八幡台４-２-１ 地図座標  11図 E-4
連絡先 ☎ 0438-36-4010　FAX 0438-36-4013
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

東清
公民館

所在地 〒292-0032　笹子469-１ 地図座標  10図 B-1
連絡先 ☎ 0438-98-2919　FAX 0438-98-2919

公民館
開館時間／ 午前９時～午後９時30分（戸籍・住民票などの

交付は午前８時30分～午後５時15分）
休館日／ 月曜日、祝日（月曜日にあたるときはその翌日）、

年末年始（12月28日～翌年１月３日）

2022木更津便利帳_P064-148.indd   1262022木更津便利帳_P064-148.indd   126 2022/07/27   12:312022/07/27   12:31



施
設
案
内

127

クリーン
センター

所在地 〒292-0838　潮浜３-１ 地図座標  8図 C-5
連絡先 ☎ 0438-36-1133　FAX 0438-36-5374

業務日 月曜日～土曜日（祝日・年始（１月１日～３日）を
除く）

時間

月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時15分

（ごみの受け入れは午後４時まで）
土曜日のみ午前８時30分～午後０時30分

（ごみの受け入れは午前11時まで）※事前予約制

かずさ水道
広域連合
企業団

所在地 〒292-0834　潮見２-８ 地図座標  3図 A-1

連絡先 ☎ 0438-38-3276　FAX 0438-25-1624
夜間休日緊急連絡受付 ☎ 0438-23-0743

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌年
１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

下水
処理場

所在地 〒292-0838　潮浜１-19-１ 地図座標  8図 C-3
連絡先 ☎ 0438-36-2700　FAX 0438-36-2742

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌年
１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

きみさらず
聖苑

所在地 〒292-0815 大久保843-1 地図座標  11図 D-4
連絡先 ☎ 0438-37-3874 FAX 0438-37-3874

使用時間 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）
※葬祭業者以外は電話での予約

旧
火葬場

所在地 〒292-0815　大久保840-３ 地図座標  11図 D-4
連絡先 ☎ 0438-37-3874　FAX 0438-37-3874

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　☎0438-23-7290

（土・日曜日・祝日、夜間は朝日庁舎日直などが対応）

市営霊園

所在地 〒292-0812　矢那3711 地図座標  12図 A-3
連絡先 ☎ 0438-52-0983　FAX 0438-38-6720

開園時間

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

その他 お盆とお彼岸に、木更津駅から市営霊園までの間の
臨時バスを運行。

健康・福祉

老人福祉
センター

所在地 〒292-0025
十日市場826 地図座標  6図 C-5

連絡先 ☎ 0438-98-6651　FAX 0438-98-6651
開館時間 午前９時～午後４時（浴室は午前10時～午後３時）

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、その翌
日休館）、祝日および年末年始（12月28日～翌年
１月４日）

身体障害者
リハビリ
センター
あくてぃぶ

所在地 〒292-0834　潮見２-９ 
市民総合福祉会館内 地図座標  3図 A-2

連絡先 ☎ 0438-20-2080　FAX 0438-23-2615
開館時間 午前９時～午後４時

休館日 土・日曜日・祝日
年末年始（12月29日～翌年１月４日）

スポーツ・レクリエーション

小櫃堰
公園内
庭球場

所在地 〒292-0052
祇園字中鴨358 地図座標  6図 C-5

連絡先 小櫃堰公園管理事務所　☎ 0438-98-3651
開園期間 1月４日～12月28日

開園時間 午前９時～午後５時（夏季期間中は開園時間延長と
なる場合があります。）

備考 予約など、詳しくは管理事務所へお問い合わせくだ
さい。

入場料 １コートにつき１時間あたり　250円（市外の人は
５割増）

少年
自然の家
キャンプ場

所在地 〒292-0201
真里谷5343-８ 地図座標  13図 D-4

連絡先 使用日のみ☎ 0438-53-2864
予約・問い合わせ：生涯学習課☎ 0438-23-5278

ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/
shogaigakushu/seishounen/1001657.html

開設期間
および使
用日（利用
できる日）

毎年７月１日から９月30日までのうち教育委員会
が定める日
春季開設期間（ゴールデンウイーク）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

