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アプリ「カタログポケット」で広報きさらづを配信中！
（10カ国語対応）
お手元のスマートフォンなどにインストールすると、
広報きさらづを閲覧できます（詳細は8ページ）。

iOS Android 掲載している情報は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
内容の中止や変更、利用制限をかける場合があります。イベント�
など参加を希望する場合は事前にお問い合わせください。

今月号の情報は市
ホームページから
も確認できます

「次代
へつなぐまちづくり」スタート

※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。� 1001912

人口
男
女

世帯

135,767人
68,415人
67,352人

64,201世帯

（−132）
（−91）
（−41）

（+129）

4月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

撮影場所：鳥居崎海浜公園



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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第1次試験日	 7月10日（日）	
第1次試験内容　事務能力基礎試験（全職種）、
専門試験（一般行政職上級以外）
申込案内の配布	 市ホームページ・職員課・朝日庁
舎庁内案内・市内各公民館で配布。
受付期間	 5月18日（水）〜6月1日（水）
申込方法　市ホームページの申し込みフォーム・郵
送（6月1日（水）の消印まで有効）・持参。

職員課（駅前庁舎）　 1009988
☎0438（23）7467　 0438（25）1351

募集職種・人数
職種 採用予定日 募集人数

一般行政職上級
（職務経験者）

令和4年
10月1日 10人

土木上級

令和5年
4月1日

5人
土木中級 3人
建築上級 2人
電気上級 2人
化学上級 1人
社会福祉士 2人

今までの経験を市政に活かしてみませんか

令和4年10月1日採用の木更津市職員を募集 私たちは
　あなたたちを

　　待っています！

渡辺市長三期目就任
　3月31日（木）就任式に臨んだ渡辺市長は、「時代の流れに取り残されない体制作りを進めるとともに、市民の皆さまか
ら頼られる市役所、市民の皆さまから誇りに思われる職員を目指していくように」と職員に訓示しました。

市長から市民の皆さまへ   
　このたび、引き続き3期目の木更津市政を担わせていただくことになりました。改めて、その職責の重さを痛感し、身が
引き締まる思いであります。
　本市を取り巻く環境は、全国的な人口減少の到来や少子高齢化の進行、気候危機の影響による自然災害の甚大多発化、
新型コロナウイルス感染症の対策など、経済・自然環境・暮らしにおいて、抜本的な変革期の真っ只中にあると言えます。
　そのような状況下にありましても、2期8年間の実績と経験を活かして、市民の皆さまが木更津に愛着と誇りを持ち、安
心して生活できるよう、全力で市政運営に邁

まいしん

進してまいりますので、市民の皆さまにおかれましては、より一層のご理解、
ご協力を心よりお願い申し上げます。

〜オーガニックなまちづくりのシンカ〜
「 深化　真価　進化 」

まちづくりのビジョン

1 暮らし、豊かに
　これまで5年間進めてきた「オーガニックなまちづくり」により、
市民の皆さま、市内の各企業、行政がそれぞれの個性を育て成長し、
共生と循環により、成熟する経済を目指すとともに、木更津らしさ
が豊かさとして実感できる地域づくりを進めます。
・・感染症対応体制の推進
・・パートナーシップ、ファミリーシップ制度の導入
・・待機児童ゼロの達成と継続
・・地域包括ケアシステムの強化　など

2 頼れるきさらづ
　官民連携による木更津力の強靭化と安定化を図り、市民それぞれ
のチャレンジを支援できる、自立した地域となることを目指します。
・・	学校給食米100％オーガニック化を基軸とした環境保全型農業の
推進
・・	電子地域通貨「アクアコイン」の活用による豊かさの巡る経済圏の
創出
・・	有機廃棄物の堆肥化などによる循環型経済やゼロカーボンへの仕
組みづくり　など

3 未来ある行政モデル
　市民に寄り添い、市民の皆さまから頼られる市役所として存在す
るために、持続可能な自治体の基盤となる行政モデル確立を目指し
ます。
・・プライマリーバランスの均衡維持
・・	デジタル・トランスフォーメーションによる市民と行政・市民同
士の接点強化
・・	駅前交流プラザや文化芸術拠点、子育て拠点などの公共施設の整
備推進　など

　三期目就任後初となる、木更津市議会臨時会が4月26日（火）に開催されました。
　渡辺市長は、「今後の4年間は、『次代へつなぐ』をテーマとして、これまで取り組んできた『市民のチャレンジが育まれ、人・もの・文化が循環する自立し
た地域づくり、オーガニックなまちづくり』	を一層推進し、共生と循環で地域を円熟する中で木更津らしい豊かさを確立する。」と所信表明し、市民の皆さま
や市議会に理解と協力を求めました。

こんな人を募集！

人とのつながりを
大切にする人

自信を持って新しいこ
とに挑戦する人

木更津市に貢献したい
という強い意欲と高い
志のある人

今月のメッセージ
今月から、市長が動画で
メッセージをお届けします。

市公式YouTubeチャンネル



予定している主な事業
事業名 概要 開催時期 場所

記念式典
市政発展へ貢献された方々への表彰や、
大きな節目を祝うセレモニーとして、 ま
た、100周年を見据えた未来へのまちづく
りのビジョンを示す場として実施します。

11月3日
（祝）

かずさアカデミ
アホール

きさらづコレクション
（KISARAZU 
COLLECTION 2022）

「共生社会の実現」を目指し、子どもたち
でつくり上げる「ファッションショー」をデ
ザイナー監修のもと開催します。

11月3日
（祝） 鳥居崎海浜公園

木更津みなとぐち
アートプロジェクト2022
（MINART）

JR木更津駅周辺の中心市街地の「 みなと
口」で「木更津らしさ」をイメージした作品
を、現代アート作家（アーティスト）と、市
民とともに制作し、 制作した作品を展示
します。

11月中旬
〜12月上旬

JR木更津駅西口
〜木更津港

RUNイベント

これまで積み上げてきた「スポーツを通じ
たまちづくり」を、地域の様々な主体と連
携し、毎年開催している「木更津ブルーベ
リー RUN」に合わせたイベントを開催し
ます。

11月頃 調整中

CYCLEイベント
サイクリングに対する気運の醸成を図る
ため、 地域の様々な主体と連携し、 サイ
クルイベントを開催します。

調整中 調整中

木更津スポーツフェスタ

 「初挑戦」をキーワードに、今後スポーツ
を始めてみたいと思っている小学生とそ
の保護者を対象に、 オリンピック種目や
パラスポーツ な ど の様々なスポーツ を市
内体育施設で体験してもらうイベントを
開催します。

12月11日（日） 市民体育館、
江川総合運動場

きさらづ未来会議
100周年の未来を見据え、 高校生や、40
代半ばまでの社会人に加え、 地域社会・
経済を担い活躍しているメンバーによる
ワークショップを実施します。

5月〜7月頃 調整中

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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対象者　自ら居住している住宅や居住を予定して
いる住宅に、対象設備などを導入する予定の市民
（市税滞納者を除く）
対象設備と補助金額
・・家庭用燃料電池システム（エネファーム）
①停電時自立運転機能あり：上限10万円
②停電時自立運転機能なし：上限5万円

・・	定置用リチウムイオン蓄電システム（住宅用太陽
光発電設備併設必須）：上限7万円
・・窓の断熱改修：補助対象経費×1/4（上限8万円）
・・太陽熱利用システム：上限5万円

　4月26日（火）より、太陽光パネル・蓄電池
を県民みんなでおトクに購入する共同購入
の参加者を募集しています。おうちでできる
SDGs ！この機会におトクに購入しません
か？
千葉県 みんなのおうちに太陽光 検索

みんなのおうちに太陽光事務局
☎（0120）758300

（受付： 午前10時〜午後6時（土・ 日曜日・
祝日を除く）

フェアトレードとは？
　直訳すると「公平・公正な取引」のことで
す。私たちが適正な価格で取り引きされた

「フェアトレード認証製品」を選び購入する
ことは、途上国の児童労働や過度な農薬投
与の減少など、生産者の支援や消費者の安
心・安全につながります。本市ではフェア
トレードの普及啓発に取り組んでいます。

ミリオンアクションキャンペーンに参加しよう！
  毎年5月の第2土曜日は「世界フェアトレード・デー」と呼ばれ、
世界中で一斉にフェアトレードに関するイベントが行われます。
日本でも5月は「フェアトレード月間」と呼ばれ、認定ＮＰＯ法人
フェアトレード・ラベル・ジャパン主催により、フェアトレー
ドに関する「商品購入」「SNS投稿」「イベント参加」などで100
万のアクションを目指す「ミリオンアクションキャンペーン」を
実施しています。

・・電気自動車（住宅用太陽光発電設備併設必須）
①	住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する
場合：上限15万円

②住宅用太陽光発電設備を併設する場合：上限10万円
・・	V2H充放電設備（住宅用太陽光発電設備の併設および電気
自動車の導入必須）：補助対象経費×1/10（上限25万円）
申込方法　5月10日（火）以降申請書一式を環境政策課窓口に
持参（先着順。予算に達した時点で終了）
申込書配布場所　市ホームページ・環境政策課（クリーンセ
ンター2階）

