未来につながるまち ORGANIC CITY KISARAZU

12月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

広報

2020（令和2）年1月1日発行
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人口
男
女
世帯

№

789

135,622人 （+33）
68,381人 （−15）
67,241人 （+48）
62,403世帯 （+26）

※町名別・ 年齢別人口や国勢調査に基
づく常住人口は、 市ホームページをご
覧ください。

第2期 木更津PR大使就任

中尾 彬さん 綾小路 翔さん
新春

特別対談

中尾 彬さん

（木更津PR大使）

渡辺 芳邦
（木更津市長）

○木更津PR大使とは
本市にゆかりがあり、経済・文化・教育・
芸術・スポーツ・芸能などのさまざまな
分野で活躍され本市への深い愛着と理解
を持ちながら活動いただける方に、木更
津の魅力を広く情報発信していただき、
市のイメージアップや文化・産業・観光・
定住促進などの振興を図ることを目的に
お願いしています。
2017 年 11 月に、中尾 彬さん・綾小
路 翔さんのお二人にご就任いただき、2
年間活動していただきました。

お二人と一緒に、
これからも木更津を
盛り上げて行きます！

2019年 11月で第1期の任期を満了したことに伴い、 お二人には
「 第 2 期木更
津 PR 大使」として、2019 年 11 月 3日から 2021年11月2日まで、引き続き本市
の PR 大使をお引き受けいただきました。
委嘱状の交付後、本市に対して中尾さんが今感じていることや皆さんへのメッ
セージなど、市長と対談していただきました。
また、綾小路 翔さんからは 2 期目就任に当たってのメッセージを頂きました。
企画課 ☎（23）7425
（23）9338

対談内容など、詳しくは 2 ページをご覧ください。

東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会を応援しよう！

特別企画
第1弾

（木更津市長）

（木更津PR大使）

日頃の備え・市民の皆さんとの結束が大

て千葉県に猛威を振るいました。改めて

ますと、非常に大きな台風が本市を含め

市長 はじめに、2019年を振り返り

ますか？

市民の皆さんへメッセージをいただけ

し た 。先 ほ ど の 災 害 の お 話 も 踏 ま え 、

続きPR大使をお引き受けいただきま

合を見ていてびっくりしましたね。

やったことなかったから、6人制の試

継性・同時性というのは魅力だと思い

ら観たりアップで観たり、テレビの中

力いただき、ありがとうございます。

トタウンをPRするポスターにもご協

は
「台風被害の復興」
にということで、ご
い れ ば 、良 い ま ち づ く り が で き る ん

を大切にするという意識を常に持って

中尾 自分の住んでいるところ・場所

中尾 一番興味があるのは
「聖火台」
と

ることはありますか？

さんはオリンピックで楽しみにしてい

ンプや、市民交流を行うホストタウン

度も本市にお越しいただき、事前キャ

り、今の駐日ナイジェリア大使には何

ると思うんですよ。
だからもう少し
「自

ると逆に危険になってしまうこともあ

で。だから職業柄、開会式がどんな演

演出のために隠している」ということ

ザインだったんです。
今回は
「開会式の

て応援できるよう、しっかりと準備を

流の機会を設けるとともに、市を挙げ

いただけるので、市民の皆さんとの交

本市としてもナイジェリアの方に来て

として受け入れることになりました。

バルの開催をきっかけに交流が始ま

さて、中尾さんには木更津PR大使と

出で、どのように世界各国に魅せるの

技大会でナイジェリアのホストタウンとして選手の

皆さんをお迎えします。オリンピック・パラリンピッ

☆ 特 別 企 画 第 2 弾「 み ん な で 知 ろ
う ！ ナ イ ジ ェ リ ア 」は 、広 報 き さ ら
づ 2 月 号 に 掲 載 予 定 で す 。ぜ ひ ご 覧
ください。

中尾さんにご協力いただいたポ
スターは、市内の各施設で掲示
します。お楽しみに！

す。

中尾 こちらこそよろしくお願いしま

今後ともよろしくお願いいたします。

寄附をありがとうございました。新しい
じゃないでしょうか。木更津は古くか

クで使われた聖火台は縄文式土器のデ

「開会式」ですね。前の東京オリンピッ

ましたが、どういう関係なんですか？

リアの
「ホストタウン」
になったと聞き

ます。ところで、木更津市がナイジェ
市長 そして約 年ぶりに再び東京で

年を迎え、2020年は東京2020オ
らの道も残っていますし、それがまた

オリンピックが開催されますが、中尾

リンピック・パラリンピック競技大会の
良いところなんですが、災害などがあ

して、かずさYOSAKOI木更津舞尊

分たちの身の回りのこと・普段のこと

かも楽しみですね。

本市は東京2020 オリンピック・パラリンピック競
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切だと痛感した1年でした。中尾さんに

