
検索検索千葉県庁

広報きさらづ4月号掲載イベントなど 開催状況

174
金

がんばろう

木更津！

支え合い、

つながろう！

市の情報はこちらから入手できます 

千葉県からの休業要請について

市公式アプリ「らづナビ」
　防災・防犯情報など、
役立つ情報が盛りだくさん
のアプリです。

きさらづ安心・安全メール
　「＠city.kisarazu. lg. jp」の
メールが受信できるよう設定後
t-kisarazu@sg-m.jp へ空メールを
送信してください。

　決定次第、市ホームページなどでお知らせします。
問 観光振興課　☎（23）8459　　 （23）0075
　　　　　　　　　　　　　　　　 1005848

木更津港まつりの開催可否は
5月中旬までに決定します

小・中学校は５月６日（振休）まで臨時休業としています
保育園は開園を継続していますが、可能な限り家庭保育をしていただき登園の自粛にご協力ください

市施設は５月６日（振休）まで休止しています

掲載ページ タイトル・状況

・公民館 ・図書館（貸し出し・予約もできません） ・郷土博物館 金のすず
・旧安西家住宅 ・老人福祉センター ・健康増進センター（いきいき館）
・市営江川総合運動場（ちびっこ広場を除く） ・市民会館   ・市民体育館（柔・剣道場を含む）
・市営弓道場　　 ・市営貝渕庭球場 ・市営野球場
・小櫃堰公園庭球場 ・桜井運動場 ・市民総合福祉会館
・市民活動支援センター（きさらづみらいラボ） ・金田地域交流センター（きさてらす） ・清見台コミュニティセンター附属体育館
・スパークルシティ木更津 6階自習＆ワークスペース ・少年自然の家キャンプ場
※道の駅「木更津 うまくたの里」は平日のみ営業。

1、2ページ ちばアクアラインマラソン2020 （中止）

６ページ

園庭開放 （中止）
こどもの森 4月の予定（プレママ講座・ママ広場）
※赤ちゃん広場は中止。

（延期）

赤ちゃんといっしょのおはなし会 （中止）
（中止）おはなし会

ユースボランティアのつどい （中止）

7ページ

ガーデンゴルフ無料講習会 （中止）
春の市民歩け歩け大会 （中止）
松元ピアノ教室 （中止）
駅からハイキング～ぶらり木更津お寺巡り～ （中止）
人権・行政合同相談 （中止）
心配ごと相談 （電話相談のみ）
法律相談（木更津市社会福祉協議会） （中止）
結婚相談 （お休み）
後見相談 （電話相談のみ）

9ページ

じょうずにモグモグ教室 （中止）
にこにこ健康相談 （中止）
胃がん検診 （中止）
結核・肺がん検診 （中止）
乳児健康診査 （中止）
1歳 6カ月健康診査 （中止）
3歳児健康診査 （中止）