家庭で地球温暖化対策ができる住宅用設備等を導入する人に
設置費用の一部を補助します

環境政策課（クリーンセンター2階）　☎0438（36）1442　 0438（30）7322　 1001459

フェアトレードの輪を広げよう！
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～ 

詳しくは
こちらから

千葉県が『太陽光パネル・蓄電池』
共同購入 参加者を募集

オーガニックシティ推進課　☎0438（23）8049　 0438（23）9338　 info@k-organiccity.org

「これまで」と「これから」「これから」
～市制施行80周年記念事業を実施します～

　木更津市は、昭和17（1942）年11月3日、木更津町、巌根村、清川村、波岡村が合併し、千葉県で6番目の市として誕生しました。
　その後、鎌足村、金田村、中郷村、富来田町と合併を重ね、交通、行政、商業などの機能が集積した都市として、また、首都圏域内の近郊都市として発展
を遂げてきました。
　東京湾アクアライン、館山自動車道、首都圏中央自動車道などの広域幹線道路網の整備により、近年にかけ、交通利便性が飛躍的に向上し、本市は、国内
外の人とまちを結ぶ交流都市としての特性と役割を持つようになりました。
　市民の皆さまとともに、さらなる発展に向け、本市の有する地域資源や強み、ポテンシャルを活かしたまちづくりを進めるなか、本市は誕生から80年とい
う節目の年を迎えます。

木更津市施行80周年記念事業実行員会事務局（企画課内）
☎0438（23）7498　 0438（23）9338

「市制施行80周年記念」の冠称事業を募集中
　市制施行80周年をより一層盛り上げるために、市民、団体、事業
者の皆さまが行う事業で「木更津市制80周年記念」などの冠称を使用
していただける事業を募集しています。
　冠称事業として承認されると、市が市ホームページや広報きさら
づなどを活用して、皆さまの事業のPRに協力します。 1009858

事業の概要

　市制施行80周年という記念の年を「これまで」の歩みと「これから」を結
ぶ年として、市民をはじめ、地域、企業、各種団体、行政などが市のまち
づくりの担い手として連携し、新たな未来に向けて、さらなる飛躍・発展・
躍動の契機とするためにさまざまな記念事業を実施していきます。
　各記念事業については、市ホームページでお知らせしていきます。

1010030

事業の基本方針

1.シビックプライドの醸成
　さらに進化を続ける木更津市の今日までに至る発展を築き上げてきた先
人たちの功績を称え、本市の歴史、文化、自然を学び、市への愛着や市民
としての誇り（シビックプライド）の醸成を図る機会とします。

2.未来ビジョンの共有
　20年後の木更津を見据えた新たなまちづくりをスタートし、それを持続
的に引き継いでいくことができるよう、本市の未来のあり方や、担うべき
役割はどういうものかを市民と共に考え、共有し、行動できるような取り
組みを推進します。

３.パートナーシップの実現
　共生社会の実現に向けて、市民・企業・団体などの多様な主体と連携、
行動ができるよう取り組みます。



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。
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新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）情報

　医療機関一覧や各医療機関の予約方法などは、接種券に同封する「新型コロ
ナワクチン追加接種（3回目）のお知らせ」や、市ホームページをご覧ください。

個別接種（医療機関での接種）　 1009627	※予約必須

時間	 午前9時30分〜午後3時30分（予約時間の10分前までにお越しください）
予約方法（1〜3のいずれか）
1.	専用コールセンターで「らづワクチン」の代行予約（フリーダイヤル）
☎（0120）357163（土・日曜日、祝日を含む午前9時〜午後5時）
2.木更津市予約システム「らづワクチン」で予約
3.	公民館（金田出張所含む）・健康推進課（朝日庁舎）で「らづワクチン」の代行
予約（平日のみ）	※月曜日に代行予約を実施していない施設があります。

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見2ー9））  1008300	※予約優先

取り扱いワクチン：武田/モデルナ社製のみ
・・	2回目接種後に本市に転入した場合や、接種券が届かない場合は健康推
進課（☎0438（38）4876）にご連絡ください。
・・	予約は接種券が届いてからできるようになります。接種券が届くま
で、医療機関へのお問い合わせは避けてください。

【注意】
・・�12歳〜17歳の人が追加接種（3回目）で使用するワクチンは、ファイザー社
製ワクチンのみです。

・・12歳〜17歳の人の追加接種（3回目）は個別接種（医療機関での接種）のみです。
・・接種券に同封する案内をよく読んでから予約してください。

令和4年5月10日頃
発送予定2回目接種を令和3年12月にした人

健康推進課
☎0438（38）4876　 0438（25）1350

ー12歳〜17歳の人およびその保護者の皆さまへ ー
追加接種（3回目）の対象年齢が引き下げられました

接種券の発送

　これまで、追加接種（3回目）の接種対象年齢は18歳以上でしたが、令和4年3
月25日から、対象年齢が12歳以上に引き下げられました。
　対象の人には、2回目接種完了から5か月経過する月に接種券を発送します。 らづ

ワクチン

　新型コロナワクチンを接種している時間、お子様をファミサポに預けた場合、
利用料金を市が助成します。（原則2時間以内での利用が無料になります）
時間	 午前9時から午後4時までのワクチン接種に要する時間（原則2時間以内）
場所	 市民総合福祉会館、金田地域交流センター
対象  市内在住で生後6か月から小学6年生までの子どものいる保護者
申込方法　接種日の10日前までに電話で申し込み。	
※会員登録が必要。利用日が土・日の場合は、平日に事前登録が必要。

ファミリーサポートセンター（市民総合福祉会館内）	 ☎0438（22）3833　
	 1009117

ファミサポコロナワクチンお預かり

　いざというときのための、応急手当の知識と技術を身に付けられます。
日時	 5月29日（日）午前9時〜午後6時
場所	 消防本部	3階大会議室（潮見2−1）（車の場合は、旧市役所東側駐車場をご
利用ください）
内容	 観察要領、AEDを含む心肺蘇生法（成人・小児・乳児）、止血法、異物除去
法などの8時間の実技講習と筆記試験（修了者に修了証を発行）
対象  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		 5月2日（月）から5月13日（金）までに電話で申し込み（受付時間：平日
の午前9時から午後5時まで）。

消防本部警防課
☎0438（23）9184　 0438（23）9096　 1005512

上級救命講習会

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税
非課税相当となった世帯に対して臨時特別給付金を支給しています。
支給額	 1世帯当たり10万円
手続方法 　市ホームページなどで申請書類を取得の上、必要書類を添付して申
請してください。
申請期間 	 9月30日（金）まで
臨時特別給付金コールセンター
☎0438（38）6755
自立支援課
☎0438（23）6716　 0438（25）1213　 1009593

住民税非課税世帯等（家計急変世帯）に
臨時特別給付金を支給しています

児童手当の制度が一部変更になります

　児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する人を除き、現況届の提
出は原則不要です。
現況届の提出が必要な人
・・	離婚協議中で配偶者と別居と申請した人（離婚協議中か離婚済みまたは離婚
協議を取りやめたかを市で把握できていない場合も対象）
・・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・・その他、市から提出の依頼があった人（例：対象児童と別居中の人など）
※例年通り現況届が必要な人には5月下旬に現況届を送付します。
※令和3年分以前の現況届は全員提出が必要です。未提出の方は提出してください。

（1） （2）
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円

　令和4年6月分（令和４年10月支給分）から児童を養育している人の所得要件
について（1）を超えると手当額が対象児童１人あたり毎月5,000円となり、(2)
を超えると全く支給されなくなります。

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が（2）を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となります。
※令和4年6月分から令和5年5月分までの児童手当は、令和4年度（令和3年中）
の所得で判定されます。
子育て支援課　☎0438（23）7243　 0438（25）1350

※予約状況により、日程を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

予約開始日 接種日：原則、毎週金曜・土曜・日曜

5月11日（水） 5月20日（金）・21日（土）・22日（日）・27日（金）・28日（土）・
29日（日）

5月25日（水） 6月4日（土）・12日（日）・18日（土）・26日（日）

もし、目の前で家族や友人が倒れたらあなたはどうしますか？
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◇COLLECT AUTO / コレクトオート木更津
　自動車ディーラーや自動車買取店で10年務めた経験を活かし独立
を目指していた店主は、「手厚いアフターサポ―トサービス」と「大手
メーカー各社の新車・中古車・損害保険等の販売代理店」の機能をあ
わせ持つガレージハウスを活用した「コレクトオート木更津」を金田
東にオープンしました。
　お客さまへの手厚いサポートや、日々の交流をSNSなどで定期的
に発信しながら、経営理念である『自動車を通じ、「絆」で結ばれ・集
まる』お店を目指しています。

木更津をもっと元気に! らづｰBizの創業支援事業者の紹介
事業者からのコメント
　身の回りの情報だけでは「限界」を感じ開業の相談をさ
せていただき、スムーズに開業準備を進めることができ
ました。開業後も定期的に相談をさせてもらっています。
　店舗・ 運営方針の整理、 新たな取り組みなどの発見、
現状に対する率直な意見交換など「本質を見極めながら柔
軟に変化をしていく」ことを進めることができ、らづ−Biz
は欠かせない存在です。