開 催 な ど 、華 々 し い 1 年 と な る こ と を

市長 7年前の西アフリカフェスティ

願っております。

のファイナル審査員や新成人に向けたビ

をみんなで考える」と、良いまちづく

したらPidgin Englishに「Dappe」とか房州弁が取り入れられるようになっ

りができると思います。

中尾

リアの皆さんと積極的に交流して、目一杯仲良くなってほしいです。もしか

デオメッセージなどにご協力いただき、

市長

こんなチャンスなかなかないので、木更津の皆さんには、ぜひともナイジェ

感謝申し上げます。中尾さんからご覧に

ピールするのか、今から楽しみです。

や気付きがあって面白いと思います。しかも彼らすごくハッピーで優しい。

していきたいと思います。

くる部分もあるんですよ。いろんな町

しょうから、送り出す部分というとこ

ろでも関われたらいいですね。ねじね

ン

外から木更津を見ると、逆に見えて
に行くと「こんなものがあるのか・こ

中尾さんは観に行きたい競技はありま

じじゃなくてもいいから、皆でグリー

い！熱いぜ、木更津！かっこいいぜ、木更津！こんな名誉なことはありま

なって、今の木更津市はどのように映っ

う い う こ と を や っ て い る の か 」と か 、

すか？

るなんて夢みたい。しかも我が街がナイジェリアのホストタウンに！すご

会場に行かれない人もいるで

感じることはあります。
だから
「一人一

自分が生きている間に、東京でオリンピック・パラリンピックが行われ

確 か に 、日 本 を 世 界 に ど う ア

中尾

人が意識を持つ」ということを伝えた

お寄せくださいませ！

ていますか？

ど、何かと
「木更津」
という文字や話が出

ン&ホワイトのものを身に付けてね。

皆さん、良かったらぜひともドシドシご意見・ご要望、

つの目でしか観られないというのはつ

ディアも沢山打ち出していければと。木更津市民の

私は木更津を離れて長いですけ

ると、ドキっとするところはありますよ。

いですね。

はないことをしっかりと刷り合わせて、自分のアイ

かね。あとは昨年の台風で、千葉県は全

ナイジェリアの国旗の色です

出来ること・出来ないこと、すべきこと・すべきで

中尾 これだけテレビが発達して、1

「へぇ、高校野球ここまで行ったのか」
と

市長

じめ、 広報の皆さんとミーティングをしたいです。

ありがとうございます。住んで

アクションをしていきたいですね。まずは市長をは

ね。中尾さんには、ナイジェリアホス

自分的にはもっともっと木更津の活性化に繋がる

市長

や市民の皆さんへメッセージをお願いします。

まらないので、カメラ何十台を通して

木更津PR大使として 2期目に当たっての意気込み

観た方が面白いと私は思います。上か

中尾 市長は、前の東京オリンピック

綾小路さんにも第2期木更津PR大使にご就任い

いる地域に目を向けるということは、

は観ていましたか？

ただき、ご本人からコメントをいただきました。

国的に報道されましたね。住んでいる皆

と一緒に災害に強いまちづくりを進めて

市長

ガニックシティきさらづ」にご出演いただきました。

大切ですね。
ク・パラリンピックのお話をさせてい

いかなければと思います。

で、見たと言えるかどうか。中尾さん

リンピック選手）
が出ていましたから、

木更津PR大使として、木更津港まつりのマナー

さんもこんなに被害が大きくなるとは思

ただきたいと思います。

中尾 木更津にも千葉にも災害が来るん

は前の東京オリンピックでの思い出は

先輩の棒高跳びと三段跳びを観まし

君（いずれも木更津高等学校出身のオ
市長

た 。母 校 か ら 2 人 出 た っ て い う の は 、

クに期待していることなどを聞かせてください。

50

向上の場内アナウンスや、本市の行政情報番組
「オー

わなかったでしょう。
市長 木更津はこれまで大きな災害がな

それでは話題を変えて、オリンピッ
い、ということが魅力の一つでしたので、

だということを、地域の人たち一人一人

ありますか？

しっかりと対応策を考え、市民の皆さん

が自覚を持たないとね。私の実家も梅の

中尾 私は当時 歳で、大坪君と岡崎

私は生まれて1カ月だったの

木が一本折れてしまって、木更津も色ん
な被害があって大変だっただろうなと思
いました。
慌てたでしょう？

の市民の皆さんが慌てたのではないかと

そうですね。私も含め、たくさん
思います。

木更津PR大使・綾小路 翔さん

ポスター撮影の様子

たりして！？

誇りでしたね。あとはジェット機が出
てきて、オリンピックのマークを書い

そうだと思いますよ。逆に、色々

中尾

ていたのを覚えています。それから東
だったんですよ。私は9人制をやって

洋の魔女ですかね。昔バレーボール部
市長 中尾さんにはPR大使として第1

い て 、あ あ い う 回 転 レ シ ー ブ な ん て

Pidging English（その地域独自の英語表現）なので、色んなクエスチョン

ジ

な気付きがあったかもしれませんね。

期
（2年）
の任期が満了しましたが、引き

せんね。そんでもって、ナイジェリアの公用語は英語なんですよね。しかも

ピ
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特別対談
新春

渡辺 芳邦
中尾 彬さん

0438
市外局番

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

市外局番

0438

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

年頭のごあいさつ

持続可能なまちづくりの加速を

木更津市長 渡辺 芳邦

明けましておめでとうございます。市民の皆さまに
は、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのことと、心
よりお慶び申し上げます。
昨年は、パークベイプロジェクトや中心市街地活性化への取り組みなど、
にぎわい創出に向けた動きが顕在化する一方で、台風などにより発生した
災害により市民生活や産業は大きな影響を受けたところです。
迎えました本年は、次期
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や
「オーガニッ
クシティプロジェクト」に基づく新たな地方創生の取り組みに着手し、市
民の皆さまと一体となって、人と自然が調和した持続可能なまちづくりを
加速させたいと考えております。
このような中、地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを進め
るほか、内港周辺の魅力づくりや、電子地域通貨
「アクアコイン」の更なる
普及などにより、まちのにぎわい・活力づくりを進めてまいります。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が、レ
ガシー
（未来へ受け継がれるもの）を創出する機会となるよう取り組んでま
いりますので、皆さまには、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。
本年が、皆さまにとりまして明るく実り多い年となりますようお祈り申
し上げ、新年のごあいさつといたします。

令和の新春に寄せて
木更津市議会議長



近藤 忍

明けましておめでとうございます。市民の皆さまに
おかれましては新春を健やかにお迎えのことと、心か
らお慶びを申し上げます。また、日頃より市政発展のた
めに、多大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、昨年 4 月に行われました木更津市議会議員選挙により選ばれた 24
名の議員で第20 期の市議会が、令和の時代とともにスタートいたしました。
私も改選後の最初の市議会において議員各位のご推挙を賜り、議長の要
職を拝命いたしました。改めてその責任の重さを感じております。
昨年を振り返りますと、元号が平成から令和へと変わる中、市議会では
議員と市民との信頼関係を築く基盤として
「議会基本条例」に続き
「議員政
治倫理条例」を制定いたしました。9 月・10 月には度重なる台風の襲来で、
さまざまなイベントが延期・中止となり、市議会も災害時における議員の
役割や初動体制など、多くの災害復興への課題を残しました。これらの課
題を解決し、ふるさと木更津の復興と、未来に責任を持つまちづくりを目
指し、皆さまとともに歩んでいく所存です。
新春にのぞみ、皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げますとともに、
本年が皆さまにとりまして幸せで実り多い、飛躍の年になりますことを心
より祈念し、新年のごあいさつといたします。

平成31年・令和元年

「海・まち・ひと・未来をつなぐ」
金田地域交流センター「きさてらす」オープン！

金田地域交流センターオープン（4 月）
センターの愛称が
「きさてらす」に決定（10 月）

第21回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会
in木更津 開催

木更津産米
（生産者：石﨑 幸弘さん）が国際総

合部門で金賞を初受賞（12 月）

消防力の充実・強化へ

昨年は、9 月・10 月に大規模な自然災害が発生し本市
に大きな被害をもたらしました。市では、2019 年 12 月
に災害復興支援課を新設し、被災した市民の皆さんの生
活・住宅再建支援に取り組んでいます。
また、4 月に君津地域の水道事業の効率化を図るため、
4市
（木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市）の水道事業
と君津広域水道企業団の水道用水供給事業が統合し
「か
ずさ水道広域連合企業団」として事業を開始しました。
そのような中、2019年の木更津市政十大ニュースを決
定しました。

本市初の陸上競技場
「江川総合運動場陸上競技場」オープン!（7月）

消防本部 新庁舎完成（9月）
25 年ぶりに 40m級はしご付
消防自動車を更新整備（3月）

新しい教育環境の構築

中郷小学校の新校舎完成（1月）
富岡小学校と馬来田小学校、中郷
中学校と清川中学校の統合（3月）
富 来田小学校と富来田中学校を
「（通称）富来田学園」として、小中
一貫教育を開始（4月）

地球温暖化対策推進のため
「世界首長誓約/日本」の誓約書
（4月）
に署名
（県内初）
国際交流が進展

 イジェリア連邦共和国との交流が深まる
ナ
①東京オリンピック・パラリンピックにおける事前
キャンプ誘致決定
（4月）
②ナ イジェリア U ｰ12 サッカーチームとの交流会開
催（8 月）
③ナ イジェリア連邦共和国のホストタウンとして登
録
（8 月）

ベトナム・ダナン市との友好協力関係構築へ
①友好協力関係構築に関する覚書の締結（7月）
②ダナン越日文化交流フェスティバル参加（7月）
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水越 勇雄前市長が
（11月）
第20期議会スタート（5月） 名誉市民に！

開かれた議会を目指して

木更津市議会議員政治倫理

条例施行（5月）

ICT・AIで市の情報をお届け

手の中の市役所 市公式アプリケーション
「らづナビ」リリース！
（2月）
市公式ホームページリニューアル（2月）
あなたのギモンを解決します！ FAQ検索システム&AIチャットボット導入（7月）

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

パークベイプロジェクト

鳥居崎海浜公園整備・管理運営事業の
事業予定者が決定しました
○パークベイプロジェクトとは
市では、 木更津発展のシンボルである
「みなと」を生かして、にぎわいや活力に
満ちた「みなとまち木更津」の再生を目指
しています。木更津港周辺の都市公園など
臨海部の公共用地に、民間の集客施設（カ
フェなど）を誘致し、新たなにぎわいの空
間をつくり出すとともに、 海と公共交通
の玄関口であるJR木更津駅を結ぶメイン
ストリートの「富士見通り」の再整備を併
せて図る取り組みです。

市外局番

0438

都市公園法の公募設置管理制度（Park−PFI）を活用し、鳥居崎海浜公
園の整備などを行う民間事業者を公募したところ、大和リース株式会社
が選定されました。
今後は 2020年度の工事着手に向けて、 具体的な整備内容などの調整
を行っていきます。
産業振興課 ☎（38）6130
（23）0075
1005001

整備後の鳥居崎海浜公園イメージ図（今後の協議で変更となる場合があります）

「災害復興支援課」ができました
令和元年台風15号・19号および 10月25日大雨の災
害による被災者の生活再建支援を推進するため、2019
年12月に組織を新設しました。
○課の新設
総務部 災害復興支援課（支援係）
災害復興支援課（被災者支援について） ☎（38）4876
行政改革推進室（組織の改正について） ☎（23）7410

令和元年台風15号・19号の被害で漏水が発生した人へ

かずさ水道広域連合企業団では、台風15号・19号の被害で給水装置や給
水器具が破損して漏水が発生した人に対し、水道料金の軽減を行っています。
軽減内容や軽減申請の方法など、詳しくはお問合せください。
かずさ水道広域連合企業団（木更津営業所） ☎（23）0741
（25）1624

令和2年度
（25）1351

り災証明書の受け付けは 1月17日（金）までです

○株式会社GFS
富来田地域で複合型介護サービス事業所「馬来田の太陽」を運営し、2019年4
月には「 富来田地域包括支援センター」を開設しました。事業所内には認知症サ
ポーター養成講座を修了している職員が多数在籍しています。また、地元小・中
学校からの職場体験の受け入れや、専門学生・社会福祉士の受け入れを行うなど、
若者などの育成にも力を入れています。さらに、
多様な働き方を推進していて、 半日単位での有
給休暇取得の推進、 高齢者や障がいがある人の
雇用も行っています。事業所内には、職員が自由
に利用することができる 1部屋分の保育スペー
スがあるほか、 育児などを理由とした急な休み
馬来田の太陽
にも対応できる業務体制を整備しています。
○アイデザインファクトリー株式会社
木更津文化推進委員会発行のフリーペーパー「木更津自身」に全面協力してい
ます。地域で活躍する人やお店などを地元の人や県外の人にアピールし、日本地
域情報振興協会主催の日本タウン誌・フリーペーパー大賞2017
では、優秀賞を受賞しています。また、日本最大級のスタンプラ
リーである
「房総いいねスタンプラリー」を主導し、多くの地域
資源を活用した店舗同士のコラボレーションを促進するなど、
地元地域に貢献しています。さらに、 労働環境としてテクノロ
ジーを有効活用することにより、在宅勤務を可能とし育児や介
護をしながらでもフレキシブルに働ける環境を推進しています。
木更津自身
企画課 ☎（23）8049
（23）9338

③3月7日（土）選考会
④支援金交付事業決定
➡

オーガニックなまちづくりを実践している
「オーガニックアクション宣言企業」の取組内容を紹介します。

②1 月7日
（火）
から2月7日
（金）
までに申込書類を持参

➡

「オーガニックアクション宣言企業」の
取り組み紹介⑦

支援の内容 支援対象経費の 3分の 2
		
（上限50万円）
対象となる経費の例
外部講師や外部協力者への謝礼・記念品代
事業周知のための広報作成費
事業用機器のレンタル料
対象とならない経費の例
領収書やレシートがない支払い
団体自体の運営費
飲食費