10ページ

第 19回かずさYOSAKOI 木更津舞尊練習会 （延期）
第 19回かずさYOSAKOI 木更津舞尊、
木更津ナチュラルバル

（延期）
（中止）

鎌足ふるさとたずね歩き
潮干狩り（5月4日（祝）まで見合わせ）　※木更津海岸のみ通常通り営業

（中止）

　我が国でも、本年 1 月に発症が確認された新型コロナウイルス感染症

は、今では世界の国や地域に拡がり、多くの方が亡くなられています。

　4 月 12 日現在、本市内の感染者数は、２名にとどまっておりますが、

これまでの間、医療機関をはじめ、高齢者や障がいのある方、子どもた

ちを預かる施設など、多くの関係者の皆様が大変な緊張感の中で尽力い

ただき、また、市民の皆様におかれましては、不安や不便を感じながらも、

日々感染予防のためにご努力いただいております。心より敬意と感謝を

申し上げます。

　しかしながら、首都圏などでは感染者が急増しており、4 月 7 日には、

国から緊急事態宣言が出され、千葉県全域が 5 月 6 日までの間、緊急事

態宣言区域に指定されました。

　このような状況において、不要不急の外出や人との接触を徹底的に低

減することにより、現在拡大している感染を収束に向かわせることが出

来るとのことから、引き続き、「３つの密 ( 密閉・密集・密接 )」を避け

ること、また域外との往来を最小限にとどめて頂くなどの徹底を強くお

願いいたします。

　昨年秋、千葉県ではこれまでに経験のない風水害に見舞われました。

その際に多くの方々が認識された、いわゆる「自助」と「共助」の精神が今、

改めて問われています。ご自身や大切な人、そして高齢者をはじめとす

る重症化リスクの高い方々を感染症から守るためにとるべき行動につい

て、全ての人が改めてご認識いただきますようお願いいたします。

　一方で、行動が制限されたり、連日の報道により、気持ちも落ち込み

がちになっていると思われます。緊急事態宣言が出されている中でも、

健康維持のための身近な散歩やジョギングなどは生活に必要なこととさ

れております。人との接触を避けながらも、新鮮な風を感じながら気分

転換を図り、バランスの良い食事と十分な睡眠で免疫力を保っていただ

ければと思います。新しい趣味などで生活に楽しみを取り込むなど、笑

顔でポジティブに、また電話等で人とのつながりを感じながら日々をお

過ごしください。

　市では、今後も随時、適切な情報を発信させていただくとともに、少

しでも不安や不便を解消できるよう職員一丸となり取り組んでまいりま

す。医療や福祉に携わる皆様、また生活の維持に必要なサービスをご提

供いただく皆様には、引き続き、お力添えを賜りますようお願いいたし

ます。

　私たちにとって大切な「平穏な日常」を一日でも早く取り戻すために、

皆さんとともにこの難局を乗り越えていきたいと思っております。

木更津市長　渡辺 芳邦

　千葉県は、国の緊急事態宣言を受け、県民の不安を払しょくし、皆さまの命と
健康を守るために、千葉県の実情を鑑み、事業者などに対して休業要請を行って
います。
　千葉県内での感染拡大を防止するため、ご理解、ご協力をよろしくお願いいた
します。
　なお、休業要請の対象となる施設など、詳しくは
千葉県ホームページをご覧ください。　

～大切な人や自分の命を守るために、　　
　　そして、明るい未来に向けて～

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。

臨時号



検索検索木更津商工会議所

検索検索木更津 観光協会

新型コロナウイルスに便乗した犯罪にご注意

市民課 来庁しなくてもできる手続き

証明書 窓口交付 コンビニ交付
住民票の写し、印鑑登録証明書、
戸籍の附票、所得税額証明書

300 円 100 円

戸籍謄抄本 450 円 200 円

地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です

相談窓口 連絡先
中部地域包括支援センター（木更津地区） ☎（97）7818　　 （97）7819
西部地域包括支援センター（岩根地区・金田地区） ☎（22）3422　　 （22）5700
南部地域包括支援センター（波岡地区・鎌足地区） ☎（37）4811　　 （36）1594
北部地域包括支援センター（中郷地区・清川地区） ☎（97）2561　　 （97）2581
富来田地域包括支援センター（富来田地区） ☎（53）8031　　 （53）8132

市税の納付が困難な人へ 

第十一回戦没者等遺族特別弔慰金は郵送受け付けできます

住居確保給付金のご案内

要介護・支援認定有効期間が４月末・５月末で終了する人へ

生活に困っている事業者の皆さんへ 

新型コロナウイルス感染症に関する相談

千葉県外国人相談（ちばけんがいこくじんそうだん）
Chiba Prefecture Advisory Service for Foreign  Residents

コロナに負けるな！

　「水道水や配水管が新型コロナウイルスに汚染されている」・「行政から
の委託で水道の消毒に行く」・「全国でマスクが品薄状態になっているが、
お客様へ特別価格で提供する」・「新型コロナウイルス流行拡大の影響で金
の相場が上がるので、金を買う権利を申し込んでください」といった電話
やメール、広告による詐欺が発生しています。少しでも不審に思った場合
は、最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。
問 消費者ホットライン　☎188（最寄りの消費生活センターへつながります）
厚生労働省の LINE 調査を装った偽メッセージにご注意
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、厚生労働省が始めた国内の
LINE 利用者に対して始めた調査を装って「クレジットカードの番号などを聞
くメッセージが送られてきた」という情報が警察などに寄せられています。
　この調査には、クレジットカードの番号は質問項目には含まれていません。
怪しいメッセージが送られてきた場合は回答せず、厚生労働省へご連絡ください。
問 厚生労働省　☎03（5253）1111　内線8010

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業などで一時的に生活が苦し
くなった人たちに、国が事業主を通じて支援を行います。
〇雇用調整助成金
　事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業などを
行い、労働者の雇用の維持を図った場合、賃金などの一部を助成します。
上限額　8,330円（１人 1日当たり）
〇小学校休業等対応助成金
　小学校などの臨時休校などによって影響を受ける労働者を支援するた
め、労働者を有給で休ませる企業に対し助成します。
上限額　8,330円（１人 1日当たり）
問 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金
相談コールセンター　☎0120（60）3999

セーフティネット保証・危機管理保証制度
　両制度とも千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
要件に該当する事業者は、市から認定を受けることで融資が受けられます。
問 産業振興課　☎(23)8460　　 (23)0075　　 1002961