木更津市産業・創業支援センター「らづｰBiz」
☎0438（53）7100

　令和3年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制度・会議公開制度の運
用状況および不服申立ての処理状況を公表します。
○情報公開・個人情報保護制度

制度 請求件数 決定
開示 部分開示 非開示 不存在など

情報公開 30 18 11 1 0
個人情報保護 22 3 11 0 8

○会議公開制度

制度 事前公表 開催 公開・非公開の別 傍聴人全部公開 一部非公開 非公開
会議公開制度 203 198 43 2 153 7

※事前公表を行った会議のうち5件は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催を中止しました。
○不服申立て

制度 請求件数 決定
認容 却下 棄却

不服申立て 1 0 0 2
※決定については令和2年度に請求があった1件と令和3年度に請求があった1
件です。
総務課　☎0438（23）7097　 0438（25）1351　 1002703

情報公開・個人情報保護・会議公開制度および不服申立て
施行・運用・処理状況の公表

市税等収納事務の委託
　地方自治法施行令第158条の2第1項の規定により、市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税の収納事務を委託したので
お知らせします。
期間　令和4年4月1日〜令和5年3月31日

受託者名 住所
地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号
株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南1丁目8番27号
株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地
株式会社セブン−イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦3丁目1番21号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
665番地の1

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町3丁目10番1号
株式会社ローソン 東京都品川区大崎1丁目11番2号
PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町1番3号
LINE Pay株式会社 東京都品川区西品川1丁目1番1号
君津信用組合 千葉県木更津市潮見3丁目3番地
収税対策室　☎0438（23）8713　 0438（25）3566

収納・徴収事務の委託
　証明交付定数料の収納事務、施設使用料などの徴収事務を委託しました。
期間　令和4年4月1日〜令和5年3月31日
業者一覧（市外局番は全て0438）

収納・徴収委託業務 受託者 担当課

木更津市証明書等自動交付事務委託に係
る手数料

地方公共団体情
報システム機構

市民課
☎（23）7253

（22）4631

請西保育園保育料 （福）木更津むつみ
福祉会

こども保育課
☎（23）7245
（25）1350

市営体育施設使用料（ 市民体育館・ 市営
野球場・江川総合運動場・貝渕庭球場・
弓道場） （株）オーエンス

スポーツ振興課
☎（23）5319
（25）3991市営体育施設使用料（ 江川総合運動場陸

上競技場）

市民総合福祉会館使用料
（福）木更津市社会

福祉協議会

社会福祉課
☎（23）6717
（25）1213

老人福祉センター使用料
高齢者福祉課
☎（23）2695
（25）1213

一般廃棄物（粗大ごみ等）収集運搬業務委
託に伴う一般廃棄物処理手数料 木更津市一般廃

棄物協同組合 まち美化推進課
☎（36）1133
（36）5374

指定ごみ袋配送保管業務委託に伴う指定
ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料
一般廃棄物処理手数料収納事務等委託に
伴う指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手
数料

各指定ごみ袋取
扱店（199店舗）

犬の登録手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料 動物病院27者 生活衛生課

☎（36）1432
（30）7322木更津市霊園一時使用料

木更津市霊園管理手数料
木更津造園建設
業協同組合

小櫃堰公園庭球場使用料 木更津造園建設
業協同組合

市街地整備課
☎（23）8468
（22）4736

木更津駅前西口駐車場駐車料金 （株）マルコン警備
保障金田駐車場定期駐車料金

金田駐車場駐車料金 金生警備保障
（株）

公民館使用料・ 清見台コミュニティセン
ター附属体育館使用料（キャッシュレス決
済のみ）

（公社）シルバー人
材センター

中央公民館
☎（25）4581
（25）4582

自転車駐車場駐車料金 サンエス警備保
障（株）

市民活動支援課
☎（23）7492
（25）3566

軽自動車税（種別割）の納税通知書を発送します軽自動車税（種別割）の納税通知書を発送します納期限 5月31日（火）
発送日　5月9日（月）※発送後1週間ほどたっても届かない場合はお問い合
わせください。　
　本年度から「重課税率」の対象となる車両および前年度「軽減税率」の対象
だった車両は税額が変更になります。納税通知書に同封のパンフレットや市
ホームページをご覧ください。 1001092
　口座振替利用者には、車検用の納税証明書を6月7日（火）に送付します。納
期限から証明書到着までに車検を受ける場合は、記帳済みの通帳など、納税
したことが証明できるものを持参して市民課で証明書を申請してください。
また、スマートフォンアプリによる納税は納税証明書が発行できないため、
車検の際は納税証明書を市民課、出張所または連絡所で請求してください。
※納税から確認までの間は証明書の発行ができません(納税から一週間程度)。

●軽自動車税(種別割)の減免　
　1人1台に限り減免する制度があります。
対象
①身体障がい者などが所有する車両
②構造が身体障がい者などの利用のための車両
③公益のために法人が直接専用する車両
※既に減免の決定を受けている人は、2月の現
況照会で(車両・所有者・身体障がい者など・
運転者)いずれの事項も「変更なし」と回答書を
提出した場合、あらためて申請する必要はあり
ません。

申請期間　納税通知書が届いてか
ら5月31日(火)まで
注意事項　期限までに申請手続き
がない場合は、本年度の減免を受
けることはできません。また、納
税してしまうと減免申請ができな
くなります。

市民税課（朝日庁舎）
☎0438（23）8576

0438（25）3566
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2.市税の負担状況と使われる予算額

都市計画税と入湯税は、使用目的が特別に
定められている税金です。
○都市計画税　　街路・下水道・市街地

開発などの都市計画事業に活用します。
○入 湯 税　　環境衛生施設・消防施

設の整備や観光の振興に活用します。

商工費商工費 8億5485万2千円8億5485万2千円

541億3353万7千円541億3353万7千円
歳出

民生費民生費
240億7018万6千円240億7018万6千円

その他その他
5億4885万円5億4885万円

土木費土木費
57億3811万3千円57億3811万3千円

農林水産業費農林水産業費7億7972万円7億7972万円

議会費･災害復旧費･
労働費など

消防費消防費16億2725万5千円16億2725万5千円
消防行政に必要なお金

教育費教育費
45億4550万3千円45億4550万3千円
教育･文化の振興など
に必要なお金

ごみ対策や保健衛生などに必要なお金

道路・橋・公園の整備
などに必要なお金

公債費公債費
34億6006万4千円34億6006万4千円

衛生費衛生費 62億2882万4千円62億2882万4千円
62億8017万円62億8017万円

主に福祉関係に
必要なお金

市役所の管理事務や企画
調整などに必要なお金

総務費総務費

農林水産業の振興に必要なお金

市債の返済に必要なお金

地方自治体の財源確保や地域間格差をなくす
ために財政力に応じて国から交付されるお金

歳入
541億3353万7千円

市税市税
201億8607万円

国庫支出金国庫支出金
147億5265万1千円147億5265万1千円

市債市債
28億5209万4千円28億5209万4千円

県支出金県支出金
35億7480万円35億7480万円

繰越金繰越金
9億8534万円9億8534万円

地方交付税地方交付税
39億6117万6千円39億6117万6千円

その他その他
21億7368万2千円

諸収入諸収入
15億1990万円15億1990万円

市が国や銀行から
長期に借りるお金

地方消費税の一部が
県から交付されるお金

特定の事業に対して県から
交付されるお金

地方消費税交付金地方消費税交付金
31億9300万円31億9300万円

地方譲与税・地方特例
交付金・分担金及び負
担金など

前年度に完了できなかったた
めに繰り越された事業費など

市税延滞金や小・中学校の
給食費など特定の歳入科目
に含まれないお金

使用料及び手数料9億3482万4千円
公の施設の利用及び特定の人に役
務を提供するために徴収するお金

市民税・固定資産税・都市
計画税・市たばこ税など

特定の事業に対
して国から交付
されるお金

商工業の振興や観光事業などに必要なお金

商工費商工費 8億5485万2千円8億5485万2千円

541億3353万7千円541億3353万7千円
歳出

民生費民生費
240億7018万6千円240億7018万6千円

その他その他
5億4885万円5億4885万円

土木費土木費
57億3811万3千円57億3811万3千円

農林水産業費農林水産業費7億7972万円7億7972万円

議会費･災害復旧費･
労働費など

消防費消防費16億2725万5千円16億2725万5千円
消防行政に必要なお金

教育費教育費
45億4550万3千円45億4550万3千円
教育･文化の振興など
に必要なお金

ごみ対策や保健衛生などに必要なお金

道路・橋・公園の整備
などに必要なお金

公債費公債費
34億6006万4千円34億6006万4千円

衛生費衛生費 62億2882万4千円62億2882万4千円
62億8017万円62億8017万円

主に福祉関係に
必要なお金

市役所の管理事務や企画
調整などに必要なお金

総務費総務費

農林水産業の振興に必要なお金

市債の返済に必要なお金

地方自治体の財源確保や地域間格差をなくす
ために財政力に応じて国から交付されるお金

歳入
541億3353万7千円

市税市税
201億8607万円

国庫支出金国庫支出金
147億5265万1千円147億5265万1千円

市債市債
28億5209万4千円28億5209万4千円

県支出金県支出金
35億7480万円35億7480万円

繰越金繰越金
9億8534万円9億8534万円

地方交付税地方交付税
39億6117万6千円39億6117万6千円

その他その他
21億7368万2千円

諸収入諸収入
15億1990万円15億1990万円

市が国や銀行から
長期に借りるお金

地方消費税の一部が
県から交付されるお金

特定の事業に対して県から
交付されるお金

地方消費税交付金地方消費税交付金
31億9300万円31億9300万円

地方譲与税・地方特例
交付金・分担金及び負
担金など

前年度に完了できなかったた
めに繰り越された事業費など

市税延滞金や小・中学校の
給食費など特定の歳入科目
に含まれないお金

使用料及び手数料9億3482万4千円
公の施設の利用及び特定の人に役
務を提供するために徴収するお金

市民税・固定資産税・都市
計画税・市たばこ税など

特定の事業に対
して国から交付
されるお金

商工業の振興や観光事業などに必要なお金

1. 一般会計予算額  ・  執行状況
当初予算額は、472億3700万円でしたが、補正と事業繰越により、68億9653万7千円を加えた予算現額は、541億3353万7千円になりました。
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支出済額