➡

みんなで持続可能なまちをつくろう！
〜オーガニックなまちづくり〜 ㉔

市では、福祉・環境・教育・文化・スポーツ・青少年育成など、さまざまな
分野で本市をより良くするために行っている市民活動を募集し、活動に要する
費用の一部を支援していますので、ぜひご応募ください。
詳しくは、 市民活動支援課で配布している募集要項をご覧ください。
（市
ホームページからダウンロードもできます）
対象 主に市内で活動している構成員3人以上の会則を持つ団体
対象事業
公益性に優れた自主的・自発的な地域活動
（予定）
自主財源があり自立して将来も続ける事業 支援までの流れ
主に市民を対象とした市内で実施する事業 ①申し込みの事前面談
➡

市では現在、令和元年台風15号・19号、10月25日大雨に係る「り災証明書」
の発行窓口を朝日庁舎に開設中ですが、新規申請の受け付けは 1月17日（金）ま
でとなります。
今後、被災者支援策の詳細をご案内しますが、支援を受けるには「り災証明書」
が必要です。まだ交付を受けていない人は早めに申請をお願いします。
※既にり災証明書の交付を受けている人は改めて申請する必要はありません。な
お、窓口は非常に混み合うことが予想されます。
受付時間 午前9時〜午後4時（土・日曜日、祝日を除く）
受付場所 朝日庁舎 会議室B
持ち物 被災した状況が明確に判断できる写真（被災住家の全景・被災箇所全体・
被災部分など）
・印鑑（認印も可）
・運転免許証など本人確認ができるもの
（25）1351
り災証明書専用電話 ☎（23）8194
災害復興支援課 ☎（38）4876

協働のまちづくり活動支援事業を募集します

⑤4月1日（水）から事業開始

選考委員を一般公募します

3月7日（土）の選考会で事業を採点する委員を募集します。
対象 市内在住・在勤・在学で採点を受ける応募団体の構成員でない 18
歳以上（応募時点）の人
定員 5人（応募多数の場合は男女比・年齢構成・居住地域などを考慮して決定）
申込方法 市民活動支援課で配布している応募申請書類に必要事項を記入の
上、1月7日（火）から 2月7日（金）までに持参（土・日曜日、祝日を除く）。
※応募申請書類は、市ホームページからダウンロードもできます。
市民活動支援課
（朝日庁舎） ☎
（23）8610

（25）3566

1005892

初マラソン応援企画

Road アクアラインマラソン2020
to

ランナー募集

今まで 10 ㎞以上のマラソン大会に参加したこ
とがないけれど、 ちばアクアラインマラソンに
初挑戦したいマラソン初心者を対象に、 市実行
委員会でサポートチームを結成しバックアップ
（トレーニングメニューの考案や実施・栄養士に
よる食事改善メニューの提供など）をします。
実施種目 フルマラソン（ハーフマラソンを選択 Road to アクアラインマラソン
2018ランナーの2人(見事完走！)
することはできません）
募集人数 2人（男女それぞれ 1人ずつ）
申込方法 1月17日（金）までに所定の申込書に必要事項を記入の上、窓口・
郵送（必着）
・Eメールで申し込み。 ※申込書はスポーツ振興課・市民体育館
で配布しています。
（市ホームページからダウンロードもできます）
対象者など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
〒292−8501 朝日3−10−19 朝日庁舎
（25）3991
スポーツ振興課 ☎（23）5328
taiiku@city.kisarazu.lg.jp
1005884
2020（令和2）年 1 月号
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税の申告が始まります～準備はお早めに～
間もなく、 令和元年分の所得税および復興特別
所得税の確定申告、 令和2年度（令和元年分）市・
県民税の申告が始まります。
確定申告は、 自分で 1年間（1月から 12月まで ）
の所得と税額を計算し、 所得税などの過不足を精
算するための手続きです。確定申告をすると市・県
民税の申告もしたことになります。なお、確定申告
が必要ない人や収入がない人でも、 国民健康保険
税の算定などに所得額が必要となるため、 原則と
して市・県民税の申告が必要です。
早めに準備をして申告しましょう。
※例年、 申告期間が始まった直後と期限間近は会
場が大変混み合います。
木更津税務署 ☎（23）6161
市民税課 ☎（23）8571～8574

税務署が行う受け付け

2月 17日
（月）～3月16日
（月） ※土・日曜日、振休
2月17日
（月）
～3月16日
（月）※土・日曜日を除く
期 間
を除く（2月27日（木）から 3月6日（金）までは、公民
（2月24日
（振休）
・3月1日
（日）
は受け付けを行います）
館で出張受け付けを行うため、市・県民税の申告のみ）
時 間 午前8時30分～午後4時※提出は午後5時まで

午前9時～午後4時

場 所 市民会館 中ホール

朝日庁舎 会議室A1・A2

内 容

所得税および復興特別所得税の確定申告
個人消費税および地方消費税の確定申告
贈与税の申告

申告に
必要な
もの

収入や経費が分かる書類
（源泉徴収票・収支内訳書など）
控除額が分かる書類（2019年中に支払った社会保険料の領収書・生命保険や地震保険などの掛け金の
控除証明書・医療費控除の明細書など）
申告書
（市役所や税務署から郵送された人）※会場にも用意してあります。
昨年の申告書の控え
（昨年申告している人）
本人確認書類
振込先が分かるもの
（所得税の還付を受ける人）
マイナンバーが分かるもの
印鑑

（25）3566

災害などに関する申告相談会

台風などにより被害を受けた個人を対象として災害など
に関する申告書作成のための相談会を開催します。
日時 1月22日(水)午前9時30分～正午、午後1時～4時
場所 市民会館 中ホール
持ち物 申告書作成に必要な利用者識別番号・暗証番号が
分かるもの、所得金額・所得控除などが分かるもの、振込
先が分かるもの、印鑑、被害を受けた資産の取得時期・取
得価額・持分・取壊し費用・除去費用などが分かるもの、
被害を受けたことにより受け取る保険金などの金額が分か
るもの、り災証明書（証明書がなくても相談はできます）
※雑損控除などは、被害を受けた人全てが適用できる制度
ではありませんのでご了承ください。
木更津税務署 ☎（23）6161

事業者の皆さんへのお知らせ
○2019年分給与支払報告書の提出は 1月31日（金）までです
2019年中に支払った給与などについては、金額の多少に関わらず全ての従業員（パート・ア
ルバイト・専従者・中途退職者などを含む）の給与支払報告書を市へ提出してください。
※インターネットで「eLTAX（エルタックス）」を利用して提出することもできます。
エルタックス
検索

○個人住民税の特別徴収（給与天引き）にご協力ください
千葉県および県内全市区町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。一定の理由に
より普通徴収とする場合には、給与支払報告書を提出する際に市民税課で配布している「普通
徴収切替理由書」の添付が必要です。
市民税課（朝日庁舎） ☎（23）8571
（25）3566
1001080

「フェア ト レード 」と は、
発展途上国で作られた作物
や製品を、労働対価に見合っ
た適正な価格で取引する貿
易の仕組みのことです。
クッキ ン グ カ フェで は、
フェア ト レード 商 品 や オー
ガニック食材などを用いた
調理実習を行います。
エスディージーズ
午後はワークショップを通じて、SDGs（次世代にみんなが生き生きと暮ら
せる明るい社会を残すために、2030年までに全世界で取り組むべき 17 の目
標）やフェアトレードについて学びます。
日時 1月25日（土）午前10時～午後3時
場所 君津市生涯学習交流センター 3階調理室（君津市久保2－13－2）
定員 22人（先着順） 参加費 500円（当日会場で支払い）
申込方法 1月20日（月）までに氏名・電話番号を電話またはＥメールで申し込み。
君津市消費生活センター ☎0439（56）1529
0439（56）1629
jichi@city.kimitsu.lg.jp

木更津市地域自立支援協議会 こども部会主催

特別講演会
「だいすき」
を伝えよう
～親と子の絆を深める
「愛着」プチ講座～

親と子の絆について、 事例を紹介しながらわかりやすく
お話をします。また、講演後にはグループに分かれて育児の
悩みについて話し合います。
日時 1月24日（金）午前10時～
（受付：午前9時30分〜）
場所 市民総合福祉会館 ３階第３研修室
講師 君津特別支援学校 神子 佳津子先生
定員 50人（先着順） 参加費 無料
申込方法 住所・氏名（フリガナ）
・電話番号をファクスまたはEメールで
申し込み。
障がい福祉課 ☎（23）8497
（25）1213
shoufuku@city.kisarazu.lg.jp
2020（令和2）年 1 月号

市・県民税の申告
所得税および復興特別所得税の確定申告
※一部受け付けできない所得などがあります。

※2月17日（月）から 3月16日（月）までは、木更津税務署庁舎に申告書作成会場はありません。
（申
告書の提出は受け付けています）また、混雑状況によっては受け付けを早めに締め切ることがあ
ります。
申告について詳しくは、広報きさらづ 2月号でお知らせします。

フェアトレード・クッキングカフェ

5

市が行う受け付け

消費者カレッジ

金融庁レポートによる老後必要資金2,000万円
報道を踏まえて、 生活に役立つ情報を専門家が分
かりやすく説明します。確定申告を行う前に、お金
について改めて学んでみましょう。
期日・内容 ①2月3日（月） やさしい金融入門
		