日本政策金融公庫の資金支援
　無利子・無担保、保証料なしの特別貸し付けを行っています。
問 日本政策金融公庫 千葉支店　☎043(241)0078（個人事業・小規模事業）
　　　　　　　　　　　　　　　☎043(243)7121（中小企業）

○がんばろう木更津プロジェクト 第1弾
　事業所の商品情報やサービス情報を発信する無料掲示板を設置しました。木
更津商工会議所や木更津市産業・創業支援センター「らづーBiz」のホームペー
ジやFacebookなどで情報発信をし、売り上げ回復を支援します。
問 木更津商工会議所　☎（37）8700

○デリバリー・テイクアウト
　木更津市観光協会のホームページで、デリバリーやテイクアウトを行っ
ている事業者を紹介しています。

問 （一社）木更津市観光協会　☎（22）7711

　千葉県国際交流センターでは、13 カ国語に対応した電話での相談ができます。
Chiba International Center provides consultation services 
in13 languages for foreigners in Chiba prefecture.
☎043（297）2966　　 1006130

○マイナンバーカードなどを利用したコンビニ交付
　マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っていて、利用者証明用電子証明
書を設定されている人は、住民票の写し、戸籍謄抄本・附票、印鑑登録証明書、所
得税額証明書を全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末で取得できます。

コンビニ交付の受付時間　午前 6時 30分～午後 11時（原則年中無休）
○郵送による請求　住民票の写し、戸籍謄抄本、各種税証明等の証明書は、郵送で
請求できます。
○出張所・連絡所における交付　住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書など
については、朝日庁舎のほか、市役所の出張所・連絡所で取得できます。
○夜間・休日の時間外交付　住民票の写し、印鑑登録証明書については、電話によ
る事前予約で時間外交付を行っています。
○郵送による転出手続き　市外への転出手続きは郵送でも可能です。
問 市民課　☎（23）7253　　 （22）4631　　 1006419

生活支援臨時給付金（仮称）コールセンターのご案内
　総務省では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業などにより収入が減少し、
生活に困っている世帯に対して支援を行う本給付金のコールセンターを設置しています。
問 ☎03（5638）5855
　 受付時間　午前 9時～午後 6時 30分（土・日曜日、祝日、振休を除く）

　感染防止のために外出を控えがちですが、回復力や抵抗力が低下しないよう、家庭
でできる運動や、しっかり食べること、清潔を保つことがポイントです。宅配や配食
などの生活支援サービスを上手に組み合わせ、日常生活を過ごしましょう。

　新型コロナウイルス感染の影響により、市税の納付が困難な場合、分割納付、徴収
猶予などができる場合があります。　問 収税対策室　☎（23）8034　　 （25）3566

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、更新の際に行っている認定調
査員による対面調査を取り止めることとしました。該当者には、現在の認定と同じ
区分で有効期間を12カ月延長した「介護保険証」を送付します。（申請書提出は不要）
※新規・区分変更は、従来通り要介護認定調査が必要です。
問 介護保険課　☎（23）7162　　 （25）1213

相談する目安　以下のいずれかの症状がある人
・風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4日以上続く場合
　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合
※高齢者の人、基礎疾患（糖尿病・心不全・呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾
患など）がある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを使っ
ている人、妊娠中の人は、以下の症状がある場合はご相談ください。
・風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 2日程度続く場合
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合
問 帰国者・接触者相談センター（君津健康福祉センター（君津保健所内））
　 ☎（22）3745　　 （25）4587
　 受付時間　午前 9時～午後 5時（土・日曜日、祝日、振休を除く）
問 千葉県庁の電話相談窓口（コールセンター）
　 ☎0570（200）613　　 043（224）8910
　 受付時間　土・日曜日、祝日、振休を含む 24時間対応

　申請書様式の郵送での配付を希望する場合は、電話にてご連絡ください。
問 社会福祉課　☎（23）6717　　 （25）1213

　離職・廃業をし、常用就職を目指す人に、基準に基づく家賃相当額を支給します。
問 自立支援課　☎（23）6716　　 （25）1213

保育園入園後の育児休業復職期限の延長
　やむを得ず育児休業を延長した場合、育児休業からの復職期限を1カ月延長します。
問 こども保育課　☎（23）7245　　 （25）1350

検索検索雇用調整助成金

検索検索小学校休業等対応助成金

現在進行中の市役所内感染症予防に向けた取り組み
・窓口環境の改善　　　　　　　・オンライン対応の拡充
・臨機応変な業務体制づくり　　　　　　　　 1000001

発行／木更津市 市長公室 シティプロモーション課　☎（23）7460　　 （23）9338