財政事情の公表

市民1人当たり 負担金 1世帯当たり

6万9124円 市 民 税 14万6179円
5万8512円 固 定 資 産 税 12万3735円

9970円 都市計画税 2万1083円
8070円 市 た ば こ 税 1万7067円
2823円 軽 自 動 車 税 5970円
183円 入 湯 税 386円

14万8682円 計 31万4420円

市民1人当たり 予算額 1世帯当たり
17万7290円 民 生 費 37万4919円
4万6257円 総 務 費 9万7821円
4万5879円 衛 生 費 9万7021円
4万2264円 土 木 費 8万9377円
3万3480円 教 育 費 7万801円
2万5485円 公 債 費 5万3894円
1万1986円 消 防 費 2万5346円

6297円 商 工 費 1万3315円
5743円 農林水産業費 1万2145円
4043円 そ の 他 8549円

39万8724円 計 84万3188円

　皆さまに納めていただいた税金などがどのように使われているか、年に2回（5月、11月）財政事情を
公表しています。今回は令和3年度予算の執行状況などをお知らせします。（令和4年3月31日現在）
財政課　☎0438（23）8199　 0438（25）3566　 1002498

※基礎となる人口・世帯数（住民基本台帳に基づく人口および世帯数）　人口：13万5767人　世帯数：6万4201世帯

5. 市債の状況            

　効果が後年度におよぶ事業
は、後年度に活用していただ
く市民の皆さまにも、その負
担をお願いすることが税負担
の公平につながることから、
将来の財政負担を十分考慮し
つつ、国や銀行などから長期
で返済する資金（市債）を借り
て経費の一部に充てています。

3. 特別会計予算額 ・ 執行状況
　特別会計は、特定の事業を行う場合や特定の歳入を特定の歳出に充てる場合に、一般会計とは別に経理す
る必要がある会計です。（単位：千円）

※一般会計の歳計現金から国民健康保
険特別会計に2億9363万4千円、介
護保険特別会計に7億8122万9千円、
公設地方卸売市場特別会計に2174万
3千円を、一時的に資金を流用し、収
支の不足額を補っています。

会計名 区分 予算現額 収支済額 収支
割合（％）

国民健康保険
歳入

127億2093万6千円
116億237万3千円 91.2％

歳出 118億9600万7千円 93.5％

後期高齢者医療
歳入

16億9267万3千円
16億2588万円 96.1％

歳出 14億6162万6千円 86.4％

介護保険
歳入

106億7322万9千円
88億2760万5千円 82.7％

歳出 96億883万4千円 90.0％

公設地方卸売市場
歳入

7598万9千円
4700万3千円 61.9％

歳出 6874万6千円 90.5％

一般会計
借入現在高　312億748万5千円 

（市民1人当たり22万9861円）
（1世帯当たり    48万6090円）

臨時財政対策債 201億9009万4千円
教育債 61億6129万3千円
土木債 17億7576万4千円
総務債 7億587万9千円
衛生債 6億6542万6千円
消防債 6億4190万1千円
民生債 4億7447万5千円
減収補てん債 1億8080万円
その他 4億1185万3千円

特別会計
借入現在高　206億6439万円

（市民1人当たり15万2205円）
（1世帯当たり　32万1870円）

下水道事業債 206億6439万円

市税豆知識

4. 市有財産の状況
積 立 金 91億5889万1千円 建　物 322,534㎡土　地 3,147,743㎡ 車　両 205台
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アクアラインアクアラインアクアラインアクアラインアクアラインちば マラソン2022

■開館時間 火〜金曜日：午前9時〜午後7時
 土・日曜日・祝日 ：午前9時〜午後5時

〒292−0804　文京2−6−51
☎0438（22）3190　 0438（22）7509図書館だより

■今月のおはなし会
　参加費は無料です。（希望する場合は事前にお問い合わせください）

赤ちゃんといっしょのおはなし会
期日 時間 対象

5日（木）
19日（木）

①10：30
②11：00 0歳〜2歳児

おはなし会
期日 時間 対象
毎週

木曜日
15：30 3歳〜6歳児
15：50 小学生

■今月の休館日
5月2日（月）・9日（月）・16日（月）・23日（月）・27日（金）・30日（月）

　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

■ 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

■電子図書サービスを行っています
　24時間いつでも自宅で本が読めるサービスです。
利用には、 事前に窓口で専用パスワードの交付を
受けてください。　 木更津 電子図書 検索 電子図書サービス

はこちら

女子大生の聖子、中年サラ
リーマンの座間味、警視庁幹
部である大迫の3人は、書店
で待ち合わせをし、共に飲み
会を楽しむ仲です。この年齢・
性別・職業も全てがバラバラ
な不思議トリオは、あるハイ

ジャック事件にかかわり、その後も交流を続けて
います。飲み会では、身近でおこった出来事が話題
に取り上げられますが、座間味の推理で思いもよ
らぬ真相が浮き上がってきます。

座間味と大迫に温かく見守られ、ふたりと話す
うちに視野が広がり人間として成長していく聖子
が清々しく、読後感が爽やかな1冊です。

『新しい世界で 座間味くんの推理』
石
いしもち

持 浅
あ さ み

海　作
光文社

になる本気図書館スタッフの

　フルマラソンに挑む木更津市代表ランナーです。
　木更津市実行委員会のFacebook、Instagramなどでラ
ンナーの紹介をしていきます。応援よろしくお願いします！　　　　　　
〇木更津市PRランナー（3人）

	 尾
お が た

形	優
ゆ う た

太さん	 片
かたの 	

野	将
まさひろ

大さん	 日
く さ か べ

下部	真
し ん じ

治さん

〇千葉県内市町村対抗戦チームスピリット枠（6人）

	 森
もり

	奈
な お

緒さん	 堀
ほりきり

切	茂
し げ き

樹さん	 坂
さ か い

井	紀
のりひろ

博さん
	 関

せ き ね

根	三
さぶろう

郎さん	 鈴
す ず き

木	正
まさのぶ

信さん	 黒
く ろ き

木	雅
まさのり

典さん

　管理栄養士と健康運動指導士が、高齢者の健康を
「食」と「運動」の両面からサポートします。
日程・場所（年間8コースで各コース全2回）
コース 日程 場所

第1コース 6月8日（水）・14日（火） 波岡公民館
第2コース 6月21日（火）・28日（火） 桜井公民館
第3コース 7月5日（火）・12日（火） 清見台公民館
第4コース 8月2日（火）・9日（火） 岩根西公民館
第5コース 8月23日（火）・30日（火） 畑沢公民館
第6コース 9月6日（火）・13日（火） 富来田公民館

第7コース 10月4日（火）・12日（水） 金田地域交流
センター

第8コース 10月18日（火）・25日（火） 西清川公民館
時間	 いずれも午前10時〜11時30分（受け付け：
午前9時30分〜）
内容	 電子レンジなどを使った簡単な調理実習・試
食、自宅でできる運動の紹介・実践
対象  原則2回とも参加できる市内在住で概ね65
歳以上の人	※要支援・要介護認定を受けている人
や医師から運動を制限されている人はご遠慮くだ
さい。
定員	 各コース 15人（先着順）
持ち物	 筆記用具、エプロン、三角巾、マスク
申込方法		 5月20日（金）までに住所・氏名・年齢・
電話番号を電話またはファクスで申し込み。
※各コース開始日の概ね10日前に決定通知を送付
します。また、状況により内容が変更になる場合が
あります。
※定員を超えていない場合は、申込締切後も参加可
能ですので、お問い合わせください。

高齢者福祉課
☎0438（23）2630　 0438（25）1213

●1日目
日時	 6月11日（土）午前10時〜午後3時
定員	 30人
対象  子育て、保育、教育に関わる大人およ
び保育士・幼稚園教諭を目指す高校生、大学生、
市内在住・在学・在勤の人
申込方法		 5月27日（金）までに参加申込書を
郵送・持参またはEメールで申し込み（Eメー
ルは件名を「アートとふれあおう申込」とし、
本文に（氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス、学校名（勤務先）、参加動機を記入）。
※申し込み多数の場合は抽選。

