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新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮して
打上げは全7回に分散して実施します。
7/23（土）、7/30（土）、8/6（土）、8/13（土）、
8/15（月）、8/20（土）、8/27（土）
※各日とも午後7時20分から10分程度
※荒天の場合は翌日に順延

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。

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。

※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
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6月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

第75回
木更津港まつり（P2）

旧安西家の七夕
半日図書館体験
工作教室、こわ～いおはなし会（P3）

折り紙教室

観光ブルーベリー園
オープン間近!!（P2）

古文書講座

毎月市民の皆さまへ市長が動画で
メッセージをお伝えしています。
◀︎メッセージ動画はこちらから

今月のメッセージ
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木更津市長杯小中学生将棋大会の参加者を募集します市制施行80周年記念事業

　ことしも、ブルーベリーの季節がやってきました。
本市は、年間50トン以上の生食用ブルーベリー
を生産する日本有数の産地です。
　本市の観光ブルーベリー農園では時間無制限
&食べ放題でブルーベリーを楽しめます。
入園料	 大人（中学生以上）1人当たり1,000円
	 	 	 小人（小学生）1人当たり500円

木更津市観光案内所　☎0438（22）7711

観光ブルーベリー農園が
７月16日（土）にオープン！

「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」を策定しました

　新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、地域の皆さまや来　新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、地域の皆さまや来
訪者の皆さまの安全確保を最優先に検討した結果、ことしの「やっさ訪者の皆さまの安全確保を最優先に検討した結果、ことしの「やっさ
いもっさい踊り大会」は中止とし、「花火大会」に代えて下記のとおりいもっさい踊り大会」は中止とし、「花火大会」に代えて下記のとおり
規模縮小、日程分散による「花火打ち上げ」を実施します。規模縮小、日程分散による「花火打ち上げ」を実施します。

日時  9月11日（日）午前10時〜午後4時10分
場所  市民会館	中ホール
大会内容	 個人戦、団体戦　参加資格　県内在住・在学の小中学生
定員  ・・	個人戦：小学生3年生以下32人、小学生4〜6年生32人、中学生32人
	 	 ・ ・ 団体戦：小学生の部8チーム（24人）、中学生の部8チーム（24人）	 	

※1チーム 3人（同一校エントリー制限なし。小中学生それぞれ4チーム
に満たない場合は中止）

第26回参議院議員通常選挙　『投票で　自分のいいね　伝えよう』

申込方法  8月5日（金）までに市ホームページの申し込みフォーム、または氏名・
電話番号・メールアドレス・学校名・学年を記載しEメール、ファクス、郵送、
窓口のいずれかで申し込み（提出の際は、必ず「将棋大会申し込み」と明記）。
※団体戦は、学校を通じて申し込みください。

〒292−8501　朝日3−10−19　文化課（朝日庁舎）
☎0438（23）5314　 0438（25）3991　 1010224
bunka@city.kisarazu.lg.jp	 詳細はこちら

投票できる方　平成16年7月11日以前に生まれ、市内に引き続き3カ月以上住んで
いる方（令和4年3月21日以前に住民登録の手続きをした方）で、選挙人名簿に登載
されている方。
※新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地で投票ができます。転入
届を提出した日から3カ月以上住み続けると、転入先の選挙人名簿に登録されます。
選挙管理委員会事務局　 1001814　☎0438（23）8476　 0438（25）9300

投票日　7月10日（日）午前7時〜午後8時

　「みなとまち木更津の再生」に向けた取り組みを加速
し、金田地区のにぎわいを、木更津駅周辺地区などへ
誘導するとともに、市民が安心安全に暮らせる「災害
に強いまちづくりの実現」のための施設整備などを目
的とした「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」を策
定しました。
　金田地区から旧庁舎跡地にわたる区域を一体的にと
らえたうえで、重点地区を分散して配置し、回遊性と
地域防災力の向上を図ります。
　重点地区のうち、吾妻公園においては、様々な人が
親しめる憩いの場所とするため、ホール、図書館、公
民館、避難所機能などを複合した文化芸術施設を整備
します。また、カフェ・ショップなどの商業施設や駐
車場と合わせ、大屋根広場など緑豊かな環境で屋外で
も活動できる場を整備することで、多世代が気軽に集
い、学べる交流拠点を目指していきます。
公共施設マネジメント課　 1008859
☎0438（23）8698　 0438（23）9338

ふ
る
さ
と

の
風
物
詩

夏

　投票所は、郵送された投票所入場券で確認してください。
期日前投票をご利用ください

期日前投票期間	 6月23日（木）〜7月9日（土）
場所・時間	 〇朝日庁舎会議室A1・A2（午前8時30分〜午後8時）
	 	 	 〇富来田公民館応接室（午前8時30分〜午後5時）
	 	 	 〇イオンモール木更津	イオンホール（午前10時〜午後7時）

打上場所打上場所　中の島公園　※観覧席は設置しません。ご自宅や内港周辺の公園　中の島公園　※観覧席は設置しません。ご自宅や内港周辺の公園
などで密を避けてご覧ください。などで密を避けてご覧ください。
第75回木更津港まつり実行委員会事務局第75回木更津港まつり実行委員会事務局（観光振興課内）（観光振興課内）
☎0438（23）8459　☎0438（23）8459　 0438（23）0075　 10101421010142

日程	 全7回（各日午後7時20分から10分程度）	 全7回（各日午後7時20分から10分程度）

第75回 
 木更津港まつり

花火打上げ日 スポンサー名（敬称略）

7月23日（土）（株）アセットコーポレーション

7月30日（土）
（株）ビッグワンオート、
（株）Vivid Navigation（びびなび）、（株）佐久間、
（株）ハマダ、（株）かずさアカデミアパーク・かず
さアカデミアパーク街づくり協議会

8月6日（土）（一社）木更津港湾愛護協会

8月13日（土）日本製鉄（株）東日本製鉄所君津地区

8月15日（月）共栄運輸（株）

8月20日（土）
関東自動車工業（株）

（有）関東ミニポンプ
（有）関東リース
（株）木更津魚市場

8月27日（土）

夢空間グループ
・・吉村コンセクター（株）
・・吉村コンパイン（有）
・・（有）ケイアールマネージメント
・・ジュエリー夢空間
・・24hエニタイムフィットネス木更津店・幕張西店

〈吾妻公園整備イメージ〉

※花火の打ち上げは、スポンサーの皆さまのご支援をいただ※花火の打ち上げは、スポンサーの皆さまのご支援をいただ
いております。いております。

市制施行80周年記念事業
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　普段は見ることのできない図書館の、裏側の仕事を体験
することができます。
○小学5・6年生の部：（合計3回）各回6人
日時　8月3日（水）	 ①午前9時30分〜正午
	 	 	 	 ②午後1時30分〜4時
	 	 8月17日（水）	 午前9時30分〜正午
○中学生の部：（1回のみ）10人
日時　8月17日（水）	 午後1時30分〜4時
対象  市内小・中学校に通う小学5年生から中学3年生まで
	 	 ※応募者多数の場合、抽選。
申込方法  7月15日（金）までに、図書館の窓口または電話
で希望日と時間を申し込み。
※7月20日（水）頃、応募者全員にはがきで結果をお知らせします。

夏休み企画 図書館を楽しもうよ！「工作教室」 「こわ〜いおはなし会」

工作教室
期日  7月30日（土）
場所  図書館	2階大会議室　対象　小学生
定員  各回30人（要事前申し込み・先着順）
持ち物	 手さげ袋・水筒（水分補給用飲み物）
申込方法  窓口または電話で申し込み。