②2月10日（月） 老後の生活資金
		
③2月17日（月） 終活と相続、節税
時間 いずれも午後1時30分～3時30分
場所 市民総合福祉会館 ２階第１・２研修室
対象 原則3回とも出席できる市内在住・在勤・在学の人
定員 30人（先着順） 参加費 無料
申込方法 氏名・電話番号を電話・ファクス・Ｅメールまたは窓口で申し込み。

未来につながるまちづくりシンポジウム
～ひとつなぎで悪質商法を撃退！～

高齢者や若者の消費者被害を予防し、情報の発信や共有ができる
見守りネットワーク確立に向けたシンポジウムを開催します。誰一
人取り残さない、思いやりのある社会を実現するためには皆さんの
力が必要です。多くの参加をお待ちしています。
（申し込み不要）
日時 1月11日（土）午後1時30分～4時
場所 市民総合福祉会館 １階市民ホール
対象 地域の見守り活動に関心のある人
定員 100人 参加費 無料
☆冊子「くらしの豆知識」と啓発グッズをプレゼント！
市民活動支援課（朝日庁舎） ☎（23）8701
（25）3566
seikatsu@city.kisarazu.lg.jp

木更津市プレミアム付商品券の引換券交付申請期
限を延長しました

住民税が非課税の人（課税者に扶養されている人、課税者と生計を一にしている
人、生活保護などを受けている人を除く）の、購入引換券の交付申請期限を 1月31
日（金）まで延長しています。
商品券の購入を希望する人は、期限までに申請書の提出をお願いします。
※商品券購入窓口の「君津信用組合 中央支店」が中央2－6－5 から潮見3－3 に移
転しましたのでご注意ください。
木更津市プレミアム付商品券事務局（（株）JTB 千葉支店内）
1005899
☎043（201）6328

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。
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夢まるふぁんど委員会から
防犯パトロールカーが寄贈されました

2020年の成人式を次のとおり開
催します。対象者に案内状などの送
付はしませんので、直接会場へお越
しください。
期日 1月12日（日）
場所 かずさアカデミアホール
（かずさ鎌足2−3−9）
時間 午前10時〜11時30分
（開場：午前9時20分）
対象区域

木更津市公民館実践交流集会実行委員会および木更津市立公民館連絡会では、
公民館や地域の活動を取り上げて学び合い、今後の公民館活動やまちづくりをさ
らに充実・発展させていくために、実践交流集会を開催しています。
今回は「防災」をテーマに、地域の災害対策や公民館の関わり、災害時における
地域と公民館の役割などについて学びます。
（手話通訳・保育あり）
日時 2月11日（祝）午後0時30分〜4時45分
場所 中央公民館（スパークルシティ木更津 6階）
※車でお越しの場合は、旧中央公民館駐車場をご利用ください。
（JR木更津駅前
西口駐車場を利用する場合は、駐車料金が発生します）
第1部：全体会
（オープニングセレモニー、実践発表
（まちづくり協議会・社
内容
会福祉協議会・地区防災連絡協議会・災害ボランティア
「愛・知・人」
）
）
第2部：展示発表（市公式アプリ「らづナビ」の紹介、危機管理課・各公民館
などによる展示）
第3部：分散会（全体会での発表事項に関する意見交換・質疑応答）
第4部：全体のまとめ
対象 市内在住・在勤・在学の人 定員 100人程度 参加費 無料
申込方法 公民館で配布している申込用紙に必要事項を記入の上、1月4日（土）
から 31日（金）までに電話・ファクスまたは最寄りの公民館で申し込み。
中央公民館 ☎（25）4581
（25）4582

奨学生を募集します！

高等学校・高等専門学校・大学に入学または在学中で、経済的理由により修学
が困難な人に、入学資金の支給や無利息で奨学資金の貸し付けをする制度があり
ます。
（本制度は予算の範囲内で実施します）
○入学資金（支給額）
高等学校・高等専門学校：2万5千円以内
大学：5万円以内
○奨学資金（1 カ月の貸付額）
高等学校・高等専門学校の 1〜3年生：1万円以内
高等専門学校の 4・5年生と大学生
国公立：4万円以内 私立：5万円以内
本市に住所を有し、引き続き 1年以上住んでいる人またはその子弟
資格
		
学業の成績が優れ、健康で性行が正しい人
※入学資金の支給は、ほかの資金の支給を受けていない人が対象です。
申込方法 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて 2月3日（月）から 3
月13日（金）までに持参（土・日曜日、祝日、振休を除く）。
※募集要項と申請書は、教育総務課・各公民館および金田地域交流センターで配
布しています。また、市ホームページからダウンロードもできます。
教育総務課（朝日庁舎） ☎（23）5243
（25）3991
1001247

土〜月曜日・祝日 9：00〜17：00

■自宅のパソコンやスマートフォンからも本の予約などができます
事前にカウンターでパスワードを登録すると、
パソコン・スマートフォンなどからも本の予約や
借りている本の貸出期間の延長ができます。
1003100


■今月の休館日

1月7日
（火）
・14日
（火）
・21日
（火）
・28日
（火）
・31日
（金）
※年始：1月3日
（金）
まで

■今月のおはなし会

参加費は無料で、予約も不要です。

16日
（木）①10：30
30日
（木）②11：00

対象
0歳
〜

時間

2歳児

期日

毎週
木曜日

■児童文学講座「物語をつむぐ」

時間

対象

15：30 3歳〜5歳児
15：50

小学生

日時 1月24日
（金）午後2時〜3時30分 場所 図書館 会議室
講師 柏葉 幸子さん
（児童文学作家） 定員 80人
申込方法 窓口または電話で申し込み。

時間 午後2時〜3時30分
（開場：午後1時20分）
対象区域

出身校
実行委員（敬称略）
木更津第一中学校
東條 拳斗
岩根中学校
山口 桂吾
金田中学校
鈴木 啓人
富来田中学校
山垣 玲羅
畑沢中学校
稲毛 太一
岩根西中学校
菊地 眞樹
波岡中学校
髙田 櫻
志学館中等部
松園 京香

※原則として、出身中学校区域の組に参加してください。また、転入した人など
は、居住地の中学校区域の組に参加してください。
対象 平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人（転入・転出し
た人も参加できます）
生涯学習課 ☎（23）5278
（25）3991
1004248

スマホ 教室

スマートフォンの使い方を学びたいと考えている人を対象に開催します。初歩
の初歩から教えますので、お気軽にお申し込みください。
（スマートフォンをお持
ちでない人には、当日貸し出します）
場所・日時 金田地域交流センター：1月21日（火）午後2時30分〜4時
東清公民館：1月23日（木）午後2時30分〜4時
定員 20人（各回先着順）
講師 市内携帯ショップ（ドコモショップ木更津店）※予定
申込方法 1月6日（月）から各実施日までに電話で申し込み。
産業振興課 ☎（23）8460
（23）0075

図書館
スタッフの

み

郷土文化伝承体験講座
「西上総の味噌作り教室」
そ

木更津を中心とする西上総の伝統的な味噌作りを体験し、味噌作りの過
程でできる大豆の煮汁である「トウゾ」を味わってみませんか？
日時 1月25日（土）午後1時30分〜3時30分（受付：午後1時〜）
場所 旧安西家住宅（太田山公園内）
定員 20人（先着順で市内在住・在勤・在学の人を優先）
受講料 700円（材料費など）
申込方法 1月7日（火）から 19日（日）までに電話で申し込み。

☆館内工事のため、2021年3月31日（水）まで休館しています。
※旧安西家住宅は、上記期間中も通常どおり開館しています（月曜日休館
※月曜日が祝日の場合はその翌日休館）。年始は 1月7日（火）から開館
郷土博物館金のすず 太田2−16−2（太田山公園内）
☎（23）0011
（23）2230

気 になる本

          

〒292−0804 文京2−6−51
☎（22）3190
（22）7509

■開館時間 水〜金曜日 9：00〜19：00

期日

第2組

出身校
実行委員（敬称略）
木更津第二中学校
山﨑 百合香
木更津第三中学校
氏家 啓輔
鎌足中学校
進藤 克海
太田中学校
河北 柊
清川中学校
石井 慶喜
旧中郷中学校
吉川 一希
暁星国際中学校
奥田 未希

「防災と地域コミュニティを考える」

赤ちゃんといっしょのおはなし会 おはなし会

昨年の新成人

第1組

木更津市公民館実践交流集会

図書館だより

成人式

2020年（令和2年）

夢まるふぁんど委員会では、県内各地域
の防犯活動支援を目的に
「ちばふるさと振
興サポート事業」として防犯パトロール
カーの寄贈を行っており、本年度は本市を
含めた5市町に車両を寄贈いただきました。
寄贈された車両は、 ことしの 4月から
請西南地区に設置予定の防犯ボックスに
配備され、市内の防犯パトロールに活用
されます。
市民活動支援課 ☎（23）7492
（25）3566