　インターネット上のデジタルアーカイブで、デ
ジタル化した木更津の資料の公開を始めます。
公開開始日時　5月2日（月）午前10時
　千葉県指定有形文化財の「天正検地帳」などの画
像と翻刻文、戦国時代の城跡である真里谷城跡、
天神台城跡、要害城跡の立体画像である陰陽図を
公開します。※無料で検索・閲覧可能です。
文化課
☎0438（23）5309　 0438（25）3991
bunka@city.kisarazu.lg.jp
1002088	

●2日目
日時	 6月12日（日）
	 	 	 小学校高学年（4年生〜6年生）：9時30分〜正午
	 	 	 小学校低学年（1年生〜3年生）：午後2時〜4時30分
対象  小学生および保護者（市内在住・在学の人）
定員	 各親子15組（先着順）　
参加費　無料
申込方法		 5月9日（月）から27日（金）までに電話で申し
込み。	
場所	 中央公民館多目的ホール（アクア木更津B館3階）

文化課　☎0438（23）5309　 0438（25）3991
bunka@city.kisarazu.lg.jp

高齢者の
食と運動の
元気アップ教室

アートとふれあおう（石膏でつくる）アートとふれあおう（石膏でつくる）

木更津市代表ランナー決定!!木更津市代表ランナー決定!!

石膏（せっこう）を使って自由な発想で作品を作る、
　　アートと触れ合うワークショップを開催します。

スポーツ振興課　☎0438（23）5328　 0438（25）3991　 1009630

“Team KISARAZU”
一丸となって木更津市を

盛り上げていきます！

Road toアクアラインマラソン 2022
初マラソン完走に向けた練習が始動しました！
まずはストレッチとウォーキングから。

★練習の模様は市公式YouTubeチャンネル
「きさらづプロモチャンネル」で配信中。

11/6（日）

デジタルアーカイブは
こちらから



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。

82022（令和4）年 5 月号

第3回中心市街地のまちづくり
意見交換会（初参加歓迎）

　官民連携で中心市街地活性化に向
けた取り組みを進めていくための意
見交換会です。
日時 5月18日（水）午後7時〜9時
場所 中央公民館	第7会議室
対象 「自ら実践者となってまちに
貢献したい」という思いのある人
申込方法 	 5月17日（火）までに、氏
名（ふりがな）・電話番号・メールア
ドレスを市ホームページの申し込み
フォーム・Eメールまたは電話で申
し込み。

（一社）まちづくり木更津
	 ☎0438（38）6430
	 0438（38）6431
 machidukuri-2@outlook.jp
 1009479

お知らせ
令和4年度　年長児の言語検査

　市内の幼稚園・保育園・認定こど
も園で言語検査を受けられなかった
年長児は、検査が受けられます。他
市の園に通っていて市内在住の年長
児もこの機会に検査を受けてくださ
い。
※秋に行われる就学時健康診断では
言語検査は実施しません。
期間 6月13日（月）〜24日（金）
	 	 ※土・日曜日は除く。
場所 まなび支援センター	 幼児言
語教室（市民総合福祉会館内）
申込方法 	 6月10日（金）までに電話
で申し込み。

まなび支援センター
	 ☎0438（22）3811
	 0438（22）3811

赤十字から活動資金募集のお願い
　日本赤十字社は、皆さまからの活
動資金（寄付金）で支えられていま
す。本年もご協力をお願いします。

日本赤十字社千葉県支部木更津
市地区（社会福祉課内）
	 ☎0438（23）6717
	 0438（25）1213

市営住宅5月募集は実施しません
　5月の市営住宅の募集は実施しま
せん。次回の募集については8月号
でお知らせします。

住宅課	 ☎0438（23）8598
	 0438（22）4736
 1001383

マイナンバーカード関連情報
●申請補助サービス実施中
　マイナンバーカードの写真撮影
（無料）から申請までをサポートして
います。本人確認書類をお持ちのう
え、市民課窓口（朝日庁舎）までお越
しください（所要時間は15分程度）。
●出張申請受付を実施します
5月の実施予定日・場所
10日（火）中央公民館
12日（木）岩根西公民館
17日（火）畑沢公民館
19日（木）文京公民館
24日（火）清見台公民館
26日（木）鎌足公民館
31日（火）桜井公民館
受付時間		 午前10時〜午後2時
持ち物
①本人確認書類（運転免許証をお持
ちでない人は市ホームページを確認
していただくか、市民課までお問い
合わせください）
②通知カード
③住民基本台帳カード（お持ちの人）

④国から送付された申請書（お持ち
の人）
●希望者への出張申請受付サービス
　市職員がご希望の場所へ出向き、
マイナンバーカードの申請受付を随
時行っています。　
人数	 希望者が5人以上（市内在住の
人のみ）
場所 公民館や事務所など

市民課	 ☎0438（23）7291
	 0438（22）4631
 1007653

きさらづ歳時記「旧安西家住宅の
端午の節句」

　子どもの健やかな成長を願い、こ
いのぼりを飾っていますので、ぜひ
ご覧ください。
期間 5月8日（日）まで（午前9時30
分〜午後3時30分、月曜日休館、雨
天・暴風中止）
場所 	市指定文化財「旧安西家住宅」

（太田山公園内）
郷土博物館金のすず

	 ☎0438（23）0011
	 0438（23）2230
 1008502

麻薬・ 拳銃などの密輸情報の提
供にご協力を【横浜税関】

　税関では、麻薬や拳銃などの社会
悪物品や、知的財産侵害物品（コピー
商品など）の国内への流入を水際で
阻止するため、日夜取締まりを実施
しています。

　また、5月11日（水）から24日（火）
までを「取締強化月間」として、取締
まりを強化することとしています。
　身の回りで密輸に関する「不審な
動き」を見聞きした際には税関まで
連絡をお願いします。

税関密輸情報フリーダイヤル
	 ☎（0120）461961（24時間可）

横浜税関千葉税関支署監視部門
	 ☎043（241）7021（24時間可）

千葉税関支署木更津出張所
	 ☎0438（25）6781

令和4年 国民生活基礎調査
　この調査は、保健、医療、年金、
働き方など生活に関する事柄を知
り、国の厚生労働行政の企画・立案
の基礎となるデータをとるための調
査で、全国で5,530地区を抽出して
行います。
　調査員は調査員証を携行し、各世
帯を訪問します。調査で知った情報
を他に漏らしたり、情報を他の目的
で使用したりすることはありません。
　調査の趣旨、重要性をご理解いた
だき、ご協力をお願いします。

千葉県君津保健所
	 ☎0438（22）3743

　祝日はクリーンセンターの業務・ごみの受け入れは行い
ません。ごみステーションでのごみの収集は、燃
やせるごみの収集地区のみ行います。土曜日のご
みの持ち込みは、前日正午までの事前予約制です。

まち美化推進課
☎0438（36）1133　 0438（36）5374

こどもの森 5月の予定
	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）
☎0438（23）7244
0438（25）1350

クリーンセンターで
ごみの受け入れを行わない日

5月3日（火・祝）・4日（水・祝）・
5日（木・祝）

赤ちゃん広場（予約不要） ※入室制限の場合あり
5月11日・18日・25日（水）午前9時〜11時30分

こども相談（要予約） ※1組1時間程度
5月16日（月）・19日（木）・25日（水）・27日（金）

オンラインプレママ講座 （対象者に個人通知）

プレママ講座 （対象者に個人通知）

5月25日（水）午前10時〜11時45分

5月11日（水）・18日（水）午前10時〜11時45分

オンラインママ広場 （対象者に個人通知） 
5月24日（火）午前10時〜11時45分

らづナビ
から予約

オスプレイに関するお問い合わせ 
 企画課
☎0438（23）7425

0438（23）9338
  陸上自衛隊木更津駐屯地 
☎0438（23）3411 

皆さまの声をお寄せください ！
24時間受付中 ！
メールボックス　 1001467
ミミちゃんFAX
0438（25）3566

　カタログポケットは、スマートフォンやタブレットで登録されている書籍をいつでも読むこ
とができる無料アプリで、広報きさらづもこのアプリから読めるようになりました。

【iOS版】
App	Storeを起動→「カタログ
ポケット」を検索→アプリをダ
ウンロード

【Android版】
Google	Playを起動→「カタロ
グポケット」を検索→アプリを
ダウンロード10言語に対応

	日本語・英語・中国語（簡体字）・
中国語（繁体字）・韓国語・タ
イ語・ポルトガル語・スペイ
ン語・インドネシア語・ベト
ナム語で読むことができます。

自動で音声読み上げ

選択した記事を自動音
声で読み上げる機能（多
言語）を備えています。
※音声読み上げはベト
ナム語を除く9言語

ポップアップで
文字を拡大

	記事を拡大表示するポッ
プアップ機能で片手でも
簡単に文字を大きく表示
できます。

マイコンテンツ機能

	「マイコンテンツに追加」す
ることで、新しい記事が配
信された際にプッシュ通知
でお知らせします。

アプリのダウンロード方法広報きさらづをもっと身近に カタログポケット
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講演・講座・教室
楽しく走り方のコツを学ぼう！
小学生かけっこ教室