こわ〜い おはなし会
日時  7月31日（日）
	 	 1回目：午後3時30分〜4時
	 	 2回目：午後4時〜4時30分
会場	 図書館	2階大会議室
内容  おはなし・大型絵本・紙芝居
対象  市内在住の小学生
定員  各回30人（先着順）
	 	 ※申し込み不要。

図書館　 1003100
☎0438（22）3190
0438（22）7509

半 日 図書館員体験

小学1年生〜3年生
時間  	午後1時30分〜
	 	 2時30分　
内容　紙ざらでくるくる
ユーフォーをつくろう

小学4年生〜6年生
時間  午後3時〜4時
内容　ストローとモール
でオブジェをつくろう

　市指定文化財「旧安西家住宅」のガイドをするボ
ランティアの養成講座です。火〜日曜日のうち都合
のよい曜日・時間帯に、あなたもガイドボランティ
アとして活動してみませんか？
日時  7月27日（水）午前10時〜正午
場所  郷土博物館金のすず	3階集会室
定員  15人（先着順）
参加費  無料
持ち物　筆記用具
申込方法  7月20日（水）までに電話・窓口で申し
込み。

休館日：月曜日（祝日にあたるときはその翌日）　開館時間：午前9時〜午後5時（入館・受け付けは午後4時30分まで）
郷土博物館金のすず（太田2−16−2	太田山公園内）　☎0438（23）0011　 0438（23）2230　 1002106

　夏季の特別無料開館を実施します。博物館に涼み
に来ませんか。クールシェア（涼の分かち合いなど
による1人あたりのエアコン使用を見直す取り組
み）は、地球温暖化対策にもなります。
期間  7月16日（土）〜8月31日（水）
場所  郷土博物館金のすず

　笹飾りを飾っています。短冊に願い事を書いて
飾ってみませんか？
期間  7月1日（金）〜9日（土）（午前9時30分〜午後
3時30分、月曜日休館、雨天・強風中止）
場所  市指定文化財「旧安西家住宅」（太田山公園内）

　金鈴塚古墳出土品再整理の成果を、わかりやすく
解説する講座を開催します。
日時  7月23日（土）・8月27日（土）・9月24日（土）・
	 	 10月15日（土）・11月19日（土）・12月17日（土）・
	 	 令和5年1月21日（土）・2月18日（土）	
	 	 ※いずれも午前10時〜正午
場所  郷土博物館金のすず	3階集会室
定員  25人（先着順）※市内在住・在勤・在学者優先
受講料	 無料
講師	 郷土博物館金のすず職員
申込方法  電話・窓口で申し込み。

　古文書学習を始めたい方はぜひご参加ください。
日時  入門編	 7月16日（土）・8月13日（土）
	 	 初級編	 9月10日（土）・10月8日（土）・
	 	 	 	 	 11月12日（土）
　	 ※いずれも午後1時30分〜3時30分
場所  郷土博物館金のすず	3階集会室
定員  各編10人（先着順）	
	 	 ※市内在住・在勤・在学者優先
受講料	 無料
講師	 實形	裕介さん（木更津市史編集委員会	副委員長）
申込方法　電話・窓口で申し込み（入門編・初級編
はそれぞれ別の募集です）。

　一目見たら誰でも作りたくなる立体的なカニの
折り紙にトライしてみませんか？
日時  7月18日（祝）午前10時30分〜11時30分
場所  郷土博物館金のすず	3階集会室
定員  15人（先着順）	※小学生以下は保護者同伴
参加費  無料
持ち物	 はさみ、定規、筆記用具
作品	 カニ（折り図あり）
申込方法  7月12日（火）までに電話・窓口で申し
込み。

折り紙教室

講座「金鈴塚古墳を学ぶ」

市指定文化財「旧安西家住宅」
ガイドボランティア養成講座 古文書講座（入門編・初級編）

きさらづ歳時記
「旧安西家住宅の七夕」

郷土博物館金のすず
特別無料開館・クールシェア

　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取組紹介

　市では、地域が抱える様々な課
題の解決に向けて、市民活動団体
などが自主的・自発的に行う市民
活動を支援しています。

生き生きボール運動の会
　高齢者の運動量を増やし認知症
を予防するための「ボール運動」の
活動、普及事業を実施しています。
ボール運動とは、15㎝の柔らかい
ボールを2個使って音楽に合わせ
楽しく無理なく出来る運動のこと
です。金田地域交流センター、桜
井公民館で実施しており、今年度

令和4年度協働のまちづくり活動支援事業

〇株式会社伊藤園 木更津支店（№45）
　市内の量販店やイベントで「伊藤園
ティーテイスター（厚生労働省認定社
内検定）」資格保有者による「大茶会」を
開催し、市民の皆さまの生活シーンに
合わせたお茶のおいしさ、楽しみ方を
発信しています。

〇生活協同組合コープみらい（№46）
　食品や生活雑貨などの宅配及び店
舗事業を中心に福祉事業、再生可能
エネルギーを活用した電気事業、た
すけあい共済を中心とした保障事業
などくらしに密着した各種事業を展
開、また、組合員のくらしや地域社
会で生まれた課題を解決し、豊かな
地域社会の実現を目指して「食」「く
らし」「つながり」
の3つのテーマを
もとに活動を進め
ています。

中に文京公民館を拠点とした活動を実施
予定です。11月には、ボール競技やダンス
など楽しい発表の場を開催予定です。グ
ループ運動で話し合える機会が多く参加
者同士の交流が深まります。
市民活動支援課
☎0438（23）8610　 0438（25）3566

支援団体の活動紹介 オーガニックシティ推進課
　☎0438（23）8049　 0438（23）9338

宣言企業に
ついて



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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　マイナンバーカードを使って予約・申し込みを行うと、キャッシュレス決済サービ
スで使える「マイナポイント」がもらえます。
①	マイナンバーカードを持っていてマイナポイント第1弾に申し込んでいない方（これ
から取得される方も含む）	…	最大5,000円相当	 	
※選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、利用金額の
25％分のポイントがもらえます。	 1006050

②健康保険証として申し込みを行った方（既に行った方も含む）	…	7,500円相当
③公金受取口座の登録を行った方（既に行った方も含む）	…7,500円相当
対象者　9月30日（金）までにマイナンバーカードを申請した方
申込期間　令和5年2月28日（火）まで

新型コロナワクチン接種情報 健康推進課　☎0438（38）4876　 0438（25）1350
〒292−8501　朝日3−10−19

自宅療養中の方への
食料支援　 1009250

18歳以上の方の
3回目接種　 1009468

最大20,000円のポイントがもらえます

令和4年度 住民税非課税世帯等臨時特別給付金

4回目接種のお知らせ　 接種費用 　無料（全額公費負担）

　重症化予防を目的として、4回目のワクチン接種を実施しています。

対象者
　新型コロナワクチン 3回目接種から5カ月以上経過している次のいずれかの方
●60歳以上の方
●基礎疾患がある18歳以上60歳未満の方

接種券の発送
●60歳以上の方は、3回目の接種から4カ月が経過する月に順次接種券を発送します。
発送スケジュール
3回目を接種した月 4回目が接種できる月 接種券発送予定日
令和4年3月 8月 7月25日（月）
令和4年4月 9月 8月25日（木）