0438

第13回

れきおんミニコンサート

〜睦月クラシックショウ〜
『なまえのないねこ』竹下 文子/文 町田 尚子/絵
小峰書店

絵 本 の 表 紙 に は、 じっと す
わってこちらを見ているキジト
ラのねこが描かれています。ね
こは商店街で暮らしている一匹
の野良猫です。
くつやさんのねこは
「レオ」
、
ほんやさんのねこは
「げんた」
、
八百屋さんのねこは
「チビ」
、街
のねこはみんな名前をもってい
るのに、そのねこには名前がありませんでした。
ねこは、自分に合う名前を探して街を歩きますが、な
かなか自分の好きな名前が見つかりません…。
そして最後にねこは、自分が本当に探していたものに
気づくのでした。きれいなメロン色をした目が印象的な
ねこの絵本です。ぜひ親子でお楽しみください。

「れきおん（歴史的音源）」と
は、 明 治3 3年 初 頭 か ら 昭 和
25年ごろまでに、国内で製造
されたSP盤・ 金属原盤など
に収録された音楽などの音源のことです。
今回は国立国会図書館に所蔵されている
歴史的音源からクラシック曲の鑑賞会を開
催します。
日時 1月18日（土）午前11時〜11時45分
場所 図書館 2階小会議室
プログラム 「ウィリアム・テル序曲」
・
「ユ
モレスク」
・
「トルコ行進曲」
・
「アヴェ・マリ
ア」
・
「天国と地獄」
・
「別れの曲」
参加費 無料
※申し込み不要
（直接会場へお越しください）
。
図書館 ☎（22）3190
（22）7509
2020（令和2）年 1 月号
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市外局番
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市ホームページの
「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。
詳しくは、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

きさらづ

掲示板

講演・講座・教室
■こどもの森 1月の予定
○プレママ講座
（対象者に個人通知）
日時 8日
（水）
・15日
（水）
・29日
（水）
		
午前10時〜11時30分
○ママ広場
（対象者に個人通知）
日時 27日（月）午前10時〜11時30分
○赤ちゃん広場
（予約不要）
・15日（水）
・22日（水）
・
日時 8日（水）
29日（水）
		
午前9時〜11時30分
○こども相談
（要予約）
期日	9日
（木）
・14日
（火）
・23日
（木）
・
28日
（火）
定員 1日8組まで
※1組当たり 1時間程度
子育て世代包括支援センター
「きさらづネウボラ」
（子育て支援課内）

☎
（23）7244
（25）1350
1001477

■高齢者福祉課が主催する講座
●認知症サポーター養成講座
認知症を正しく理解し、 認知症
の人やその家族を見守り、 支援す
る「認知症サポーター」になるため
の基礎を学びます。
日時 1月15日
（水）
		
午前10時〜11時30分
場所 市民総合福祉会館
		
2階第1・2研修室
対象 市内在住・在勤・在学の人
定員 40人（先着順） 参加費 無料
申込方法 1月10日
（金）
までに住所・
氏名・電話番号・年齢を電話で申し
込み。
●認知症サポーターフォローアップ講座
認知症の人の支援の手助けとなる
制度を理解し、認知症になったお隣
さんをどう支えるか、グループで話
し合いをします。
日時 1月23日
（木）
		
午前10時〜正午
場所 市民総合福祉会館
		
2階第1・2研修室
対象 認知症サポーター養成講座修了者
定員 30人程度 参加費 無料
申込方法 1月17日
（金）
までに住所・
氏名・電話番号・年齢を電話または
ファクスで申し込み。
高齢者福祉課
（25）1213

☎
（23）2630
■第3回家族介護教室
リハビリの専門家である理学療法
士がリハビリの観点から、自分や相
手の健康状態を知るコツを教えます。
日時 1月25日
（土）
		
午前10時〜正午
場所 SHIODAデ イ サ ー ビ ス セ ン
ター リハステ
（金田東1−19−1）
対象 市内在住で家族などの介護を
している人
定員 25人 参加費 無料
申込方法 1月20日
（月）
までに電話
またはファクスで申し込み。
※可能な限り内履きをご持参ください。
SHIODAデ イ サ ー ビ ス セ ン
ター リハステ
（97）7036

☎
（97）7035

7

2020（令和2）年 1 月号

募集
■診療報酬明細書
（レセプト）
点検員
勤務日数 月10日〜20日程度
対象 医療機関で勤務経験がある医療
事務などの有資格者またはレセプト点
検経験者（パソコン操作ができる人）
※臨時職員の募集になります。
保険年金課
（22）4631

☎
（23）7016
■高齢者配食サービス事業受託事業者
市では、要介護または要支援認定
を受けた高齢者が自立した健康的な
生活を営むことができるよう、栄養
バランスの取れた昼食の提供および
安否確認を行う配食サービス事業を
実施しており、本事業を受託する事
業者を募集しています。
募集期間 1月6日
（月）
〜31日
（金）
高齢者福祉課
（25）1213

☎
（23）2695
1005932

■シルバー人材センター会員
シルバー人材センターでは、ただいま
会員を募集しています。特に、植木剪定、
塗装、障子・襖張りの経験がある人や新
しく技術を身に付けたい人は大歓迎です。
対象 原則市内在住で 60歳以上の
健康で働く意欲のある人
シルバー人材センター

☎
（25）2433
シルバー人材センター 木更津
検索


イベント・催し
■かずさアカデミアホールでの催し物
●第25回きさポンといっしょ
すくすくコンサート
（要予約）
日時 1月26日
（日）
午後2時〜3時15分
場所 201A会議室
入場料 500円
※中学生以下は入場無料です。
かずさアカデミアホール

☎
（20）5555
●きみつ農業いきいき交流会2020
〜農業と地域の未来を描こう〜
日時 1月21日
（火）
午後1時〜3時40分
場所 202会議室
内容
講 演①
「生産と観光を融合した新
たな農業への挑戦」
講 演②
「集落で人・ 農地プランの
作成を進めよう」

1月の各種相談
相談名

人権・行政合同相談 ※要予約
法律相談 ※要予約
交通事故巡回相談

※希望する日の 2日前までに要予約
（土・日曜日、祝日を除く）
消費生活相談（架空請求・悪質商法・
契約トラブル・製品事故など）

講演の他、地元農産物・加工品の
試食・販売や農業関連情報の紹介な
どを行います。
君津農業事務所
☎
（25）0107
■KIFAニューイヤーパーティー2020
外国の文化に触れてみませんか？
各国料理ブースや大人も子どもも楽
しめるイベントなど、さまざまな催
し物が行われます。
日時 1月25日
（土）
午前11時〜午後2時
場所 市民会館 中ホール
参加費
●中学生以上 前売：1,000円
当日：1,200円
●小学生 前売・当日：500円
※未就学児は無料です。
木更津市国際交流協会
（KIFA）
（企画課内）

☎
（25）0282
KIFA 木更津
検索

■空の音楽祭
（観覧無料）
航空中央音楽隊による吹奏楽コン
サートを開催します。
日時 3月8日
（日）
午後2時30分〜4
時30分
（開場：午後1時30分）
場所 袖ケ浦市民会館
（袖ケ浦市坂
戸市場1566）
申込方法 1月24日
（金）
までに住所・
氏名・年齢を往復はがきに記入の上、
郵送
（1枚で 2人まで）
〒292−0061 岩根1−4−1
航空自衛隊木更津分屯基地 空の音楽
祭係
（総務課内）

☎
（41）1111
（内線301・302）
木更津基地
空の音楽祭
検索


お知らせ
■マイナンバーカードの休日受け付
け
（申請・交付・受付）
日時 1月26日（日）午前9時〜午後4時
場所 市民課窓口
市民課
（朝日庁舎）
（22）4631

☎
（23）7253
■クリーンセンターからのお知らせ
●年始のごみ収集は 1月4日
（土）か
らです
●1月13日
（月）は祝日のため、 ク
リーンセンターでのごみの受け入れ
は行いません
●リチウムイオン電池によるごみ収
集車などの火災事故が発生しています
モバイルバッテリーなどに使用される
リチウムイオン電池（電池本体にLi−ion

事業・創業に関する相談
※要予約

働くことに関する相談 ※要予約
（15歳〜39歳の人と保護者・家族）
心配ごと相談
法律相談 ※要予約
結婚相談

成年後見に関する相談

■下水道事業受益者の申告書を送付
しました
受益者負担金の賦課は
「下水道事
業受益者申告書」を元に行います。
市から令和2年度に供用開始とな
る下記区域の土地所有者に申告書を
送付しましたので、必要事項を記入
の上、提出してください。この申告
書をもとに負担金額を決定します。
令和2年度の供用開始予定区域
江川、貝渕1丁目・2丁目、祇園
3 丁目、 清見台東 2丁目 ※それぞ
れの地区の一部
下水道事業受益者負担制度とは
下水道は誰でも利用できる道路・公
園などとは違い利益を受ける人が限ら
れます。税金だけで整備をすると利益
を受ける人とそうでない人との間で不
公平が生じてしまうため、下水道の整
備によって利益を受ける人が、建設費
の一部を負担する制度です。
下水道推進課
（36）2742

☎
（36）2700
■動物愛護事業のご案内
千葉県動物愛護センターでは、動物
愛護の普及・啓発を図るためのさまざ
まな事業を行っています。
1月から3月にかけて「成犬・ 成猫の
一般譲渡会」
・
「飼い主さがしの会」
・
「犬
のしつけ方教室」を開催しますので、興
味がある人は千葉県ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください。
千葉県動物愛護センター
☎0476
（93）5711