日時 5月14日（土）午前10時〜11
時30分（受け付け：午前9時30分）
※雨天中止
場所 オーエンス陸上競技場
	 	 （江川959−1）
内容 指定管理者によるかけっこ教室
講師 鈴木	博（日本製鉄君津陸上）他
定員 40人（先着順）
対象　小学生
参加料	 1人500円（当日支払い）
持ち物 運動ができる服装、 運動
靴、タオル、飲み物
申込方法 	 電話または直接競技場で
申し込み。

オーエンス陸上競技場
☎080（3739）6109
	（受付：午前9時〜午後4時）

陶芸教室
日時 5月18日（水）・25日（水）・6
月15日（水）・22日（水）（全4回）
午後1時〜3時30分

場所 	老人福祉センター	陶芸室
	 	 （十日市場826）
対象 原則全4回出席できる市内在
住の60歳以上
定員 8人（応募多数の場合抽選）
参加費 粘土1kgにつき500円
持ち物 エプロン・手拭きタオル
申込方法 	 5月6日（金）から13日（金）
までに電話で申し込み（受付時間：午
前9時〜午後4時）。
※5月9日（月）は休館日。

老人福祉センター
	 ☎0438（98）6651

高齢者の家庭内事故防止 
セミナー

　日常生活に潜む危険、事故を学び
ながらどうしたら安全に過ごせるか
についてのセミナーと高齢者疑似体
験を実施します。
日時 5月7日（土）午後1時30分〜
3時30分
場所 木更津市市民活動支援セン
ター「きさらづみらいラボ」
	 	 （中央1−1−6）
対象 小学生以上　参加費　無料
定員 30人（先着）
申込方法 	 申し込みフォームまたは
電話で申し込み。

木更津市市民活動支援 セ ン
ター「きさらづみらいラボ」
	 ☎0438（53）7070

募 集
木更津市廃棄物減量等推進審議
会委員

　ごみの減量や資源化、適正処理等
について、市民の皆様のご意見を幅
広くお聞きし、市政に反映させてい
くために木更津市廃棄物減量等推進
審議会委員を募集します。
対象 20歳以上の市内在住者
募集人数		 1人
任期	 委嘱日から令和4年12月14
日まで（前任者の残任期間）
申込方法 	 履歴書と「私が考える、
ごみの減量化・資源化に向けた取組」
をテーマとする作文（400字詰め原
稿用紙3枚以内）を5月20日（金）必
着で郵送（必着）または持参。
選考結果　本人宛に通知
※提出された作文などは、当該審議
会の委員選考にのみ使用し、公表な
どはしません。

〒292−0838　潮浜3−1
まち美化推進課	 ☎0438（36）1133
	 0438（36）5374

木更津市景観推進審議会委員
　地域の特性を生かした良好な景観
形成を図ることを目的として景観計
画の施行に伴い、景観形成に関する
重要な事項や勧告・命令に関する事
項などについて審議するため、委員
を募集します。
対象 令和4年7月1日時点で18歳
以上73歳未満であり、平日昼間に
開催する会議（年3回程度）に出席で
きる市内在住者
募集人数 	 2人
任期	 令和4年7月1日から令和6
年6月30日まで（2年間）
報酬	 	会議出席1回につき4,000円

（源泉徴収分を含む）

応募方法		 5月23日（月）までに、応
募用紙に氏名（ふりがな）、生年月日、
性別、職業、住所、電話番号、経歴、
応募動機（800字以内）を記入の上、E
メール・郵送（当日消印有効）・ファク
ス・持参で申し込み。※応募用紙は市
ホームページ・都市政策課で配布。

都市政策課	☎0438（23）8699
 0438（22）4736

toshisei@city.kisarazu.lg.jp
 1006683

令和4年度調理師試験
願書配布場所 　県内各保健所（健康
福祉センター）および千葉県健康づ
くり支援課
願書等受付期間　5月30日（月）〜6
月3日（金）当日消印有効
　簡易書留郵便により、住所地を管
轄する保健所、県外在住の人は県庁
に郵送してください。
試験日　10月29日（土）
　試験が中止・延期となる場合は千
葉県ホームページでお知らせしま
す。必ず試験日前日の午後3時以降
にご確認ください。

君津保健所 地域保健課
	 ☎0438（22）3744

イベント・催し
ゴミゼロ運動

日時 5月29日（日）
	 	 午前8時30分〜11時
　天候不順の場合、6月5日（日）に
実施します。地区により実施日を変
更する場合があるため、清掃方法と
併せて各地区の回覧文書で確認して
ください。

まち美化推進課
	 ☎0438（36）1133
 0438（36）5374

KISARAZU KEIJIBAN

　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。

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

5月8日（日）・22日（日）午前8時30分〜午後5時

の納税休 日

 収税対策室　☎0438（23）8036　 0438（25）3566

 市民課　☎0438（23）7253　 0438（22）4631

休日のマイナンバーカード受け付け
　申請・交付・更新の受け付けを市民課（朝日庁舎）で
実施します。

5月8日（日）・21日（土）午前9時〜午後4時
1001018

※22日（日）はシステムメンテナンスのため21
日（土）に実施します。

　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、スマート
フォンアプリを利用した納税（アクアコイン・LINE Pay・
PayPay）が便利です。

の納税今 月

軽自動車税（種別割） 全期
納期限　5月31日

5月の各種相談（中止になる場合があります）
相談名 期日 問い合わせ先

人権・行政合同相談 ※要予約 月曜日 市民活動支援課（朝日庁舎）
	 ☎0438（23）7491
	 0438（25）3566法律相談 ※要予約 12日（木）・26日（木）

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）
11日（水）・18日（水） 市民活動支援課（朝日庁舎）

	 ☎0438（23）7492

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）※要予約

月〜金曜日 ※祝日を除く
※午前10時から午後4時まで

消費生活センター（朝日庁舎）
	 ☎0438（20）2234

家庭相談（児童・母子・DVなど） 月〜金曜日 ※祝日を除く 子育て支援課（朝日庁舎）
	 ☎0438（23）7249

青少年・子育て相談 
（子育て・しつけ・不登校・友人関係など） 月〜金曜日 ※祝日を除く まなび支援センター

	 ☎0438（2
ニコッと

5）5
ゴー

000

福祉に関する相談 ※要予約
（子育て・介護・障がいなど）

毎日
※電話相談は24時間可

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

事業・創業に関する相談
※要予約 月〜金曜日 ※祝日を除く

産業・創業支援センター
「らづ−Biz」
	 ☎0438（53）7100

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） 火〜土曜日 ※祝日を除く

ちば南部地域若者サポート
ステーション
	 ☎0438（23）3711

心配ごと相談 12日（木）・19日（木）
木更津市社会福祉協議会
	 ☎0438（25）2089法律相談 ※要予約 9日（月）・16日（月）・25日（水）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 24日（火） きさらづ成年後見支援センター　	
	 ☎0438（22）6226
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特定健康診査・後期高齢者健康診査の受診
券を5月下旬に送付します
※年齢と加入している医療保険（保険証）によって健
診の種類が異なります。下のフロー図で該当する健
診を確認してください。詳細は、5月下旬に送付する
受診券と同封の案内をご覧ください。

■ 火災情報テレホンサービス　☎0438（
ニ イ サ ン ク ッ シ ナ イ

23）9471 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。

　令和4年度の人間ドックの利用券を申請した人に
は、重複受診を避けるため、特定健康診査・後期高
齢者健康診査の受診券は送付しません。
国保給付係（特定健康診査）
☎0438（23）7062　 1001293
後期高齢者医療係（後期高齢者健康診査）
☎0438（23）7024　 1001711
後期高齢者歯科口腔健康診査（歯科健診） 

　6月から歯科健診を実施します。歯や口腔内の健
康を維持・改善するためにも歯科健診を受診しま
しょう。（期間中に限り1人1回まで）
対象 千葉県後期高齢者医療被保険者で、昭和21
年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた人。

（5月下旬に受診券を郵送） ※昨年度の対象者（昭和
20年4月2日から昭和21年4月1日までに生まれた
人）でまだ受診していない人も今年度受診できます。
新たに受診券の送付はしませんので、昨年の受診券
を利用してください（再発行可）。
実施期間 6月1日（水）〜12月28日（水）
内容 口腔診査、口腔衛生指導　
負担金　無料
後期高齢者医療係（後期高齢者健康診査）
☎0438（23）7024　 1004294

令和4年4月から老齢年金の受給開始年齢の
選択肢が拡大されました
 受給開始時期の繰り下げ上限が70歳から75歳ま
でに引き上げられます。
●繰下げ受給上限年齢の引き上げによる差
　年金額の1カ月当たりの増額率は変わりません
が、上限最大（75歳）で84％増額されます。
対象 令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれ
かに該当する人（該当しない人は4月以降も上限年
齢は70歳）
①70歳未満の人（昭和27年4月2日以降に生まれた人）
②受給権を獲得した日から起算して5年を経過して
いない人（受給権発生が平成29年4月1日以降の人）
●繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5％から0.4％
に変更されました
　60歳から受給する場合、最大で24％減額されます。
対象 令和4年3月31日時点で60歳未満の人
　同時点で60歳以上の人は、令和4年4月以降も1