●基礎疾患がある18歳以上60歳未満の方は、接種券の申請が必要です。
申請方法	 市ホームページの申し込みフォーム、郵送、専用コールセン
ター☎（0120）357163、健康推進課窓口で申し込み。　	 1010102

詳しくはこちら

―夏休みを利用した新型コロナワクチン集団接種―  
　夏休みは、特に若い世代の方の活動が活発になり、感染拡大が予測されます。
そのため、夏休み期間中に集団接種の日程を設けました。ぜひ接種をご検討ください。
接種日時	 8月11日（祝）午前9時30分〜午後3時30分
接種場所	 市民総合福祉会館（潮見2−9）
予約開始日　7月6日（水）午前9時〜　定員　250人
予約方法	 1.木更津市予約システム「らづワクチン」
	 	 	 	 2.専用コールセンター	☎（0120）357163
取り扱いワクチン　ファイザー社製のみ
注意事項	 中学生以下は保護者の方の同伴が必要です。
★協力医療機関で接種する個別接種も実施しています。予約方法などは、接種券に同封している「お知らせ」や市ホー
ムページをご覧ください。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくは
こちら

接種履歴の問い合わせについて
　旅行会社のキャンペーンなどで接
種済証の提示を求められる場面が増
えています。お出かけ先から電話な
どで問い合わせをいただいても、市
ではお答えできませんので、忘れず
に接種済証をお持ちください。

支給額	 児童1人当たり一律5万円（支給は1回のみ）
申請期間 	 令和5年2月28日（火）まで（開始時期は7月中旬頃を予定）
　受給要件や申込方法、その他詳細について、市ホームページをご覧ください。
・・ひとり親世帯　 1010187　
・・ひとり親世帯以外の子育て世帯　 1010186　
厚生労働省コールセンター（受付時間：平日の午前9時〜午後6時）
☎（0120）400903　 （0120）300466
子育て支援課　☎0438（23）7243　 0438（25）1350

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

　マイナンバーカードの写真撮影（無料）から申請までのサポートを実
施しています。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。
●希望者へ出張申請受付サービスを実施しています
　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。ご予約・ご相談は市民課までご連絡ください。
人数　希望者が5人以上（市内在住の方に限る）　
場所　公民館・事務所など（ご相談ください）
●マイナンバーカードの申請書を再送付します
　マイナンバーカードを申請されていない方（75歳以上の方、令和4年
4月以降に出生・国外転入された方などは除く）に、地方公共団体情報
システム機構より、7月から順次発送を開始します。	※申請書は市民課
窓口でも発行できます。本人確認書類をお持ちのうえお越しください。

マイナンバーカード申請補助サービス実施中です
	 1006050                                        

ポイント付与を受ける決済に「アクアコイン」も選択可能です
君津信用組合　☎0438（20）1122

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

支給額　１世帯当たり10万円（既に本給付金の給付を受けた世帯は対象外）

対 象 世 帯
①住民税非課税世帯
　市から確認書を7月下旬頃より
順次発送します。一部、申請書に
よる申請が必要となる世帯があ
ります。

②家計急変世帯（要申請）
　①のほか申請時点で木更津市に住民
登録があり、新型コロナウイルス感染
症の影響により、令和4年1月から9月
までの間に家計が急変した世帯。

　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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

接種場所
個別接種（医療機関での接種）　 1010135		※予約必須
　予約方法・取り扱いワクチンは、接種券に同封する「お知らせ」や市ホーム
ページをご覧ください。

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見2−9））	 1008300		※予約優先
取り扱いワクチン：武田/モデルナ社製のみ
予約開始日（午前9時から） 接種日 時間：午前9時30分〜午後3時30分

7月6日（水） 7月16日（土）・17日（日）・30日（土）・31日（日）
7月20日（水） 8月6日（土）・7日（日）

予約方法
1.木更津市予約システム「らづワクチン」で予約
2.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）
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。

らづワクチン

令和4年6月21日（火）時点で、新型コロナワクチン接種（1回目接種〜4回目接種全て）を受けられる期間は
全国共通で令和4年9月30日（金）までとなっています。接種を希望される方は、お早めにお済ませください。

12歳から
17歳までの方の

３回目
接種限定
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　毎年8月に行っている児童扶養手当の現況届およ
び、ひとり親家庭等医療費等助成受給券の年度更新
の届け出は、今年度から「市公式アプリらづナビ」で
の予約制となります。詳細は、7月下旬に送付する現
況届などの通知に同封しますので、ご確認ください。

子育て支援課　 
☎0438（23）7243

0438（25）1350

児童扶養手当現況届・
ひとり親家庭等医療費等助成受給券の

年度更新書類の届け出が
予約制になります

  認知症で徘徊のおそれがある高齢者などの安全の確保
と介護者の精神的負担の軽減を図るため「見守りシール」
を交付しています（要申し込み）。

利用料　1人当たり1時間700円
（2人目以降は1時間350円）

活動内容　保育園・幼稚園・習い事への送迎、ワク
チン接種の間の預かりなど
活動時間　午前6時～午後8時
※ひとり親などの方が利用した場合、その費用の一
部を助成する「木更津市ひとり親等ファミリー・サ
ポート・センター利用助成事業」が始まりました。助
成を希望される方は子育て支援課（朝日庁舎）で事前
の登録申請が必要です。

ひとり親等助成額　利用料およびキャンセル料の半
額分（交通費などの実費負担は除く）
市ホームページをご確認のうえ、書類をそろえて申
請してください（印鑑をお持ちください）。

木更津市ファミリー・サポート・センター
（市民総合福祉会館内）　☎0438（22）3833

（開所時間：月～金（祝日、年末年始を除く）午前9
時～午後4時30分）

ファミリー・サポート・センター

負担割合証（桃色）を
7月15日（金）に発送します介護保険を

ご利用の皆さんへ

対象  市内在住の在宅高齢者のうち、次のいずれかに該
当する方
①徘徊で警察に通報され保護されたことがある方
②介護認定を受けていて、徘徊のおそれがある方
交付数　1セット（蓄光シール 10枚＋耐洗ラベル 40枚）
費用　無料
申込方法　介護者が申請書類を窓口で申し込み。

高齢者福祉課（朝日庁舎）
☎0438（23）2630　 0438（25）1213

認知症高齢者等 見守りシール
見守りシールは認知症の方
にとってお守りです。
貼っている方を見かけた
ら、声をかけてください。

見守りシール

　「ファミサポ」は、子育てを手伝ってほし
い方（依頼会員）と手伝いたい方（提供会員）
が会員となり、地域で子育てを助け合う有
償相互援助活動です。
利用できる方　市内在住・在勤の生後6か
月から小学6年生のお子さんのいる保護者

　ぜひお気軽にご相談ください。
名称 電話番号

木更津市指定相談支援事業所・　
ほっと

☎0438（97）8556
0438（97）8566

相談支援事業所　はちどり
（上総喜望の郷内）

☎0438（53）8849
0438（53）5883

木更津市指定相談支援事業所
ひつじぐも（のぞみ牧場学園内）

☎0438（53）5222
0438（53）5223

相談支援センター　晴
ハル ☎0438（97）5118

0438（75）7445
障がい福祉課（朝日庁舎）

☎0438（23）8499　 0438（25）1213

障がいのある方に関する
一般的な相談を無料で

行っています

　公共施設や商業施設などに設置されている障害者
等用駐車区画の利用対象者を限定して、歩行困難者
が区画を利用しやすくするために、県や市で利用者
証を交付しています。
対象  日常生活の中で、障がいなどを理由に歩行が
困難であると認められる方（障がい者、介護認定を
受けた高齢者、難病患者、妊産婦、けが人）
申込方法　申請書の提出および障害者手帳など確認
書類の提示（郵送の場合は写しの添付）。