施設内容

キャビン（西・北側に各３棟、大人８人使用/棟）、
常設テント（西側に５棟、大人８～10人使用/棟）、
炊事場、シャワー室他
※駐車場あり（50台）

使用料
（１人あたり）

市内
宿泊使用（１泊２日）（午前11時～翌日午前10時）
３歳以上中学生以下　420円　その他の人　640円
一時使用（日帰り）（午前９時～午後４時）
３歳以上中学生以下　200円　その他の人　320円
※３歳未満無料
市外
宿泊使用（１泊２日）（午前11時～翌日午前10時）
３歳以上中学生以下　630円　その他の人　960円
一時使用（日帰り）（午前９時～午後４時）
３歳以上中学生以下　300円　その他の人　480円
※３歳未満無料

健康
増進

センター
（いきいき館）

所在地 〒292-0838　潮浜３-１ 地図座標  8図 C-5
連絡先 ☎ 0438-36-2511

開館時間 午前10時～午後９時

休館日
毎週月曜日

（月曜日が祝日の場合は開館し、その翌日休館）
年末年始（12月29日～翌年１月３日）

利用料金
（令和２年
４月現在）

一日券
一般  400円
中学生以下・高齢者（65歳以上）200円
回数券（11回分）・定期券(１カ月）
一般  4,000円
中学生以下・高齢者（65歳以上）2,000円
未就学児　無料

その他

※中学生以下はプールのみ利用できます。
※ 本市に住民登録があり、介護保険要介護（要支援）

認定者・障害者手帳交付者およびこれらの人を介
助する者（１人につき１人）は無料です。　

※ 木更津市に住民登録している人・在勤・在学以外
の人は利用料金が５割増しとなります。

環境
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市役所
70～72ページをご覧ください。

会館

清見台
公民館

所在地 〒292-0042
清見台南５-１-29 地図座標  9図 D-3

連絡先 ☎ 0438-98-7654　FAX 0438-98-7142
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

西清川
公民館

所在地 〒292-0053
永井作２-11-12 地図座標  9図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-0286　FAX 0438-23-0286

畑沢
公民館

所在地 〒292-0825　畑沢1053-12 地図座標  11図 C-3
連絡先 ☎ 0438-37-1005　FAX 0438-37-1005
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

富岡
公民館

所在地 〒292-0205　下郡1770-１ 地図座標  13図 A-3
連絡先 ☎ 0438-53-5952　FAX 0438-53-5952

波岡
公民館

所在地 〒292-0815
大久保５-７-１ 地図座標  11図 D-3

連絡先 ☎ 0438-37-8515　FAX 0438-80-1153
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

桜井
公民館

所在地 〒292-0823
桜井新町４-２ 地図座標  3図 C-5

連絡先 ☎ 0438-30-7311　FAX 0438-30-7312

市民会館

所在地 〒292-0833
貝渕２-13-40 地図座標  3図 B-2

連絡先 ☎ 0438-22-4184　FAX 0438-22-4186
ホームページ https://www.kisarazu-shimin.jp/

開館時間 午前８時30分～午後９時30分

休館日

毎週火曜日（ただし、その日が祝日にあたると
きは、開館します）、年末年始（12月28日～翌
年１月３日）また、市長が必要と認める場合に
は休館日を変更することがあります。（大ホー
ル・小ホール・会議室などについては、平成27
年４月から利用を停止しています。中ホールの
み利用可能です）

市民総合
福祉会館

所在地 〒292-0834
潮見２-９ 地図座標  3図 A-2

連絡先 ☎ 0438-23-2611（代）　FAX 0438-23-2615
ホームページ http://www.kisarazushakyo.or.jp/

開館時間 午前９時～午後９時

休館日 第３日曜日、祝日・年末年始（12月28日～翌
年1月４日）

消防本部

所在地 〒292-0834　潮見２-１ 地図座標  3図 B-1

連絡先

☎ 0438-22-0119（代表）
消防総務課　☎ 0438-23-9182
予防課　☎ 0438-23-9183
警防課　☎ 0438-23-9184
FAX 0438-23-9096