保険年金課
〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎
☎0438（23）7014　 0438（22）4631

honen@city.kisarazu.lg.jp

　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。
　市ホームページ申し込みフォームまたはお電話で申し込みください。

シティプロモーション課
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

1007432

広報きさらづをポストにお届け！

視覚障がい者用広報きさらづ音訳CDの貸し出し
シティプロモーション課（郵送貸し出し）
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

障がい福祉課（窓口貸し出し）
☎0438（23）8513　 0438（25）1213

木更津市の情報取得はこちらから ！ 

■情報番組
●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」

●かずさエフエム（FM83.4MHz）
「おっぺせ木更津！」

※放送日時などは、市ホームページ  
ご覧ください。
 1002029

■ きさらづ安心・安全メール
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ｰkisarazu@sgｰm.jpへ
空メールを送信してください。

●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

登録者は、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

市公式アプリ「らづナビ」配信中！
シティプロモーション課
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

読者プレゼント

�〒292−8501　富士見1−2−1　駅前庁舎
シティプロモーション課　☎0438（23）7460　 0438（23）9338　 1009982

申し込みは
こちらから

応募方法
	 5月16日（月）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	⑧広報きさらづ以
外で主な市の情報収集手段（A
ホームページ、 B市アプリ「らづ
ナビ」、Cきさらづ安心・安全メー
ル、 D Twitter・Facebook、 E

YouTube、Fその他	から選択）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。
※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。

月あたり0.5％の減額率が適用されます。
●在職老齢年金制度の支給限度額が見直されます
　60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金中の受給
者は、65歳以上の人と同じ基準（28万円から47万円
まで）に緩和されます。
木更津年金事務所　☎0438（23）7616

年金講座　Vol.5
〜老齢年金の繰上げ・繰下げ受給〜

　年金保険料の納付済期間と免除期間などを合算し
て10年（120月）以上ある人は、65歳から「老齢年金」
を受給できますが、60歳から受給を早めたり、65歳
以降に遅らせたりすることも可能です。
Q.繰下げ受給とは？
A.年金の受給開始年齢を65歳以降に遅らせること
です。遅らせた期間に応じて年金額が増額されます。
75歳まで繰り下げた場合には、65歳から受給を開
始するよりも84％受給額が増額されます。
Q.繰上げ受給とは？
A.年金の受給開始年齢を60歳から64歳までに前倒
しで受給することです。60歳から受給を開始する場
合、65歳から受給を開始するよりも24％受給額が
減額されます。また、繰り上げる期間に応じて年金
受給額が減額されるため、長生きするほど、65歳時
点や繰り下げて受給する場合に比べ総受給額が低く
なることがあります。
注意　繰上げ請求後は、取り消したり変更したりす
ることはできません（国民年金の任意加入や、保険
料の追納はできなくなります）。また、請求日以降に
障害年金の事後重症による請求ができなくなること
や、寡婦年金が支給されなくなります。
　繰り下げ受給は、遺族年金、障害年金を受ける権
利がある場合は請求できません。また、繰下げ受給
により年金額が増えると、税金や社会保険料が増え
ることや、繰下げ受給待機期間は加給年金や振替加
算を受け取ることができなくなります。
　詳しくは木更津年金事務所へお問い
合わせください。
木更津年金事務所　☎0438（23）7616
日本年金機構「ねんきんネット」をご活用ください

　インターネットを通じて自分の年金情報を確認で
きるサービスです。自分の年金記録や、将来の年金
見込み額などが試算できます（要登録）。

　バスや電車で通えて、市内最多40種以上から健康促進エクサ
サイズが選べる、75平米・45帖の広々スタジオです。
　二の腕痩せウリウリダンス、認知症予防イプササイズ、脳ト
レプイリダンス、エクササイズフラ（ダイエット）、オラロア（長
生き）ステップ、クプナフラ（シニアフラ）、ハワイアンフラ、は
じめてのハワイアンフラ、カカヒアカ（朝）フラ、古典カヒコフラ、
子供ハワイアンフラ（3歳〜小学生）、障がい者フラ、フラ楽器（大
人）、子どもハワイアンフラ楽器、の中からお好きなレッスンを
無料で3回お楽しみいただけます。

計計1010名名
さま

40歳〜74歳の人
（昭和23年1月2日〜

昭和58年3月31日生まれ）

受診日現在「木更津市国民
健康保険」に加入している。

加入している医
療保険者（協会け
んぽ・共済組合・
健康保険組合な
ど）からの案内に
従って受診。

特定健康診査（木更津市国
民健康保険が実施）を受診
実施期間　6月1日（水）〜
10月31日（月）
受診券郵送時期：5月下旬 
※受診券が届いても受診日
に国民健康保険の資格を喪
失している場合は受診でき
ません。詳しくは受診券に
同封する案内をご覧くださ
い。

75歳以上の人
（昭和23年１月１日以前

生まれ）

昭和22年6月2日〜
昭和23年1月1日に
生まれた人
実施期間
令和5年2月1日（水）
〜2月28日（火）
受診券郵送時期：
令和5年1月下旬
※後期高齢者医療へ
の切り替え年度のた
め実施時期が異なり
ます。

<該当する健診をチェック！>

はい いいえ

昭和22年6月1日
以前に生まれた人
実施期間
6月1日（水）〜
10月31日（月）
受診券郵送時期：
5月下旬
※受診券に同封する
案内をよく読んで受
診してください。

後期高齢者健康診査を受診
してください。
※生年月日により実施時期
が異なります。

木更津「駅ササイズ」スタジオ木更津「駅ササイズ」スタジオ
エクササイズレッスンエクササイズレッスン 3回無料3回無料

住所　中央1−4−6ハマダヤセンタービル2階　☎090（3092）8441

プレゼント提供店 駅ササイズスタジオ」「

日本年金機構
ホームページ

木更津駅ササイズ
スタジオ
Instagram



公民館 午前の部
（9：30〜11：00）

畑沢 1日（日）・15日（日）・22日（日）
西清川 8日（日）
鎌足 15日（日）
桜井 1日（日）・20日（金）
富岡 17日（火）
波岡 10日（火）・17日（火）・24日（火）

岩根西 19日（木）
文京 20日（金）
中郷 13日（金）・27日（金）

八幡台 6日（金）・13日（金）

公民館 午後の部
（13：30〜15：00）

東清 8日（日）・15日（日）・22日（日）
富来田 12日（木）・19日（木）・26日（木）
中央 6日（金）・13日（金）・20日（金）
岩根 1日（日）・15日（日）

清見台 12日（木）・26日（木）
金田地域

交流
センター

17日（火）

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。

2022（令和4）年 5 月号11

◆ 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。

◆ 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 ☎0438（22）0119 へお問い合わせください。当番医

休日のの

※事業は、本市に住民登録している人を対象として
います。

赤ちゃん・子ども
予防接種� 1004145

　予防接種ガイドをよく読み、期限までに接種しま
しょう。予防接種を受けるには木更津市の予診票が
必要です。本市に転入した7歳6か月未満のお子さ
んがいる人は、健康推進課で交付しますので母子健
康手帳を持参してください。
健康診査� 1001295

　対象者に個別通知をします。通知した日程で受診
できない場合は、必ず健康推進課にご連絡ください。

健診名 対象 場所
乳児健康診査 令和4年1月生まれ 朝日庁舎

別棟
健診室

1歳6か月児健康診査 令和2年10月生まれ
3歳児健康診査 平成30年11月生まれ

にこにこ健康相談（要予約）� 1003769
　お子さんのからだ、食事、歯やお口のことで心配
がありましたら、お問い合わせください。相談内容
に応じて、面接やオンライン相談を行います。

成人
がん検診	 	1004208

　大腸がん検診以外のがん検診は予約制です。各検
診の申し込み開始日をご確認ください。詳しくは、
広報きさらづ4月号に折り込みの「令和4年度がん
検診のお知らせ（保存版）」（市内各公民館にもあり
ます）または市ホームページをご覧ください。	

検診名 内容
年齢

（令和5年3月
31日時点）

結核･肺がん検診 胸部X線検査

40歳以上胃がん検診 胃部X線（バリウム）
検査

大腸がん検診 便潜血反応検査
（2日法）

レディースがん
検診

乳がん検診と子宮頸が
ん検診のセット検診 30歳以上

乳がん検診 年齢によってエコーま
たはマンモグラフィ

子宮頸がん検診 視診･子宮頸部の細胞
診 20歳以上

集団検診の申し込みが始まります
申込期間 結核肺がん検診・胃がん検診：5月6日
（金）〜27日（金）
レディースがん検診：5月16日（月）〜27日（金）
申込方法 市ホームページの申し込みフォームまた
は郵送で申し込み。希望の検診名（肺がん､ 胃がん､
レディースがん）・住所・氏名・生年月日・令和5
年3月31日時点の年齢・日中連絡の取れる電話番号、
希望日（「令和4年度がん検診のお知らせ」にある検
診実施日）を記入してください。※希望日は3つ以上
(レディースがんは3つまで)選んでください。
子宮頸がん検診を個別検診で受診希望の人