障がい福祉課（朝日庁舎）
☎0438（23）8513　 0438（25）1213
〒260−8667　千葉市中央区市場町1−1
千葉県健康福祉指導課（郵送のみ）

　　　☎043（223）3924

ちば障害者等用
駐車区画利用証制度

（パーキング・パーミット制度）

　65歳以上の方に介護保険料納入通知書を送付し
ます。なお、今年度7月以降に65歳になる方には、
誕生月に介護保険被保険者証を、翌月に介護保険料
納入通知書を送付します。
〇納付方法の確認をお願いします
特別徴収　年金から2か月分の保険料が差し引かれ
ます（老齢福祉年金などは除く）。
普通徴収　納付書で納めてください（納入通知書に
添付）。口座振替にすると納め忘れがなく便利です。
介護保険料が減免となる場合
　新型コロナウイルス感染症の影響で、主な生計維
持者の収入が前年の10分の3以上減少の見込があ
る場合などは、減免となる場合があります。
介護保険課（朝日庁舎）　　　　    
☎0438（23）7161　 0438（25）1213

令和４年度 介護保険料納入通知書を
７月４日（月）に発送します

見守りシールデザイン

二次元コードを読みとると、
デモムービーをご覧いただけます。

要支援・要介護認定を受けている方に発送します。

〇 負担限度額認定証（水色）をお持ちの方は更新手続きが必要です
　8月1日（月）以降も認定が必要な方は、資産の額が分かる書類（通帳や有価
証券の残高の写しなど）を7月29日（金）までに介護保険課へ持参のうえ、手
続きをお願いします。
負担限度額認定の対象となる要件（収入区分と預貯金などの額のいずれにも該当）

収入区分 預貯金等の額※3

・・生活保護者
・・世帯全員※1が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受
給者

単身1000万円以下
夫婦2000万円以下

世帯全員が住民税非課税者で、本人の年金収入額※2+その他
の合計所得金額が80万円以下の方

単身650万円以下
夫婦1650万円以下

世帯全員が住民税非課税者で、本人の年金収入額+その他の
合計所得金額が80万円超120万円以下の方

単身550万円以下
夫婦1550万円以下

世帯全員が住民税非課税者で、本人の年金収入額+その他の
合計所得金額が120万円超の方

単身500万円以下
夫婦1500万円以下

※1　別世帯の配偶者を含みます。
※2　年金収入額については、非課税年金（遺族年金・障害年金）を含みます。
※3　収入区分ごとに要件となる預貯金の額が異なります。

〇 第三者行為による 
介護保険サービスの利用

　交通事故などが原因で介
護保険サービスを利用する
ことになった場合、 介護保
険給付相当額を保険者（本
市）が一時的に立て替えて、
後で加害者（第三者）へ請求
することになるため、届け
出をお願いします。

介護保険課（朝日庁舎）
☎0438（23）7178

0438（25）1213　

持ち物に貼るシール、 服などに
アイロンで貼り付けるラベルが
あります。
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　市長選挙のため骨格予算であった当初予算と合
わせた額は531億5,692万6千円（当初予算比
2.5％増、対前年度当初比12.5％増）となりました。
　また、一般会計と特別会計・公営企業会計を
合わせた予算規模は851億9,436万7千円（当初
予算比1.6％増、対前年度当初比9.3％増）となり
ました。

　補正予算は、政策的事業の計上を中心としつ
つ、さらに、当初予算編成以降に生じた事由に
より、緊急性を有し、6月補正で予算措置しなけ
れば事業の執行に支障をきたすものについて計
上しました。
　今後も、効果的かつ健全な財政運営を念頭に
置き、持続可能な財政基盤の確立を目指します。

6月市議会定例会で成立
令和4年度6月補正予算成立により、実質的な予算スタート

　詳しくは市ホームページをご覧ください。
※個人での応募はできません。
●募集施設①：市民活動支援センター
指定期間	　令和５年４月１日〜令和7年3月31日
（2年間）

市民活動支援課　 1010253
☎0438（23）8610　 0438（25）3566

●募集施設②：木更津市民会館
指定期間	　令和5年4月1日〜令和8年3月31日
（3年間）

総務課　 1010247
☎0438（23）7098　 0438（25）1351

経営改革課（記事に関する問い合わせ）
☎0438（23）7410　 0438（23）9338

対象世帯		 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
の間に婚姻届が受理された夫婦で、年齢や所得など全
ての要件を満たす世帯
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
補助対象		 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
の間に支払った新居の①購入費②家賃、敷金・礼金、
共益費、仲介手数料③リフォーム費④引越費用

新婚生活を応援！

　がけ地付近に新しく建築物を建てる場合には、建
築基準法などの制限がかかります。そこで市では、
がけ崩れの危険がある「がけ地」付近の敷地に建っ
ている住宅を撤去して安全な場所に移転する場合
に、費用の一部を補助します。

指定管理者を募集します

安心・安全でいきいきとした暮らしづくり
・ ・ 岩根人道跨線橋エレベーター設置事業費  

 1億9,056万8千円 
岩根人道跨線橋へエレベーターを設置し、巌根駅
周辺の一体的なバリアフリー化を図ります。
・・ 救助工作車購入費　1億9千万円 
消防力の充実・強化のため、老朽化した救助工作
車を更新整備します。

子どもを育む環境づくり
・・産婦健康診査事業費　1,010万4千円
産後うつの予防や新生児への虐待予防のため、産
婦健康診査の費用を助成し、母子に対する支援の
強化を図ります。
・ ・ きさらづ特認校児童送迎用バス運行委託事業費
 　1,200万円
特色ある学校づくりを推進しているきさらづ特認
校において、通学の利便性の向上と児童数の増加、
地域の活性化を図ることを目的に、スクールバス
を運行します。

まちを支える人づくり
・・木更津スポーツフェスタ事業費　407万円
こどもたちを中心にスポーツを始める機会とし
て、さまざまなスポーツを体験できるイベント
「チャレスポin	KISARAZU」を開催します。
・・木更津アートプロジェクト事業費　1,000万円
JR木更津駅周辺の中心市街地において、アート
制作ワークショップやアート作品展示を開催し、
市民が芸術に触れる機会を提供します。

《性質別区分》
経常的経費

人件費や扶助費など毎年度必要となる経費
予算の76.5％（前年度比7.7％増）

投資的経費
道路、公園、学校の建設など社会資本整備に必要な経費

予算の14.4％（前年度比66.3％増）

申請期間　8月1日〜令和5年3月31日（予算の上
限に達した時点で、受け付けを終了します。）
申請書等配布場所　市ホームページ・市民課窓口

市民課（朝日庁舎）　 1009888
☎0438（23）7253　 0438（22）4631

対象　千葉県建築基準法施行条例で規制されている
角度30度・高さ２ｍを超えるがけ地付近（規制の範囲）
にある、昭和47年10月19日以前に建築された住宅
で、その後増改築などを行っていないもの。
補助の内容　①建物除却費：危険住宅の除却に必要
な経費（上限97万５千円）　②建物建設費：移転先住
宅の建築（購入）資金を金融機関から借り入れた場合
の利子に相当する額（上限：建物325万円、土地取得
96万円）
※この補助事業は令和5年度以降の実施となります。
建築指導課　 1001424
☎0438（23）8596　 0438（22）4736