業務日 月曜日～金曜日（祝日・年末年始（12月29日～翌
年１月３日）を除く）

時間 午前８時30分～午後５時15分

消防署
本署

所在地 〒292-0834　潮見２-１ 地図座標  3図 B-1
連絡先 ☎ 0438-22-0119　FAX 0438-22-0151

金田分署
所在地 〒292-0009

金田東１-18-１ 地図座標  4図 C-3

連絡先 ☎ 0438-40-1119　FAX 0438-40-1190

富来田
分署

所在地 〒292-0201　
真里谷156 地図座標  13図 E-1

連絡先 ☎ 0438-53-2160　FAX 0438-53-2160

波岡分署
所在地 〒292-0816

下烏田813-１ 地図座標  11図 C-2

連絡先 ☎ 0438-36-3125　FAX 0438-36-3125

清川分署
所在地 〒292-0035

中尾1915 地図座標  9図 E-1

連絡先 ☎ 0438-98-7524　FAX 0438-98-7524

高柳
出張所

所在地 〒292-0015　
本郷２-４-31 地図座標  6図 B-2

連絡先 ☎ 0438-41-1286　FAX 0438-41-1286

消防
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中央
公民館

所在地 〒292-8501
富士見１-２-１ 地図座標  1図 C-4

連絡先 ☎ 0438-25-4581　FAX 0438-25-4582
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

岩根
公民館

所在地 〒292-0014　高柳３-２-１ 地図座標  6図 B-2
連絡先 ☎ 0438-41-1184　FAX 0438-41-1184
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

岩根西
公民館

所在地 〒292-0063　江川934-１ 地図座標  5図 D-2
連絡先 ☎ 0438-41-1023　FAX 0438-41-1023

鎌足
公民館

所在地 〒292-0812　矢那899-１ 地図座標  12図 B-2
連絡先 ☎ 0438-52-3111　FAX 0438-52-3111
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

中郷
公民館

所在地 〒292-0026　井尻789 地図座標  6図 E-3
連絡先 ☎ 0438-98-0802　FAX 0438-80-1234
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

富来田
公民館

所在地 〒292-0201　
真里谷110 地図座標  13図 E-1

連絡先 ☎ 0438-53-2027　FAX 0438-53-2079
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

文京
公民館

所在地 〒292-0804　文京２-６-54 地図座標  1図 D-5
連絡先 ☎ 0438-23-3836　FAX 0438-23-3836

八幡台
公民館

所在地 〒292-0814　八幡台４-２-１ 地図座標  11図 E-4
連絡先 ☎ 0438-36-4010　FAX 0438-36-4013
備考 戸籍・住民票などの交付ができます

東清
公民館

所在地 〒292-0032　笹子469-１ 地図座標  10図 B-1
連絡先 ☎ 0438-98-2919　FAX 0438-98-2919

公民館
開館時間／ 午前９時～午後９時30分（戸籍・住民票などの

交付は午前８時30分～午後５時15分）
休館日／ 月曜日、祝日（月曜日にあたるときはその翌日）、

年末年始（12月28日～翌年１月３日）
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図書館

図書館

所在地 〒292-0804
文京２-６-51 地図座標  1図 D-5

連絡先 ☎ 0438-22-3190　FAX 0438-22-7509
ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/library/index.
html

メール tosho@city.kisarazu.lg.jp

開館時間 火～金曜日　　　　　　　　　午前9時～午後7時
土曜日・日曜日・祝日・休日　午前9時～午後5時

休館日

毎週月曜日（祝日・休日の場合は翌日）
毎月の最終金曜日（12月を除く。祝日・休日の場合
は前日）
年末年始（12月28日～翌年1月3日）
特別整理期間（蔵書点検等）

文化

木更津市
郷土
博物館
金のすず

所在地
〒292-0044
太田２-16-２

（太田山公園内）
地図座標  2図 B-4

連絡先 ☎ 0438-23-0011　FAX 0438-23-2230
ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/shokai/rekishi/
hakubutsukan/1002106.html

開館時間 午前９時～午後５時（入館時間は午後４時30分まで）

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）
年末年始（12月28日～翌年１月４日）
その他臨時に休館する場合あり

旧安西家
住宅

所在地
〒292-0044
太田２-16-２

（太田山公園内）
地図座標  2図 A-5

連絡先 ☎ 　 0438-23-0011（郷土博物館金のすず）
FAX 0438-23-2230（郷土博物館金のすず）

開館時間 午前９時～午後５時

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）
年末年始（12月28日～翌年１月４日）
その他臨時に休館する場合あり