　市ホームページ申し込みフォーム､ 郵送または電
話（0438（23）8363	 平日9：00〜16：00）で申し込
み。はがきなどの場合「子宮頸がん個別検診希望」と
明記の上､ 氏名・住所・生年月日・日中連絡のとれ
る電話番号を記入してください。
各がん検診の申し込みはこちらから

木更津市公式アプリ「らづナビ」→
「健康・福祉」→「休日当番医のご
案内」で、地図も見ることができます
（インストールは10ページ）。

内�内科/�小�小児科/�外�外科/�耳�耳鼻科
君�/君津市�富�/富津市�袖�/袖ケ浦市ちば救急医療ネット 検索県内の当番医が

検索できます。

健康推進課
〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎
☎0438 （23） 1300　 0438（25） 1350

kensui@city.kisarazu.lg.jp 

健康
毎月19日は食育の日です毎月19日は食育の日です

対 象 	市内在住で65歳以上の人　※申し込み不要
	 	 ※体調の悪い人は参加をご遠慮ください。
参 加 費 無料　 持 ち 物 飲み物・タオル・室内用運動靴・マスク
高齢者福祉課　☎0438（23）2630　 0438（25）1213

（注） 状況により急きょ、中止となるこ
とや、人数を制限することがあり
ます。

（注） 八幡台公民館の開催日程が変更と
なっています。ご注意ください。

老人福祉センター（13：00〜14：30） 14日（土）・28日（土）

自立生活体操（5月分）
　「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。
　感染対策を講じたうえで開催しますので、ぜひご参加ください。
生まれ月ごとの人数制限は解除しました。

今月の献血 救える命がある
期日 5月6日（金）
時間 10：00〜11：45、13：00〜16：00
場所 イオンタウン木更津朝日（健診室）

5/1 （日）

内・小
内・小

外
耳

池田医院
だんや小児科
石井病院
小関耳鼻咽喉科医院

本郷1−4−16
請西2−4−15
新田1−5−31
太田4−16−5

☎0438（41）0766
☎0438（36）7393
☎0438（22）2240
☎0438（25）1187

5/3 （祝）
内・小
内・小

鹿間医院
天野医院

木更津1−2−22
清川2−21−1

☎0438（22）4095
☎0438（97）8211

5/4 （祝）
内・小
内・小

外

真舟外科内科クリニック
竹内基クリニック
はぎわら病院

真舟2−4−16
請西南4−2−9
木更津1−1−36

☎0438（36）1101
☎0438（30）2266
☎0438（22）5111

5/5 （祝）
内・小
内・小

ワイスクリニック
津田医院

本郷1−12−34
東中央2−1−11

☎0438（41）1400
☎0438（25）4171

5/8 （日）
内・小

外
きさらづ循環器内科・外科
石井病院

幸町3−1−12
新田1−5−31

☎0438（53）8121
☎0438（22）2240

5/15（日） 内・小
耳

やまだこどもクリニック
中原耳鼻咽喉科クリニック

ほたる野3−23−6
畑沢南4−1−10

☎0438（30）5325
☎0438（36）6005

5/22（日）
内・小

外
耳

おかもと医院（小児は1歳以上）
石井病院
かみくぼ耳鼻咽喉科

東太田4−1−1
新田1−5−31
請西南5−25−11

☎0438（97）6252
☎0438（22）2240
☎0438（36）0002

5/29（日） 内・小
外

太田山クリニック
木更津東邦病院

太田3−2−2
菅生725−1

☎0438（22）0321
☎0438（98）8111

■ 防災情報テレホンサービス　☎0438（
ニジュウニマもルボーサイ

22）0131　フリー　
ダイヤル（0120）107662 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。

歯の健康づくりコンクール
　80歳になっても20本以上の歯を保つことを目標
とした「8020運動」にちなみ、コンクールを実施し
ます。
歯・口の健康啓発標語（一般の部）コンクール
内 容 むし歯・歯周疾患の予防に関する内容の
もの
対 象 市内在住・在勤の人
申込方法 次の①・②のいずれかで申し込み。
①住所・氏名・電話番号を記載し、はがきまたはファ
クスで申し込み。
②応募フォームから申し込み。
※小学生・中学生の部は学校に
申し込み。
申込期限 5月12日（木）
注意事項 １人１作品の応募に限ります。作品は市
及び県に帰属し、応募作品・氏名・在住在勤などの
情報は広報用として広く活用されます。本事業に
よって取得された個人情報は、本事業以外の目的で
は利用されません。
看護の日・看護週間

日時		 5月8日（日）午前11時〜午後5時
場所		 ①ペリエホール（千葉駅ペリエ７階）
	 	 	 ②Web参加（Webex	meetings使用）
	 	 	 ※	感染拡大時には、Web参加のみとなりま

す。
料 金 無料
内 容 看護の仕事に関する講演、トークイベン
トのパブリックビューイング、体験コーナー、進路
相談コーナーの設置など
申込方法 千葉県看護協会ホームページから申し込
み。
※当日参加も可能ですが、入場制限する場合があり
ます。
（公社）千葉県看護協会　☎043（245）0025

結核・肺がん
検診 胃がん検診 大腸がん検診

レディース
がん検診 乳がん検診 子宮頸がん

検診

応募フォームは
こちら



広報きさらづ広告掲載に関する
お問い合わせは
株式会社ジチタイアド
  ☎092（716）1401

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。

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）

発行/木更津市 市長公室 シティプロモーション課
TEL：0438（23）7460（直通）　FAX：0438（23）9338　 https://www.city.kisarazu.lg.jp
〒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）  

「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。

制作・印刷　ワタナベメディアプロダクツ株式会社

○グラウンド・ゴルフ（個人の部）
集合・受付日時 5月14日（土） 午前8時30分
※雨天の場合は、21日（土）に順延
場所 桜井運動場
対象 小学生以上で市内在住の人
 1009990
○ソフトバレーボール・インディアカ
　（女子・男女混合の部）
集合・受付日時 6月5日（日）午前8時30分
場所 市民体育館　
対象 市内在住・在勤の中学生以上の人で構成されたチー
ム（男女混合の部の男子の出場は2人まで）
 1009996

　小櫃川河口干潟に流れ着いたごみの掃除を行いま
す。希望者は干潟の自然観察会（午後）に参加できます。 
日時 5月15日（日）※雨天中止
・・午前10時〜11時45分　（開会式・干潟の清掃）
・・午後0時30分〜1時30分　（自然観察会）
集合場所 臨時駐車場 ※送迎バスがJR木更津駅みな
と口（西口）より午前9時出発
バス予約方法　住所、氏名、電話番号、乗車人数（ご
本人様含む）をEメール、電話またはファクスで申し
込み（先着33人）。
持ち物　濡れてもよい靴、軍手、帽子、飲み物
※観察会参加の人は弁当、観察用具（任意）
参加費 無料

 ☆成年年齢引き下げに伴う本市の対応について
　本市の対象者は今年度以降も従来どおり20歳
としています。また、対象者を明確にすることな
どを理由として、名称を成人式から「木更津市
二
は た ち

十歳を祝う会」に変更しました。
場所 かずさアカデミアホール
対象 平 成14年4月2日 から 平 成15年4月1日
までに生まれた人（転入・転出した人も参加可）
注意事項
・・対象者への個別案内は行いませんので、直接
会場へお越しください。
・・原則、出身中学校区域の組に参加してくださ
い。市外から転入された人などは、居住地の中
学校区域の組に参加してください。

盤洲干潟クリーン作戦実行委員会事務
局（環境政策課内）　 1004421
☎0438（36）1443　 0438（30）7322

kankyou@city.kisarazu.lg.jp

組分け・時間
組 時間 対象

第1組 午前10時〜10時30分（午前9時10分開場）

木更津第一・木更
津第三・岩根・岩
根西・清川中学校
区域および旧中郷
中学校卒業生

第2組 午後0時20分〜0時50分（午前11時40分開場）

金田・畑沢・波岡
中学校区域および
暁星国際中学校・
志学館中等部卒業
生

第3組 午後2時40分〜3時10分（午後2時開場）
木更津第二・鎌足・
富来田・太田中学
校区域

※最新の情報は市ホームページをご覧ください。
生涯学習課　 1006422
☎0438（23）5278　 0438（25）3991

令和５年木更津市二
は た ち

十歳を祝う会（旧名称：成人式）
申込方法 スポーツ振興課（朝日庁舎）・体育施設・
各公民館で配布している申込用紙に必要事項を記入
の上、Eメール、ファクスまたは持参（土・日曜日、
祝日を除く）で申し込み。※申込用紙は市ホームペー
ジでダウンロード可。
申込期限 
グラウンド・ゴルフ ：5月9日（月）まで
ソフトバレーボール・インディアカ：5月16日（月）
まで
注意事項
・・感染症対策のため、大会の進行方法などが例年と
異なります。

スポーツ振興課　
☎0438（23）5328　 0438（25）3991

taiiku@city.kisarazu.lg.jp

盤洲干潟
� クリーン作戦

木更津市スポーツ・
レクリエーション大会