千葉 動物愛護
検索


相談
■税の無料相談
（要予約）
日時 1月8日
（水）
午前10時〜正午、午後1時〜3時
		
場所 木更津商工会館
内容 記帳・決算・税務に関する相談
※申告書類の作成や作成済みの申告
書のチェックなどは行いません。
千葉県税理士会木更津支部税
務支援センター
☎
（37）9000

期日
問い合わせ先
月曜日 ※祝日を除く
市民活動支援課
（朝日庁舎）
☎
（23）
7491
9日（木）
・14日（火）
・23日（木） 
8日
（水）
・15日
（水）

市民活動支援課
（朝日庁舎）

☎
（23）
7492

消費生活センター
（朝日庁舎）

☎
（20）
2234
子育て支援課
（朝日庁舎）

☎
（23）
7249
まなび支援センターニコッとゴー
5000

☎
（25）
中核地域生活支援センター
毎日
｢君津ふくしネット｣
※電話相談は 24時間可
☎0439（27）1482 または 1483
産業・創業支援センター
月〜金曜日
※ 1日〜3日・祝日を除く 「らづ ｰ Biz」
 ☎
（53）
7100
ちば南部地域若者サポート
火〜土曜日
※1日〜4日を除く
（23）
3711
ステーション ☎
9日
（木）
・16日
（木）
・30日
（木）
木更津市社会福祉協議会
20 日
（月）
・22 日
（水）

☎
（25）
2089
火曜日 ※14日を除く
きさらづ成年後見支援センター
28日
（火）
（木更津市社会福祉協議会内）

☎
（22）
6226

月〜金曜日
※ 1日〜3日・祝日を除く
月〜金曜日
家庭相談（児童・母子・DVなど）
※ 1日〜3日・祝日を除く
月〜金曜日
青少年・子育て相談
（子育て・しつけ・不登校・友人関係など） ※ 1日〜3日・祝日を除く

福祉に関する相談 ※要予約
（子育て・介護・障がいなど）

と標記があるもの）
が原因と思われる、ご
み収集車やクリーンセンター内での爆発・
火災事故が発生しています。リチウムイ
オン電池はクリーンセンターでは処理で
きません。販売店などに設置されている
回収ボックスに出すようお願いします。
まち美化推進課
（36）5374

☎
（36）1133

今 月 の納税
税金は私たちの暮らしを支え
ています。必ず納期内に納め
ましょう。納税は口座振替や
コンビニ納付が便利です。

市・県民税（普通徴収）第4期
国民健康保険税 第7期
納期限

1月31日

休 日 の納税
毎月第2・第4日曜日に市税の
納付と納税相談の窓口を開設
しています。ぜひご利用くだ
さい。

1月12日（日）
・26日（日）
午前8時30分〜午後5時

取扱税目 市・県民税、固
定資産税・都市計画税、軽
自動車税、国民健康保険税
収税対策室
☎（23）8036
（25）3566

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

市外局番

0438

申告に必要な後期高齢者医療保険料納付確認書を発行します
2019年中に支払った後期高齢者医療保険料の納付確認は、領収印のある納付
書または通帳（口座振替の場合）で行うことができます。領収書などを紛失した場
合は、納付確認書を発行しますので申請してください。

保険年金課

持 ち 物

本人または同居の親族が申請する場合：運転免許証など、窓口に来る人の本人

〒292−8501 朝日3−10−19 朝日庁舎
（22）4631
☎（23）7014
honen@city.kisarazu.lg.jp

確認ができるもの
別居の人が申請する場合：本人からの委任状と窓口に来る人の本人確認ができるもの
後期高齢者医療係

本市の国民健康保険特定健康診査の受診率をお知らせします
市では国民健康保険加入者の健康を維持するため、保健事業の実施計画の中で目
標受診率を定め、2023年度までに 60％の受診率を達成できるよう目指しています。

☎（23）7024

20歳がスタート「国民年金」
国民年金は、
20歳から 60歳までの全ての人が加入し、老後の生活や不慮の事故・

2018年度の受診率は 45.3%で、
2017年度の 45.5%より 0.2 ポイント減少しました。 病気など、いざというときの生活を働いている世代みんなで支え合う制度です。
体の変化や異常に早く気付
き、生活習慣病の発症・重症

○加入について

本市の特定健康診査受診率の推移

46.0%

45.5%

化を防ぐことができるよう、

45.1%

45.0%

44.7%

毎 年40 歳 か ら 74 歳 ま で の 人
を対象に特定健康診査を実施

45.3%

20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知ら
せします（厚生年金または共済年金加入者は除く）。加入後には年金手帳が届きま
すので、60 歳まで大切に保管してください。
○保険料・納付方法

44.0%

2019年度の保険料は月額16,410円です。日本年金機構から納付書が送付され

しています。
今年度は終了しましたが、来

ますので、お近くの金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。口座

43.0%
42.5%

年度も6月から実施する予定で
すので、ぜひ受診してください。

42.0%

振替やクレジットカードでの支払いを希望、または付加保険料の納付申出や前納

2014

2015

2016

2017

2018

健診結果を提出して健康相談を利用しましょう！

を希望する場合は、木更津年金事務所 ☎
（23）7616 で手続きをお願いします。
また、所得が一定の基準より少ない・学生であるなど、保険料の納付が難し

市では、国民健康保険特定健康診査の対象者で、今年度受診せず、代わりに職場
やかかりつけ医などで健康診断を受けた人に健診結果の提出をお願いしています。
提出された健診結果は、特定健康診査の結果と同様に、皆さんの健康維持・増進に
活用させていただき、保健指導が必要な人には後日
「健康相談のご案内」を送付します。

い場合には、保険料の免除または納付が猶予される制度がありますのでご相談
ください。
○年金制度について
年金は右表のよう
年金係

受けることができます
（要申し込み）
。ぜひ、健診結果の提出にご協力をお願いします。

☎（23）7059

国保給付係

届出先
納付方法

☎
（23）7062

ますます便利に！
アクアコイン情報

アクアコインアプリと口座の連携機能

バンク機能を申し込むと、アプリへの
チャージ上限額が 200万円となり、割り
勘時などに便利な「個人間送金」も可能と
なります。
また、アクアコイン加盟店のさらなる増
加に向けて、加盟店における換金・送金手

「バンク機能」が 1月下旬から

スタート!

数 料 が 9月 ま で 無 料 と な るキャンペーンも
行っています。ぜひご加盟ください。
産業振興課 ☎（23）8460
（23）0075
君津信用組合 地域通貨課 ☎（20）1122

市公式アプリ「らづナビ」配信中！

■きさらづ安心・安全メール

■情報番組

●配信メールのバックナンバー
過去に配信したメールが確認できます。

1001134

●毎月1日にテストメールを配信しています
登録している人は、テストメールが届くかご確認ください。

「らづナビ」
アイコン

●かずさエフエム（FM83.4MHz）
「情報ばなな」「おっぺせ木更津 ！ 」

新聞を未購読の人には、ポスティングにより無料で配送しています。
情報政策課 ☎
（23）7460
（23）9338

視覚障がい者用広報きさらづ音訳CDの貸し出し

国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象とする、国の最
も重要な統計調査で、開始100年を
迎えます。国内の人口や世帯の実態
を明らかにするため、統計法に基づ
いて、5年に 1度実施されます。
令和最初の国勢調査へのご理解と
ご協力をお願いします。
企画課 ☎（23）7428
（23）9338

いずれか1つ

茶屋のモンド「モンドの親子丼」＆
 中華そばモンド「特製中華そば醤油」

名
さま

応募方法

「モンド」

今回のプレゼント提供店

「茶屋のモンド」
・

「中華そばモンド」

皆さんの声をお寄せください！
24時間受付中！
1001467
メールボックス  
ミミちゃんFAX（25）3566

住所 高柳2－3－16
☎（55）9973（茶屋のモンド）
☎（71）9232（中華そばモンド）

巌根駅

235

270

1月15日
（水）までに ①住所 ②氏名 ③年
代 ④電話番号 ⑤今月号で一番興味を持った
ページ⑥広報きさらづの入手方法
（ A 新聞折
り込み B ポスティング C 市の施設 D 商業施
設 E インターネット・ スマートフォンアプ
リ F その他 から選択）⑦広報きさらづに関
する意見・感想を記入の上、郵送
（必着）
また
は 市ホームページの 申 し 込 みフォームで 申
し込み。
（1人1口のみ応募可）
当選者の発表は、プレゼント引換券の発
送をもって代えさせていただきます。引換券
をお店に持参し、プレゼントと交換してく
ださい。
（賞品の発送はしません）
※応募に係る個人情報は、引換券の発送以
外には使用しません。

〒292−8501

富士見1−2−1
駅前庁舎 情報政策課
☎（23）7460
（23）9338
1005943
申し込みはこちらから

ニ イ サ ン ク ッ シ ナ イ

☎（23）9471

5

各

『モンドの親子丼』は
「茶屋のモンド」で人気のローストビーフと
「茶屋のモンド」の息子
さんが経営する
「中華そばモンド」特製の豚＆鶏チャーシューを使用した新作親子コラボ
メニュー。
『特製中華そば醤油』は
「中華そばモンド」の 1番人気のラーメンです。
（プレゼン
ト品は選べません）

障がい福祉課・図書館の窓口で貸し出しています。また、郵送での貸し出しも受
け付けています（要申し込み）。
情報政策課（郵送貸し出し） ☎（23）7460
（23）9338
障がい福祉課（窓口貸し出し） ☎（23）8513
（25）1213