規制の範囲

建築物

建築物

2.0×がけの高さ

がけの高さ
2m超

角度
30度超

がけの下部

1.5×がけの高さがけの上部

がけ地付近の危険住宅に移転費用の一部を補助しています

新婚世帯に最大30万円を補助します

まちのにぎわい・活力づくり
・・アクアコイン普及推進事業費　1,700万円
アクアコインの普及推進に係る経費に加え、銀行
口座からのチャージ機能を追加し、さらなる利便
性の向上を図ります。
・ ・ 学校給食指定食材戦略的生産促進事業費  

 104万4千円
公立小・中学校の学校給食への提供のため、市が
指定する食材の生産・配送に協力する生産者を支
援し、こどもたちの食育や地産地消の推進を図り
ます。

まちの快適・うるおい空間づくり
・・市街地循環バス運行委託費　1,636万円
持続可能なバス路線網の再構築を目指し、市街地
循環バスの実証運行を実施します。
・・街なか居住マンション取得助成事業費 3,200万円
中心市街地への移住・定住を促進し、地域の活性
化を図るため、補助金を受けて建設された3棟目
のマンションの住戸取得者に対し助成を行います。

構想の実現に向けて
・・シティプロモーションサポート事業費　352万円
効果的・戦略的な情報発信を行うため、情報発信
のサポート体制を構築し、市全体の情報発信力の
強化を図ります。
・・結婚新生活支援事業費　547万円
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯
に対し、新生活に必要な住宅費や引越費用、リ
フォーム費用の一部を助成します。

令和４年度予算　施政方針に基づく主な事業

区分 予算額
(単位:千円) 説明

民生費 21,556,813 主に福祉関係に必要なお金
衛生費 8,739,805 ごみ対策や保健衛生に必要なお金

総務費 6,320,401 市役所の管理事務や企画調整など
に必要なお金

土木費 5,119,331 道路・橋・公園などの整備に必要
なお金

教育費 4,181,638 教育・文化の振興などに必要なお
金

公債費 3,452,154 市が借り入れたお金(市債)の返済
に必要なお金

消防費 1,924,521 消防行政に必要なお金

その他 1,862,263 農林水産業費・商工費・議会費・
労働費など

歳出
531億5,692万6千円

その他
3.4％

消防費
3.6％

公債費
6.5％

教育費
7.9％

土木費
9.6％

総務費
11.9％

衛生費
16.5％

民生費
40.6％
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■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

7日（木）
21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
　4日（月）、11日（月）、19日（火）、25日（月）、29日（金）

　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

「はじめて〇〇したときに読む物語」と
いう共通テーマで、四人の作家が書いた
短編集。たとえば宮部みゆきの作品は、
量子加速器の爆発事故でうまれたパラレ
ルワールド、平和な世界の第一鏡界とレ
ジスタンスの暗躍する第二鏡界を舞台に
した、「 はじめて容疑者になったときに
読む物語」です。ある日、第一鏡界で平凡

な暮らしをしている主人公は、妻から、娘の「夏穂」の身柄が
拘束されたと連絡を受けます。第二鏡界で起こったテロ事件
に、第二鏡界側の「夏穂」が関わっていたからです。しかし、第
一鏡界の「夏穂」は反抗期ながらも、正義感の強いごく普通の
高校生にすぎません。第一鏡界側の「夏穂」が拘束される、本当
の理由とは……？読了後、「色違いのトランプ」というタイト
ルを振り返りたくなる傑作です。

『はじめての』
島本理生　辻村美月　宮部みゆき　森絵都　著

文藝春秋

になる本気図書館スタッフの

　市民活動団体などが実施する公益的な
プロジェクト（活動）に、アクアコインや
アクアポイント(行政ポイント含む)によ
る寄附ができるようになります。
※寄附を行うにはアクアコインアプリが
必要です。	 1004427
★寄附を募る団体も随時募集中です!
	 1008716
市民活動支援課　
☎0438（23）7492
0438（25）3566

君津信用組合
☎0438（20）1122

◆作り方
①	キャベツはざく切りに、きゅうりは輪切りに、にんじ
んはせん切りにする。
②野菜はそれぞれゆでておき、粗熱をとる。
③Ⓐを混ぜ合わせてドレッシングを作る。
④粗熱をとった野菜をあわせて、Ⓐで和える。
★	野菜はゆでずに、軽く塩でもんで水分を切ってから和
えても美味しく召し上がれます。
農林水産課	 ☎0438（23）8445　 0438（23）0075

　「世界一栄養がない果実」
として、ギネスブックに掲
載されていますが、約95％
が水分で、カリウムが豊富。
利尿・むくみ改善、高血圧・
動脈硬化予防などが期待できます。
　本市では、富来田地区などで栽培されています。

さっぱり食べられる！　レモン果汁サラダ
◆材料（2人分）（調理時間10分）

「きゅうり」

キャベツ		 	80g(約1枚)
きゅうり		 	25g(約1/4本)
にんじん		 	20g(約1/7本)
ホールコーン		 	10ｇ

旬の地元産
農林水産物を食べよう！

市民活動団体などの市民活動団体などの
プロジェクト（活動）にプロジェクト（活動）に
寄附して応援しませんか？寄附して応援しませんか？
～きさらづみらい応援プロジェクト～～きさらづみらい応援プロジェクト～

Ⓐ

◇すし処つどい 
　2020年9月、JR木更津駅東口に
開業したお寿司屋さん。
　人が自然と集まる店にしたいとい
うことで「つどい（集）」と命名しまし
た。鮪は天然マグロ・生マグロ、日
本酒は千葉県産のみ、小櫃の湧き水
とガス窯でお米を炊く、と素材への
こだわりがたっぷりの人気店です。

事業者からのコメント
　右も左もわからない私にコンセプトや事業計画の書き方、融資な
ど、一から全て相談にのって頂き無事に開業することができました。

開業後もコロナ禍ではありましたが、なんとか少しずつ軌道にのせ
ることができました。現在も大変お世話になっています。
木更津市産業・創業支援センター「らづｰBiz」	 ☎0438（53）7100

木更津をもっと元気に!
らづｰBizの創業支援事業者を紹介

　新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を受ける地域の消費喚起を行うため、
ポイント還元キャンペーンを実施します。	※このキャンペーンは「わくわく広場」を運営
する株式会社タカヨシ	代表取締役会長	髙品	政明	氏個人からの寄附を原資に実施します。
期間	 令和5年3月31日（金）まで	※還元額が予算額に達した時点で終了。
還元率	 アクアコインでの1カ月累計利用額の5％
還元限度		 1カ月5,000ポイントまで（1人あたり）
還元日	 利用月の1カ月分のポイントを翌月15日に還元。
注意事項		 	公金（市役所・公民館・税金）の支払い・ポイン

トでの支払いは対象外。
★地域を応援しませんか？ 寄附金を募集中
　市では、アクアコインを通じた地域経済振興などに対し
寄附金を募集しています。頂いた寄附金はキャンペーンの
原資などに活用させていただきます。
産業振興課　☎0438（23）8460　 0438（23）0075
君津信用組合　☎0438（20）1122