駐車場

木更津
駅前西口
駐車場

所在地 〒292-0067　中央１-１-１ 地図座標  1図 D-3
連絡先 ☎ 0438-25-2489

利用時間 24時間営業（年中無休）
収容台数 435台　障がい者用スペース11台

備考
※最初の30分は無料で利用できます。
　 以降30分ごとに100円　24時間までごとに最大

800円

木更津市
金田第一
・第二
駐車場

所在地 〒292-0007
瓜倉字鯨217-２ 地図座標  4図 C-4

連絡先 ☎ 0438-23-8468（市街地整備課）
利用時間 24時間営業（年中無休）

備考
※最初の30分は無料で利用できます。
　 24時間まで500円（第一）、24時間まで400円
（第二）

自転車
駐車場
P86

開館時間 24時間営業（年中無休）
木更津駅東口　第１、第２、第３、第４、第５
木更津駅西口　第１、第２、第３
岩根駅東口第１（無料）
岩根駅西口第１　東清川駅前（無料）　馬来田駅前（無料）

その他

◦ 市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」　　 
→124ページをご覧ください。

◦ 金田地域交流センター「きさてらす」　　 
→124ページをご覧ください。

公設
地方

卸売市場

所在地 〒292-0832　
新田３-３-12 地図座標  1図 A-5

連絡先 ☎ 0438-23-3621　FAX 0438-23-3622

たちより
館

所在地 〒292-0831　富士見１-１-１ 地図座標  1図 D-3
高速バス発券所

開館時間
午前７時30分～午後７時

（高速バスの運行案内、乗車券の販売は午後６時30
分まで）

道の駅
「木更津
うまくた
の里」

所在地 〒292-0205　下郡1369-１ 地図座標  13図 B-2
連絡先 ☎ 0438-53-7155　FAX 0438-53-7038
ホーム
ページ http://chiba-kisarazu.com/

営業時間 午前９時～午後５時（トイレは24時間使用可能）
休館日 年中無休

施設内容 駐車場完備、EV専用充電スタンド２台、公共無線
LAN（Wi-Fi）

レストラン
営業時間

午前11時～午後５時
　ランチタイム　午前11時～午後２時
　カフェタイム　午後２時～午後５時

携帯電話・スマートフォンの方はこちらから　

木更津市
防犯

ボックス

所在地

〒292-0807木更津市
請西南2-22-6
イオンタウン木更津請西
店駐車場内

地図座標  11図 E-1

連絡先 ☎ 　0438-23-7492（市民活動支援課）　
FAX 0438-25-3566（市民活動支援課）

まなび支援
センター
幼児言語
教室

所在地 〒292-0834　潮見２-９ 地図座標  3図 A-2

連絡先 市民総合福祉会館内
☎ 0438-22-3811　FAX 0438-22-3811

開館時間 午前８時30分～午後５時15分

休館日 土・日曜日、祝日
年末年始（12月28日～翌年１月４日）

学校給食
センター

所在地 〒292-0834
潮見２-13-１ 地図座標  3図 A-1

連絡先 ☎ 0438-25-7560　FAX 0438-25-7555

交通公園
所在地 〒292-0065

吾妻1-4 地図座標  8図 D-1

連絡先 ☎0438-23-9535

視聴覚
ライブラリー

所在地
〒292-8501　
朝日３-10-19　
生涯学習課内

地図座標  2図 A-2

連絡先 ☎0438-23-5274
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市民
体育館

所在地 〒292-0833
貝渕２-13-40 地図座標  3図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-5822
開館時間 午前９時～午後９時
休館日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 競技場・柔道場・剣道場・会議室

申し込み
利用しようとする日の前月の1日（2月分は1月4日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料

競技場（半面） ２時間　1,190円
柔道場 ２時間　550円
剣道場 ２時間　550円
時間帯などにより割り増しあり

貝渕
庭球場

所在地
〒292-0833
貝渕２-562-96

（市民体育館隣接）
地図座標  3図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-5822（市民体育館）
開場時間 午前９時～午後９時
休場日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 クレーコート２面（夜間照明あり）

申し込み
利用しようとする日の前月の3日（2月分は1月6日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 1コート２時間　500円
時間帯などにより割り増しあり

市営
弓道場

所在地 〒292-0065　
吾妻１-４-１（吾妻公園内） 地図座標  8図 D-1

連絡先 ☎ 0438-25-4932
（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間 午前９時～午後９時
休場日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 近的28m（５人立）、遠的60m

申し込み
利用しようとする日の前月の1日（2月分は1月4日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 2時間　860円　時間帯などにより割り増しあり