■火災情報テレホンサービス

負担なし

令和2年10月1日現在で国勢調査を実施します

●ベイエフエム（FM78.0MHz）
「Aqualine Stories」
※放送日時などは、市ホームページをご
覧ください。
1002029

広報きさらづをポストにお届け！

オスプレイの暫定配備要請や定期機体整
備に関するお問い合わせ
企画課 ☎（23）7425
（23）9338

本人が納付
給料から徴収
納付書・口座振替など

父《カフェ＆バー》と息子《ラーメン店》味の競演

●ジェイコム千葉 木更津局（11ch）
「オーガニックシティきさらづ」

登録は｢@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へ空メールを送信してください。

本人が市役所
または年金事務所へ

読者プレゼント

木更津市の情報取得はこちらから！

防災情報やごみ出し前日のプッシュ通知、休日当番
医情報など、役立つ情報が盛りだくさんのアプリです！
情報政策課
アプリのインストールは
こちらから
☎
（23）8074
（23）9338

３号被保険者
2号被保険者
に扶養されて
いる配偶者
配 偶 者の勤 務
勤務先（事業主）
先 経 由で年 金
が年金事務所へ
事務所へ

自営業者、農業従事者、会社員
職業など
学生、フリーターなど 公務員など

健診結果は、
保険年金課へ持参または写しを郵送してください。窓口に持参した人は、 に区分されます。
その場で保健師による健診結果の説明や生活改善に向けた取り組みについての相談を

厚生年金
国民年金
（基礎年金）
1 号被保険者
２号被保険者

年金の
種 類

防災行政無線で放送した火災情報などを聞くことができます。

2020（令和2）年 1 月号

8

市外局番
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市ホームページの
「ページ番号検索」
に番号を入力して検索してください。
予防接種や健
予防接種や健
（検）診などの情報は、ホームページからでも見ることができます。
（検）
診などの情報は、市ホームページでもご覧になれます。

健康

教室・相談

1003768

今年度の若年期健康診査を受診し、まだ健診結果

対象
（内容）
平成31年3月・4月生ま
1月21日
（火） れのお子さんと保護者
じょうずに
10：00〜正午 （口や消化力の発達に合
モグモグ教室
受付9：45〜 わせた離乳食 ・ 歯の話
（先着20組）

10：00 および離乳食の試食に
よる口の発達チェック）

を受け取っていない人は、1月31日（金）までに健康

教室名

毎月19日は食育の日

健康推進課

〒 292 − 8501
朝日 3 − 10 − 19
☎（23）1300
（25）1350
kensui@city.kisarazu.lg.jp

朝日庁舎

場

日時

風しん抗体検査・予防接種無料クーポン
今年度から 2021年度までの 3年間にわたり、昭

な抗体がない人には予防接種を実施しています。
昭和47年4月2日から昭和54年

健康相談 ※1人30分程度

母子健康手帳・筆記用具・離乳食用スプー

日

時

1月30日（木）午前9時〜11時

場

所

健康推進課（朝日庁舎）

内

容

保健師・歯科衛生士・栄養士によるメタ

申込方法

日時

日時 1月20日(月)

対象
（内容）

お子さんと保護者
（金）（保健師 ・ 歯科衛生
にこにこ健康相談 1月24日
※予約不要
9：00〜11：00 士・栄養士による健
康相談）

4月1日までに生まれた人（2019年5月に無 料クー

場

ポン券を送付済み）

持 ち 物

午前10時～11時15分、午後1時～3時30分
場所 朝日庁舎 別棟健診室
※献血会場で同時に行います。
皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

朝日庁舎 別棟健診室

所

母子健康手帳

感染症に注意しましょう

1003769

1月に入り、 さらに寒さが強まり空気が乾燥して

成人

※ 昭 和37年4月2日から 昭 和47年4月1日までに

電話またはＥメールで申し込み。

骨髄ドナーの登録会

※下痢などで体調不良の場合はお断りすることがあります。
相談名

1004253

ボ改善、禁煙、食事、歯の健康などの相談

電話またはファクスで申し込み。

申込方法

今年度の検査・接種期間 3月31日（火）まで

くると、インフルエンザやノロウイルスなどの感染

生まれた人のうち、今年度の検査・接種を希望する

検診について詳しくは、 広報きさらづ 2019年4

症が流行します。感染症にかからないために、こまめ

人や、転入前の市区町村でクーポンを利用せず本市

月 号に 折り 込みの「2019年 度がん 検 診のお 知らせ

な手洗い ・うがいなどの体調管理と体づくりを心掛

に転入した人にもクーポン券を発行しますので、ご
希望の際はお問い合わせください。

1004277

健康診査
健診名

日時

1004208

期

間

3月31日（火）まで

対象

場

所

協力医療機関

内

容

問診・視診・子宮頸部の細胞診（必要に

1歳
1月15日
（水）
・16日
（木）
・
6 カ月児 17日
（金）
健康診査 受付12：40〜13：10

平成30年6月
生まれ
※2歳未満まで

1 月 7 日（火）
・9 日（木）
・
3歳児
10 日（金）
健康診査
受付12：40〜13：10

平成28年7月
生まれ
※4歳未満まで

象

西清川
鎌足
桜井
富岡
波岡
岩根西
文京
中郷

5日
（日）
・12日
（日）
19 日
（日）
・26日
（日）
12日
（日）
・26日
（日）
19日
（日）
5日
（日）
・17日
（金）
7日
（火）
・21日
（火）
7日
（火）
・21日
（火）
28日
（火）
16日
（木）
17日
（金）
10日
（金）
・24日
（金）

公民館
東清
富来田

中央
岩根
清見台
八幡台

老人福祉センター（13：00〜14：30）

1,300円（体部検診を実施した場合は 2,600円）
3月13日（金）までに、 住所・ 氏名・ 生

年月日・日中連絡可能な電話番号を電話・はがき（「子

救える命がある

1月8日
（水）午前9時30分〜11時30分

内

容

臨床心理士および保健師による思春期

●不妊相談
日

時

2月4日（火）午後2時〜4時

内

容

不妊に関する一般的な相談や不妊治療

に関する情報提供、医療面・精神面での相談

※受け付け後、受診券・協力医療機関名簿を送付します。

午後の部
（13：30〜15：00）

休日の

当番医

県内の当番医が
検索できます。

ちば救急医療ネット

1/1

（祝）

内・小
外

1/2

（木）

内・小
外

10日
（金）
・17日
（金）

1/5

（日）

1/12

内
内・小
（日）
外
耳

1/13

（祝）

1/19

（日） 内・小

1/26

内・小
内
（日）
外
耳

場所：スパークルシティ
木更津 6階
5日
（日）
・19日
（日）
9日
（木）
・23日
（木）
17日
（金）
11日
（土）
・25日
（土）

期日 1月20日
（月）
1月26日
（日）
時間 10：00〜11：45、13：00〜16：00
場所 イオンタウン木更津朝日 イオンタウン木更津請西

年始のご案内

市役所は 1月６日
（月）
から開庁します

戸籍の届け出(出生･死亡届など) 1月５日(日)までは朝日庁舎の市役所守衛
室で受け付けます。
ごみ収集・火葬業務 1月4日(土)から行います。

1/3

（金） 内・小
内・小
内・小

内・小
内・小
内・小
外

検索

（新田3−4−34）

夜間急病診療所（日中も診察します）
はぎわら病院
夜間急病診療所（日中も診察します）
石井病院
夜間急病診療所（日中も診察します）
港南台どんぐりクリニック
よこすか医院
金田クリニック重城(小児科なし)
津田医院
木更津東邦病院
小関耳鼻咽喉科医院
真舟外科内科クリニック
上総記念病院
天野医院
河木クリニック
石井病院
ほたるのセントラル内科
森田医院(小児科なし)
重城病院
かみくぼ耳鼻咽喉科

年始当番歯科 診療時間（午前9時〜正午）

1/1

（祝）

歯

1/3

（木）

歯

（金）

1/2

☎（22）3744

◆診療科目が決まっています。また、荒天などやむを得ない事情により変更
する場合もありますので、受診前に病（医）院へ電話で確認してください。
変更後の病（医）院や場所が分からない場合は、消防本部 ☎（22）0119
へお問い合わせください。
木更津市公式アプリ「らづ
ナビ」で、地図も見ることが
内 内科/ 小 小児科/ 外 外科/ 耳 耳鼻科
できます。
（8ページ参照）

太田歯科診療所
八幡台歯科医院
歯 けんもつ歯科医院

中央１－５－１８
木更津１－１－３６
中央1－5－18
新田１－５－３１
中央１－５－１８
港南台３－４－１
岩根3－10－25
金田東6－43－1
東中央２－１－１１
菅生７２５－１
太田４－１６－５
真舟２－４－１６
新田１－１１－２５
清川２－２１－１
羽鳥野７－１８－１
新田１－５－３１
ほたる野３－３０－３
大久保１－８－７
万石３４１－１
請西南５－２５－１１