キャンペーン地域を
元気に！

アクアコイン

ツ
マ
ミ
が
左
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
と

ポ
イ
ン
ト
支
払
い
に
な
り
ま
せ
ん

市と学校のパイプ役
校内放送で市の情報や出来事を
伝える通信員を紹介します。声の広報きさらづ通信員を紹介声の広報きさらづ通信員を紹介

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

今回は小学校の通信員の紹介です（中学校は8月号でお知らせします）。

　市立小・中学校の体育館や運動場などを、学校教
育に支障のない範囲で地域の皆様の健康体力づくり
の場として開放しています。
※ことし8月から、新たに木更津第一中学校の武道
場も開放します（事前登録がない場合は、8月からの利
用はできません）。
開放校　木更津第一中学校　開放施設　武道場　
日時　毎週水・土曜日：午後7時〜9時
登録できる団体　市内在住・在勤・在学の方で構
成された成人を含む5人以上のスポーツ活動を目的
とする団体

木更津第一中学校武道場の利用団体登録申請の受付を開始します
※競技種目によって利用できない場合があります。
登録申請方法　スポーツ振興課（朝日庁舎）で配布し
ている登録申請書・団体員名簿に必要事項を記入の
うえ、7月11日（月）までにEメール・郵送（必着）また
は持参（土・日曜日、祝日を除く）。
※登録申請書・団体員名簿は、市ホームページから
ダウンロードできます。

〒292−8501　朝日3−10−19　
　　 スポーツ振興課（朝日庁舎）　 1009690

☎0438（23）5319　 0438（25）3991
taiiku@city.kisarazu.lg.jp

学校名・学年 名　前

木更津第一小 6年 中
なかしま
島　龍

りゅう
輝
き
さん 髙

たか
田
だ
　唯
ゆい
翔
と
さん

木更津第二小 6年 比
ひ ご
護　彩

あや
乃
の
さん 髙

たか
橋
はし
　希

の
愛
あ
さん

東 清 小 6年 櫻
さくらい
井　暖

あつ
士
し
さん 星

ほしの
野　凜

りん
華
か
さん

西 清 小 6年 中
なかむら
村　那

な ぎ
生さん 粕

かすや
谷　彪

あや
斗
と
さん

南 清 小 6年 八
やしろ
代　希

のぞ
美
み
さん 臼

うすい
井　詩

し
音
おん
さん

清 見 台 小 6年 佐
さ さ き
々木　悠

ゆ
衣
い
さん 吉

よしむら
村　莉

り
咲
さ
さん

祇 園 小 6年 久
く ぼ た
保田　琴

こと
子
ね
さん 日

ひより
和　　愛

あい
さん

岩 根 小 6年 澤
さわざき
崎　結

ゆ
茉
ま
さん 髙

たかしな
品　建

けん
人
と
さん

高 柳 小 6年 山
やまかわ
川　　佑

たすく
さん 椎

しいづ
津　勇

いさ
稔
な
さん

学校名・学年 名　前

波 岡 小 6年 黒
くろかわ
川　ありささん 岡

おかだ
田　和

かず
真
ま
さん

鎌 足 小 6年 桑
くわだ
田　真

まな
伽
か
さん 伊

いとう
藤　留

る り
瑠さん

金 田 小 6年 高
たかがき
垣　心

ここ
寧
ね
さん 押

おしもと
本　凛

り
音
おん
さん

中 郷 小 6年 大
おおの
野　海

み ゆ
羽さん 松

まつもと
本　里

り
音
おん
さん

富 来 田 小 6年 山
やまだ
田　晴

はる
可
か
さん 鴇

ときた
田	玲

れ
緒
お
南
な
さん

畑 沢 小 6年 川
かわ
　　凜

り
緒
お
さん 酒

さかい
井　琉

りゅう
将
ま
さん

請 西 小 6年 松
まつもと
本　梗

こう
獅
し
さん 松

まつい
井　亮

りょう
斗
と
さん

八 幡 台 小 6年 安
やすむね
旨　　翔

しょう
さん 昆

こんの
野　凛

りん
子
こ
さん

真 舟 小 6年 尾
おがた
形　厚

あつ
樹
き
さん 小

こやなぎ
柳　悠

ゆう
人
と
さん

暁星国際小 6年 葛
かつ
　　曦

ひ
然
かり
さん 二

にのみや
宮　碧

み
咲
さき
さん

レモン汁		 	小さじ1と1/2
砂糖		 	小さじ1
サラダ油		 	小さじ1/2
酢、塩・こしょう
　　			 	少々 (お好みで)
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開催や周知については、みらいラボにて
行いますので、ボランティア経験のない
方でも、お気軽にご連絡ください。

市民活動支援センター「きさら
づみらいラボ」　☎0438（53）7070

令和4年度狩猟免許試験
試験日
第一種、第二種銃猟：8月4日（木）	
網、わな猟：8月5日（金）
わな猟：8月28日（日）
場所	 千葉県射撃場（8月28日（日）
のみ南房総市役所）
事前申込受付期間　7月15日（金）まで
事前申込方法　ちば電子申請サービス
※申込後、受付通知が届いたら、申
請書などを提出。

君津地域振興事務所地域環境
保全課　☎0438（23）2285
 千葉県　狩猟免許試験 検索

イベント・催し
障がい者支援施設販売会・展示会

　障がい者施設の皆さまが作ったマ
フィン、菓子パンおよび雑貨などを
販売するほか、車椅子ラグビーの競
技用車椅子などを展示します。
日時	 7月30日（土）午前10時〜午後3時
場所	 海ほたるパーキング 4階
障がい福祉課　　

☎0438（23）8499	 0438（25）1213

かずさアカデミアホールの催し物
●第22回全国産地シンポジウム2022　
ブルーベリー in木更津大会
日時	 7月1日（金）正午〜午後5時、
7月2日（土）午前8時50分〜午後3時
30分
場所	 メインホールほか
※入場無料(シンポジウム参加は有料)
※7月2日（土）は産地見学（要事前登録）
●親子で楽しむ工作教室
日時	 7月23日（土）・24日（日）・
30日（土）・31日（日）午前10時〜午
後3時
場所	 1階会議室
参加費	 1,000円〜1,800円
申込方法		 7月9日（土）午前10時か
らWEB（かずさアカデミアホール
ホームページ）で申し込み。
かずさアカデミアホール

	 ☎0438（20）5555

お知らせ
木更津駅前西口駐車場営業終了
のお知らせ

　木更津駅前西口駐車場は令和5年
3月22日（水）をもって営業終了する
ことになりました。定期券や回数券
をお持ちの方に対する対応は、追っ
て市ホームページや広報きさらづで
お知らせします。定期券や回数券購
入の際はご留意ください。
　なお、地下駐輪場は令和5年3月
31日（金）までご利用可能です。
市街地整備課

☎0438（23）8468	 0438（22）4736

重度心身障害者医療費助成制度
の受給券の更新（8月）

　令和4年8月1日から使用できる
受給券を7月下旬頃に対象者へ発送
します。受給券が届いたら、記載内
容に誤りがないか必ず確認してくだ
さい。※保険証など変更になった場
合は手続きが必要となります。