江川
総合
運動場

所在地 〒292-0063　江川959-１ 地図座標  5図 D-2

連絡先
☎0438-41-9641（陸上競技場以外の施設）
☎080-3739-6109（陸上競技場）

（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間
野球場・多目的運動場　午前8時30分～午後5時 
　　　　　　　庭球場　午前9時～午後5時 
　　　　　陸上競技場　午前8時30分～午後5時

休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 野球場・庭球場（クレーコート４面）・
多目的広場・陸上競技場

申し込み

木更津市公共施設予約システムで受付。受付開始日
は次の通り。
〈野球場・多目的広場〉
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から
〈庭球場〉
利用しようとする日の前月の3日（2月分は1月6日）
午前8時30分から
〈陸上競技場〉
利用しようとする日の前月の4日（2月分は1月7日）
午前8時30分から
※ ただし、個人利用を希望する場合は陸上競技場事

務室で受付。

使用料

野球場 午前2,010円　午後2,700円（一般）
庭球場 １コート２時間 500円
多目的広場 無料
陸上競技場 個人使用　２時間　200円
 専用使用　２時間　3,240円（一般）

教育
保育施設は95ページ～、幼稚園は97ページ、
小中学校は97ページ～、
高校・大学は101ページをご覧ください。

請西子育て
支援

センター　

所在地 〒292-0806
請西東7-2-1 地図座標  11図 E-1

連絡先 ☎0438-30-7320
ふくた
保育園

子育て支援
センター　

所在地 〒292-0205
下郡1874-5 地図座標  13図 A-3

連絡先 ☎0438-53-5554

地域子育て
センター
ゆりかもめ

所在地

寺町分館
中央1-3-21

地図座標

 1図 C-3

東清分館
日の出町100-233  10図 A-2

本館
富士見3-8-3  1図 B-4

連絡先
寺町分館　☎0438-22-3630
東清分館　☎0438-98-3137
本館　　　☎0438-25-6230（一時保育のみ）

うみまち
保育園

子育て支援
センター

所在地 〒292-0008
中島1013-1 地図座標  4図 D-4

連絡先 ☎ 0438-97-7563

さとの
保育園

子育て支援
センター

所在地 〒292-0816
下烏田893 地図座標  11図 C-2

連絡先 ☎ 0438-38-4827

まなび支援
センター

所在地 〒292-0055
朝日１-８-17 地図座標  1図 D-2

連絡先
☎0438-22-4152
FAX 0438-23-4564

（相談専用電話☎0438-25-5000）

開館時間 午前８時30分～午後５時15分
（相談時間：午前９時～午後４時30分）

休館日 土・日曜日・祝日
年末年始（12月29日～翌年１月３日）

市営
野球場

所在地 〒292-0045
清見台１-６-７ 地図座標  2図 C-2

連絡先 ☎ 0438-25-1987
（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間 午前８時30分～午後５時
休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 野球場・ミーティングルーム

申し込み
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 午前2,010円・午後2,700円（一般）

桜井
運動場

所在地 〒292-0823　桜井新町４-２ 地図座標  3図 C-5
連絡先 ☎ 0438-23-5822（市民体育館）

開場時間 午前９時～午後５時
休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 グラウンド（少年サッカーコート２面）

申し込み
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 無料
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図書館

図書館

所在地 〒292-0804
文京２-６-51 地図座標  1図 D-5

連絡先 ☎ 0438-22-3190　FAX 0438-22-7509
ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/library/index.
html

メール tosho@city.kisarazu.lg.jp

開館時間 火～金曜日　　　　　　　　　午前9時～午後7時
土曜日・日曜日・祝日・休日　午前9時～午後5時

休館日

毎週月曜日（祝日・休日の場合は翌日）
毎月の最終金曜日（12月を除く。祝日・休日の場合
は前日）
年末年始（12月28日～翌年1月3日）
特別整理期間（蔵書点検等）

文化

木更津市
郷土
博物館
金のすず

所在地
〒292-0044
太田２-16-２

（太田山公園内）
地図座標  2図 B-4

連絡先 ☎ 0438-23-0011　FAX 0438-23-2230
ホーム
ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/shokai/rekishi/
hakubutsukan/1002106.html

開館時間 午前９時～午後５時（入館時間は午後４時30分まで）

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）
年末年始（12月28日～翌年１月４日）
その他臨時に休館する場合あり