☎（２５）
６２８４
☎（２２）
５１１１
☎（２５）
６２８４
☎（２２）
２２４０
☎（２５）
６２８４
☎（３０）
０００６
☎（４１）
２９１２
☎（９７）
５６１１
☎（２５）
４１７１
☎（９８）
８１１１
☎（２５）
１１８７
☎（３６）
１１０１
☎（２２）
７１１１
☎（９７）
８２１１
☎（３８）
３７２５
☎（２２）
２２４０
☎（９７）
８８５５
☎（３７）
３６８４
☎（４０）
０８０１
☎（３６）
０００２

太田2－14－10
八幡台３－１－３２
文京２－２－５

☎（２５）
７０６６
☎（３６）
４６１８
☎（２５）
３０１０

夜間の急患は 夜間急病診療所 ☎（25）6284
時間

毎日：午後 8 時〜11 時

場所

中央 1−5−18

科目

君津郡市広域市町村圏事務組合 ☎（25）6121

救急安心電話相談

内科・小児科

☎#7009 または☎03（6735）8305

月〜土曜日：午後6時〜11時 日曜日・祝日など：午前9時〜午後11時

小児救急電話相談 ☎#8000または ☎ 043（242）9939
  （15歳未満対象）

毎日：午後7時〜翌日午前6時

ニジュウニマもルボーサイ

2020（令和2）年 1 月号

君津健康福祉センター（君津保健所）

◆診療時間は、急患のみ午前9時から午後5時まで。
（耳鼻科は午前中）
※受付時間と診療時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。

市外局番は
「0438」です

5日
（日）
・12 日（日）
19日
（日）
・26 日（日）
9日
（木）
・16 日（木）
23日
（木）

象

今月の献血

時

宮頸がん検診」と明記）
・市ホームページの申し込み

市内在住で 65歳以上の人
		
※医師から運動を制限されている人はご遠慮ください。
参 加 費 無料 持 ち 物 飲み物・タオル・運動靴
高齢者福祉課 ☎（23）2630
（25）1213
対

20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の人

申込方法

「健康で生き生きとした生活」を応援する介護予防教室で、転倒
防止のための体力づくりを行っています。体操をする前に血圧を測
定しますので、時間に余裕を持ってお越しください。

畑沢

日

の子どもの問題行動への対応方法や子育て相談

負 担 金

自立生活体操（1月分）※申し込み不要

午前の部
（9：30〜11：00）

●思春期相談

より体部検診）
対

君津健康福祉センターで行う相談 ※要予約

フォームまたは窓口で申し込み。

朝日庁舎 別棟健診室

※個人に通知します。通知した日程で受診できない

公民館

出た場合には、早めに医療機関で受診しましょう。

1004212

1001295
令和元年9月
生まれ

所




1月8日
（水）
・22日
（水）
・
乳児
29日
（水）
健康診査
受付12：50〜13：10

場

けましょう。発熱や嘔吐などの感染が疑われる症状が

（保存版）」または市ホームページをご覧ください。

子宮頸がん検診（個別検診）※要申し込み

赤ちゃん・子ども

9

る人は、電話またはEメールで申し込みください。

ン・口ふきタオル・食事用エプロン

和37年4月2日から 昭 和54年4月1日までに 生ま
れた男性を対象に、風しん抗体検査を実施し、十分

推進課へお越しください。なお、個別相談を希望す

市民総合福祉会館

所

持 ち 物

※事業は、本市に住民登録している人を対象としています。

今年度の対象者

若年期健康診査の結果を返却しています

場合は、必ず健康推進課までご連絡ください。

■防災情報テレホンサービス ☎（22）0131

（0120）107662

フリー
ダイヤル

木更津
郵便局

夜間急病
診療所

防災行政無線で放送した
防災情報を聞くことができます。

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

GUIDE

冬花火

開庁時間 午前8時30分〜午後5時15分（土・日曜日、祝日、振休、年末年始を除く）

「広報きさらづ」は、環境にやさしい植物油インキおよ
び古紙配合率70％の再生紙を使用しています。

8日は特別版！

寒い季節に恋人の聖地「中の島大橋」を訪
れるカップルを温める「冬花火」を、ことし
も打ち上げます。澄んだ夜空に打ち上がる
美しい冬花火の世界をお楽しみください！
期日 1月11日・18日・25日、2月1日・8日（いずれも土曜日）
※荒天中止（2月8日（土）のみ 9日（日）に順延）
時間 午後6時〜（5分程度） 場所 木更津港内港周辺
※内港周辺の公園などからご覧ください。
観光振興課 ☎（23）8118
（23）0075
1003148

第9回
木更津ナチュラルバル

安心・安全・無添加な食べ物を提供する食のイベントです。
日時 1月19日（日）午前11時〜午後3時
場所 JR木更津駅西口駅前広場（旧木更津レンタカー跡地）

冬花火

中島の
梵天立て

梵天立ては、その年に成人を迎える金田中
島地区6町内の若者が、町内ごとにさらし姿
で海に入り「梵天」と呼ばれる先端に「御幣」を
付けた長さ 5mほどの青竹を海に突き立て、
五穀豊穣・浜大漁などを祈願する民俗行事で
す。江戸時代から 300年以上続いている伝統行事で、1992年に国の記録
選択無形民俗文化財に指定されています。
厳寒の海にさらし 1枚で入っていく若者の勇ましさを、ぜひ見に来て
ください。
日時 1月11日（土）午前7時〜
場所 中島海岸（金田漁業協同組合（中島4412）事務所裏）
（一社）木更津市観光協会 ☎（22）7711

消防出初式

集客力

大幅

みなと街なか

探検

梵天立ての様子

セット購入でさらにお買い得に！ 多彩な商品ラインナップ

華やかな演出で効果絶大

UP

就活ブースキット

10分

参加
無料

JR木更津駅みなと口（西口）周
辺を散策し、 街なかのチェック
ポイントで問題を解いて点数を
競います。成績優秀者には賞品が
ありますのでお楽しみに！
日時 ①1月19日（日）②3月8日（日）
		
※いずれも午前10時〜（集合：午前9時30分）
集合場所 JR木更津駅西口駅前広場
		 （旧木更津レンタカー跡地）
対象 小学生（保護者同伴で、グループでの申し込みは最大
4人まで）
定員 各回300人 ※応募多数の場合は抽選（抽選結果はイ
ベント 3日前までにEメールでお知らせします）
申込期間 ①1月10日（金）まで ②2月28日（金）まで
申込方法 参加者全員の氏名（フリガナ）
・年齢、代表者の
電話番号・Eメールアドレス、参加希望日をEメールで申し
込み。
（タイトルに「謎解き探検事務局行き」と明記）
観光振興課 ☎（23）8118
（23）0075
kankou@city.kisarazu.lg.jp
（一社）木更津市観光協会 ☎（22）7711

消防出初式は、消防職員・消防団員の士気を高める
ためだけでなく、市民の皆さんに消防への信頼や防災
意識を高めてもらうことを目的に行っています。式典後
は、臨場感あふれる連携総合訓練のほか、はしご車の
搭乗体験や放水体験など、子どもが楽しめるイベント
も行います。
日時 1月19日（日）午前10時〜正午
場所 旧市役所跡地（潮見1−1）
※雨天時は、消防関係者で式典のみ行います。
内容
式典
消防職員・団員による連携総合訓練
消防広場（消防車両の展示、15m級はしご車の搭乗体
験、子どもを対象とした放水・防火服着装体験など）
消防総務課 ☎（23）9182
（23）9096

連携総合訓練の様子

0438

https://www.city.kisarazu.lg.jp
TEL：0438（23）7460（直通） FAX：0438（23）9338
〒292−8501 千葉県木更津市富士見1丁目2番1号 TEL：0438（23）7111（代表）

イベントガイド

木更津恋物語

市外局番

発行 / 木更津市 企画部 情報政策課

合同説明会でこんなお悩みありませんか？

ブースに人が集まらない

他社に比べ目立たない

優秀な人材を獲得したい

で圧倒的な

装飾内容

訴求力！

装飾内容

タペストリー

×2

チェア POP

×3

装飾内容

タペストリー

×3

チェア POP

×6

テーブルクロス（BOX 型） × 1
ロールアップバナー

1 3

賃貸物件専門店だから…安心

年始は

お部屋さがしなら
〒292-0043

木更津市東太田1-10-25

☎0438-98-5555
http://sankyott.co.jp

相談しやすい葬儀社

×5

チェア POP

× 10

テーブルクロス（BOX 型） × 1
ロールアップバナー

×1

組立式エコカウンター

×1

金

より

補聴器職人の試聴会

千葉県知事免許
（4）
第14102
（公社）
全国宅地建物取引業保証協会員 公正取引協議会加盟事業者

㈲三共土地建物

×1

タペストリー

原則予約制

当店は、補聴器の「度数調整」
に自信があります

クレジットカードご利用可

水曜日
定 休

地元に
支えられて70年
●店舗横に駐車場あり

両耳用価格

24万円～（非課税）

片耳用価格

100年目の未来へ

12万円～（非課税）

チャレンジ

幅広いニーズに
対応いたします！
V印刷機導入！

新型ハイブリッドU

他店様でご購入された補聴器の修理・度数調整も承ります

木更津店

木更津市潮浜2-1-51

TEL 0438-30-6444

1/15（水）～1/21（火）まで店舗をお休み致します
補聴器の研修
（米国・ネバダ州）
参加の為

Aim
for
more

th

anniversary

小松印刷グループ

千葉県木更津市潮見4ｰ14ｰ4

ワタナベメディアプロダクツは印刷会社です!

Tel.0438-36-5361