障がい福祉課　　　　　　
☎0438（23）8513	 0438（25）1213

木更津都市計画の変更に	
係る案の縦覧

　都市計画の案について、皆さまか
ら意見を伺うために縦覧します。
縦覧期間		 7月15日（金）〜29日（金）
※土・日曜日、祝日を除く。
縦覧場所		 都市政策課（朝日庁舎）
内容	 都市計画駐車場、道路、用途
地域、地区計画（金田西地区）の変更
意見書受付期間	 7月15日（金）〜29
日（金）　
対象	 本市の住民及び利害関係人　
提出方法		 市長宛ての意見書（800字
以内で住所、氏名、電話番号記載）を
期間内に都市政策課へ持参または郵
送（期間内消印有効）	

都市政策課（朝日庁舎）
	 1010148
☎0438（23）8466	 0438（22）4736

勤労者退職金等共済掛金補助金
　中小企業の従業員の福祉の向上と
雇用の安定を図るため、勤労者退職金
共済機構または特定退職金共済団体
による退職金制度に加入した場合に
その掛金の一部を補助する制度です。

申請期限		※年2回あります。
①8月15日（月）まで
②令和5年2月15日（水）	まで
産業振興課	 1002962

☎0438（23）8460	 0438（23）0075

産業廃棄物処理施設変更許可申請
に係る関係図書の縦覧（千葉県）

縦覧期間		 8月1日（月）まで	
※土・日曜日、祝日を除く。
縦覧場所		 君津地域振興事務所地域
環境保全課（貝渕3−13−34）、木
更津市まち美化推進課（クリーンセ
ンター内）、朝日庁舎庁内案内
内容	 杉田建材株式会社が市原市万
田野字行合410番ほか70筆で計画
している産業廃棄物最終処分場（安
定型）の変更に関する産業廃棄物処
理施設変更許可申請書について
意見書受付期間	 8月16日（火）まで
提出方法　任意の様式に住所・氏名・
性別・職業・年齢・意見を記入のう
え、千葉県廃棄物指導課まで持参ま
たは郵送（当日消印有効）。

〒260−8667　千葉市中央区
市場町1−1　千葉県	廃棄物指導課
☎043（223）2697

（仮称）千葉袖ケ浦天然ガス発電
所建設計画環境影響評価準備書
に対する住民等意見についての
事業者見解書の縦覧

期間	 7月15日（金）〜29日（金）	
※各施設の閉庁日・閉館日は除く。
時間	 午前8時30分〜午後5時15分
（各施設の開館時間により前後）
場所	 環境政策課（クリーンセンター
内）・朝日庁舎	行政資料コーナー・岩
根公民館・中郷公民館・金田出張所（金
田地域交流センター「きさてらす」内）
環境政策課　

☎0438（36）1442 0438（30）7322

こころが少しでも楽になるように	
少しほっとするコラム

　市ホームページに掲載していま
す。また、悩みに応じた相談窓口一
覧も掲載しています。　
自立支援課	 1007887	

	 1009997
☎0438（23）6716	 0438（25）1213

　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 7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

7月18日（月・祝）

らづナビ
から予約

【事業者の方へ】インボイス制度
説明会

　令和5年10月から開始される「消費
税の適格請求書等保存方式（インボイ
ス制度）」についての制度説明会です。
期日	 7月20日（水）
時間	 課税事業者：午前10時〜11時
	 	 免税事業者：午後1時30分〜3時
場所	 中央公民館　3階多目的ホー
ル（アクア木更津B館）
定員	 各100人（先着順）
申込方法		 電話で申し込み。

木更津税務署	法人税第1部門
☎0438（23）6161　内線613
 
夏の交通安全運動

　自転車の安全な利用や、子どもや
高齢者など歩行者の安全確保、横断
歩道前での一時停止（ゼブラストッ
プ）などを行いましょう。
スローガン
自転車も ルールを守る ドライバー
期間	 7月10日（日）〜19日（火）
市民活動支援課

☎0438（23）7492	 0438（25）3566

相談
【みらいラボ】専門家による市民
活動無料相談会

日時	 毎月第4土曜日の午後1時・
午後2時・午後3時・午後4時（各回
40分予約制）
場所	 市民活動支援センター「きさ
らづみらいラボ」（中央1−1−6）
相談例　市民活動団体の設立・運営、
助成金申請、NPO法人の設立など
申込方法		 専用の申し込みフォーム
または電話で申し込み。

市民活動支援センター「きさら
づみらいラボ」　☎0438（53）7070

 
税の無料相談（要予約）

日時	 7月13日（水）午前10時〜午後3時
場所	 木更津商工会館（潮浜1−17
−59）
内容	 記帳、決算、税務およびこれ
らの書類作成	※申告書類の作成や作
成後のチェックなどは行いません。
対象	 税理士・税理士法人が関与し
ていない一般納税者
千葉県税理士会木更津支部税務

支援センター　☎0438（37）9000

赤ちゃん広場（予約不要）	※入室制限の場合あり
7月6日・13日・20日・27日（水）午前9時～11時30分
場所：福祉会館3階 和室

こども相談（要予約）	※1組1時間程度
7月11日（月）・14日（木）・20日（水）・22日（金）・28日（木）

オンラインプレママ講座	（対象者に個人通知）
7月27日（水）午前10時～11時45分

プレママ講座	（対象者に個人通知）
7月6日・13日（水）午前10時～11時45分

7月19日（火）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）	
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講演・講座・教室
ボランティア講座「音訳教室」

　音訳の会「しおさい」の会員に講師
をお願いして音訳のことを学びます。
日時	 7月23日（土）・7月24日（日）
午後1時〜4時（2日間）
場所	 図書館2階大会議室
対象	 中学生以上	
定員	 20人（先着順）
参加費	 無料　持ち物　筆記用具
申込方法		 電話・ファクスまたは窓
口で申し込み。

図書館　 1003100
☎0438（22）3190	 0438（22）7509

令和4年度	 	 	
甲種防火管理新規講習会

日時	 8月23日（火）午前9時50分〜
午後4時50分、8月24日（水）午前9
時50分〜午後3時55分
※資格取得には両日受講が必要で
す。
場所	 中央公民館	3階多目的ホール
（アクア木更津B館）
受付期間		 7月6日（水）〜13日（水）
受講料	 8,000円
定員	 100人（先着順）
申込方法		（一財）日本防火・防災協
会へファクスまたはインターネット
から申し込み。

一般財団法人日本防火・ 防災
協会	 ☎03（6263）9903
 03（6274）6977

シニア従業員のお仕事説明会
	（株）セブン‒イレブン・ジャパンと
共催で、コンビニエンスストアでの
シニアの多様な働き方を紹介します
（面接なし。説明会・個別相談のみ）。
日時	 7月14日（木）午前10時〜11
時30分
場所	 中央公民館　第1会議室
対象	 概ね60歳以上のシニアの方
（年齢上限なし）
定員	 15人程度（先着順）
参加費	 無料
申込方法		 7月13日（水）までに専用
サイトの申し込みフォームまたは氏
名・年齢・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。

産業振興課（駅前庁舎）
	 1008995
☎0438（23）8460	 0438（23）0075
sangyou@city.kisarazu.lg.jp

女性の起業応援ステップアップ
セミナー

　何からどうやって始めたらいい？
といった悩みが解消できる講座です。
日時	 7月30日（土）午後1時30分〜
3時30分
場所	 木更津商工会館	3階研修室

（潮浜1−17−59）
定員	 20人（先着順）
申込方法 	 電話で申し込み。

木更津商工会議所
	 ☎0438（37）8700	

募	集
君津郡市広域市町村圏事務組合
職員（令和4年10月採用）

募集職種		 保育士（職務経験者）	1人
※昭和52年4月2日以降生まれで保
育士資格を有する方
申込受付期間　7月15日（金）まで
試験日	 8月16日（火）
試験場所		 君津郡市広域市町村圏事
務組合（新田3−2−27）