旧安西家
住宅

所在地
〒292-0044
太田２-16-２

（太田山公園内）
地図座標  2図 A-5

連絡先 ☎ 　 0438-23-0011（郷土博物館金のすず）
FAX 0438-23-2230（郷土博物館金のすず）

開館時間 午前９時～午後５時

休館日
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）
年末年始（12月28日～翌年１月４日）
その他臨時に休館する場合あり

駐車場

木更津
駅前西口
駐車場

所在地 〒292-0067　中央１-１-１ 地図座標  1図 D-3
連絡先 ☎ 0438-25-2489

利用時間 24時間営業（年中無休）
収容台数 435台　障がい者用スペース11台

備考
※最初の30分は無料で利用できます。
　 以降30分ごとに100円　24時間までごとに最大

800円

木更津市
金田第一
・第二
駐車場

所在地 〒292-0007
瓜倉字鯨217-２ 地図座標  4図 C-4

連絡先 ☎ 0438-23-8468（市街地整備課）
利用時間 24時間営業（年中無休）

備考
※最初の30分は無料で利用できます。
　 24時間まで500円（第一）、24時間まで400円
（第二）

自転車
駐車場
P86

開館時間 24時間営業（年中無休）
木更津駅東口　第１、第２、第３、第４、第５
木更津駅西口　第１、第２、第３
岩根駅東口第１（無料）
岩根駅西口第１　東清川駅前（無料）　馬来田駅前（無料）

その他

◦ 市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」　　 
→124ページをご覧ください。

◦ 金田地域交流センター「きさてらす」　　 
→124ページをご覧ください。

公設
地方

卸売市場

所在地 〒292-0832　
新田３-３-12 地図座標  1図 A-5

連絡先 ☎ 0438-23-3621　FAX 0438-23-3622

たちより
館

所在地 〒292-0831　富士見１-１-１ 地図座標  1図 D-3
高速バス発券所

開館時間
午前７時30分～午後７時

（高速バスの運行案内、乗車券の販売は午後６時30
分まで）

道の駅
「木更津
うまくた
の里」

所在地 〒292-0205　下郡1369-１ 地図座標  13図 B-2
連絡先 ☎ 0438-53-7155　FAX 0438-53-7038
ホーム
ページ http://chiba-kisarazu.com/

営業時間 午前９時～午後５時（トイレは24時間使用可能）
休館日 年中無休

施設内容 駐車場完備、EV専用充電スタンド２台、公共無線
LAN（Wi-Fi）

レストラン
営業時間

午前11時～午後５時
　ランチタイム　午前11時～午後２時
　カフェタイム　午後２時～午後５時

携帯電話・スマートフォンの方はこちらから　

木更津市
防犯

ボックス

所在地

〒292-0807木更津市
請西南2-22-6
イオンタウン木更津請西
店駐車場内

地図座標  11図 E-1

連絡先 ☎ 　0438-23-7492（市民活動支援課）　
FAX 0438-25-3566（市民活動支援課）

まなび支援
センター
幼児言語
教室

所在地 〒292-0834　潮見２-９ 地図座標  3図 A-2

連絡先 市民総合福祉会館内
☎ 0438-22-3811　FAX 0438-22-3811

開館時間 午前８時30分～午後５時15分

休館日 土・日曜日、祝日
年末年始（12月28日～翌年１月４日）

学校給食
センター

所在地 〒292-0834
潮見２-13-１ 地図座標  3図 A-1

連絡先 ☎ 0438-25-7560　FAX 0438-25-7555

交通公園
所在地 〒292-0065

吾妻1-4 地図座標  8図 D-1

連絡先 ☎0438-23-9535

視聴覚
ライブラリー

所在地
〒292-8501　
朝日３-10-19　
生涯学習課内

地図座標  2図 A-2

連絡先 ☎0438-23-5274
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施設案内

市民
体育館

所在地 〒292-0833
貝渕２-13-40 地図座標  3図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-5822
開館時間 午前９時～午後９時
休館日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 競技場・柔道場・剣道場・会議室

申し込み
利用しようとする日の前月の1日（2月分は1月4日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料

競技場（半面） ２時間　1,190円
柔道場 ２時間　550円
剣道場 ２時間　550円
時間帯などにより割り増しあり

貝渕
庭球場

所在地
〒292-0833
貝渕２-562-96

（市民体育館隣接）
地図座標  3図 B-1

連絡先 ☎ 0438-23-5822（市民体育館）
開場時間 午前９時～午後９時
休場日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 クレーコート２面（夜間照明あり）

申し込み
利用しようとする日の前月の3日（2月分は1月6日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 1コート２時間　500円
時間帯などにより割り増しあり

市営
弓道場

所在地 〒292-0065　
吾妻１-４-１（吾妻公園内） 地図座標  8図 D-1

連絡先 ☎ 0438-25-4932
（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間 午前９時～午後９時
休場日 年末年始（12月29日～翌年１月３日）

施設内容 近的28m（５人立）、遠的60m

申し込み
利用しようとする日の前月の1日（2月分は1月4日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 2時間　860円　時間帯などにより割り増しあり

江川
総合
運動場

所在地 〒292-0063　江川959-１ 地図座標  5図 D-2

連絡先
☎0438-41-9641（陸上競技場以外の施設）
☎080-3739-6109（陸上競技場）

（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間
野球場・多目的運動場　午前8時30分～午後5時 
　　　　　　　庭球場　午前9時～午後5時 
　　　　　陸上競技場　午前8時30分～午後5時

休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 野球場・庭球場（クレーコート４面）・
多目的広場・陸上競技場

申し込み

木更津市公共施設予約システムで受付。受付開始日
は次の通り。
〈野球場・多目的広場〉
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から
〈庭球場〉
利用しようとする日の前月の3日（2月分は1月6日）
午前8時30分から
〈陸上競技場〉
利用しようとする日の前月の4日（2月分は1月7日）
午前8時30分から
※ ただし、個人利用を希望する場合は陸上競技場事

務室で受付。

使用料

野球場 午前2,010円　午後2,700円（一般）
庭球場 １コート２時間 500円
多目的広場 無料
陸上競技場 個人使用　２時間　200円
 専用使用　２時間　3,240円（一般）

教育
保育施設は95ページ～、幼稚園は97ページ、
小中学校は97ページ～、
高校・大学は101ページをご覧ください。

請西子育て
支援

センター　

所在地 〒292-0806
請西東7-2-1 地図座標  11図 E-1

連絡先 ☎0438-30-7320
ふくた
保育園

子育て支援
センター　

所在地 〒292-0205
下郡1874-5 地図座標  13図 A-3

連絡先 ☎0438-53-5554

地域子育て
センター
ゆりかもめ

所在地

寺町分館
中央1-3-21

地図座標

 1図 C-3

東清分館
日の出町100-233  10図 A-2

本館
富士見3-8-3  1図 B-4

連絡先
寺町分館　☎0438-22-3630
東清分館　☎0438-98-3137
本館　　　☎0438-25-6230（一時保育のみ）

うみまち
保育園

子育て支援
センター

所在地 〒292-0008
中島1013-1 地図座標  4図 D-4

連絡先 ☎ 0438-97-7563

さとの
保育園

子育て支援
センター

所在地 〒292-0816
下烏田893 地図座標  11図 C-2

連絡先 ☎ 0438-38-4827

まなび支援
センター

所在地 〒292-0055
朝日１-８-17 地図座標  1図 D-2

連絡先
☎0438-22-4152
FAX 0438-23-4564

（相談専用電話☎0438-25-5000）

開館時間 午前８時30分～午後５時15分
（相談時間：午前９時～午後４時30分）

休館日 土・日曜日・祝日
年末年始（12月29日～翌年１月３日）

市営
野球場

所在地 〒292-0045
清見台１-６-７ 地図座標  2図 C-2

連絡先 ☎ 0438-25-1987
（市民体育館☎0438-23-5822）

開場時間 午前８時30分～午後５時
休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 野球場・ミーティングルーム

申し込み
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 午前2,010円・午後2,700円（一般）

桜井
運動場

所在地 〒292-0823　桜井新町４-２ 地図座標  3図 C-5
連絡先 ☎ 0438-23-5822（市民体育館）

開場時間 午前９時～午後５時
休場日 年末年始（12月29日から翌年１月３日）

施設内容 グラウンド（少年サッカーコート２面）

申し込み
利用しようとする日の前月の2日（2月分は1月5日）
午前8時30分から木更津市公共施設予約システムで
受付。

使用料 無料
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