君津郡市広域市町村圏事務組
合	総務課　☎0438（25）6121
	 君津郡市広域市町村圏 検索

かずさ水道広域連合企業団職員
試験職種		 ※いずれも若干名募集
上級一般事務、上級土木、上級土木
（経験者）、初級土木、上級電気、上
級電気（経験者）
試験日	 9月18日（日）
申込受付期間　7月25日（月）〜8月
8日（月）
かずさ水道広域連合企業団	総務

企画課	 ☎0438（25）1621

自衛官など
募集種目・受付期間
①航空学生（9月8日（木）まで）
②一般曹候補生（9月5日（月）まで）
③自衛官候補生（随時）
④防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
　（9月5日（月）〜9日（金））
⑤	防衛大学校学生（一般）
	（10月26日（水）まで）
⑥ 防衛医科大学校医学科学生
	（10月12日（水）まで）
⑦ 防衛医科大学校看護学科学生
	（10月5日（水）まで）
防衛省自衛隊	木更津地域事務所

☎0438（23）5734　自衛官募集 検索

認知症サポーター養成講座受講者
　認知症を正しく理解し、認知症やそ

の家族を支援する「認知症サポーター」
になるための基礎知識を学びます。
日時	 7月22日（金）午前10時〜11
時30分
場所	 桜井公民館	集会室
対象	 市内在住、在勤、在学の方
定員	 20人程度（先着順）
参加費	 無料
申込方法		 7月15日（金）までに電話
またはファクスで申し込み。

高齢者福祉課　	 1005855
☎0438（23）2630	 0438（25）1213

ポリテクセンター君津受講生
　ポリテクセンター君津は求職者の
方々が再就職に必要となる専門的な
知識や技能を習得するための職業訓
練を行っています。
募集科	 CAD/機械加工科9月生（6
か月訓練）、産業機械オペレーショ
ン科9月生（4か月訓練）
募集期間		 7月21日（木）まで	
対象	 離転職中や離転職を考え中の方
ポリテクセンター君津

	 ☎0439（57）6313

社会福祉法人千葉いのちの電話　
第34期電話ボランティア相談員

応募資格		 年齢20歳以上（4月現在）
で基礎研修講座と宿泊研修に出席で
きる方（資格・経験不問）	※有料
募集期間		 9月9日（金）まで
社会福祉法人千葉いのちの電話　

事務局　☎043（222）4416
	
【みらいラボ】	 	
ちょこ活〜ボランティア先生〜

　自分の経験や得意なことを生かし、
子どもたちや市民のために何かしたい
という思いのある方を募集しています。
活動例	 絵本の読み聞かせ、 工作
教室、パソコン教室、健康運動、着
物の着付け　など
　事前に相談させていただき、講座など

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

7月10日（日）・24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。

7月10日（日）・24日（日）午前9時〜午後4時
1001018

　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

固定資産税・都市計画税 　第2期
国民健康保険税（普通徴収） 第1期

納期限　8月1日（月）

7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 14日（木）・28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）
13日（水）・20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 
※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 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 まなび支援センター

	 ☎0438（2
ニコッと

5）5
ゴー

000
思春期相談 13日(水) 

※午前9時30分～11時30分
君津健康福祉センター（君津保健所）

☎0438(22)3744
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 

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 

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 7日（木）・21日（木）
木更津市社会福祉協議会
	 ☎0438（25）2089法律相談	※要予約 11日（月）・27日（水）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 26日（火） きさらづ成年後見支援センター　	
	 ☎0438（22）6226
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現在の国民健康保険証の有効期限は7月31
日（日）です
　8月1日（月）から使用する新しい保険証（サーモン
色、保険証の紙質を変更）は、世帯ごとに簡易書留郵
便で7月末までに届くよう郵送します。届いたら記
載内容に誤りがないか必ずご確認ください。
※転送・局留めの対応は不可。

限度額適用認定証の更新手続き
　入院および外来時に医療機関の窓口に提示するこ
とで、自己負担の限度額までの支払いになる「国民
健康保険限度額適用認定証」の有効期限は7月31日

（日）です。8月1日（月）以降も認定証が必要な方は、
保険年金課で早めに更新手続きをしてください。
国保給付係　☎0438（23）7014
国民健康保険税は下記の3つの割り振り項目

の合計で決定されます

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分
（40歳以上
65歳未満）

所得割 課税所得金額
の8.01％

課税所得金額
の1.8％

課税所得金額
の1.1％

均等割 加入者1人
当たり2万円

加入者1人
当たり1万円

加入者1人
当たり1万円

平等割 1世帯当たり
2万4千円

課税限度額 65万円 20万円 17万円

国民健康保険税軽減対象所得金額
　世帯主およびその世帯の被保険者（特定同一世帯所
属者を含む）の所得金額の合計額が一定金額以下の場
合、その世帯の均等割額と平等割額を軽減します。
※特定同一世帯所属者：後期高齢者医療被保険者に
移行したが、引き続き同一世帯に属する方

軽減対象となる所得金額 軽減割合
43万円+10万円×（給与・年金所得者の数−1）以下 7割
43万円+（28.5万円×被保険者数）+10万
円×（給与・年金所得者の数−1）以下 5割

43万円+（52万円×被保険者数）+10万円
×（給与・年金所得者の数−1）以下 2割

■ 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。

減額・免税が認められる世帯 1001729
・・ 新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維

持者に大幅な収入の減少が見込まれる世帯
・・災害により財産に大きな損害を受けた世帯
・・盗難・横領などで財産に大きな損害を受けた世帯
・・ 失業・廃業などで収入が著しく減少し、かつ疾病・

負傷などで長期にわたって就労が困難な世帯
・・ 収入が生活保護基準以下で、かつ疾病・負傷など

で長期にわたって就労が困難な世帯
65歳以上の国民健康保険税の納付　

　世帯主が国民健康保険被保険者で世帯内の被保険
者が全員65歳から74歳までの場合、国民健康保険
税は世帯主の年金から特別徴収（天引き）されます。
※世帯主の年金額が年額18万円未満の場合や介護
保険料の天引き額との合算額が年金額の2分の1を
超える場合は納付書などで納めることになります。
　ことし初めて対象となる世帯は、第1期（7月）か
ら第3期（9月）までは納付書などで納め、10月から
は年金からの天引きになります。 1001730
特別徴収 年6回（年金支給月）年金支給額から天引き

普通徴収 年8回
（7月～翌年2月）

納付書で納付
口座振替

国保賦課係　☎0438（23）7046
税金は期限までに必ず納めてください
納税通知書発送日：7月8日（金）
普通徴収の第1期納期限：8月1日（月）
※申請により口座振替に変更できます。
収税対策室　☎0438（23）8714
後期高齢者医療被保険証の更新

　新しい保険証を7月末までに郵送します。今回送付
する保険証の有効期限は、令和4年10月1日から医療
費窓口負担割合の見直しがあるため、9月末までとな
ります。※10月1日からの保険証は9月末までに郵送。

後期高齢者医療保険料軽減対象所得金額
軽減判定所得基準（同一世帯内の被保険者および
世帯主の総所得金額などの合計）

軽減
割合

43万円+10万円×（給与・年金所得者の数−1） 
※以下 7割

43万円+（28.5万円×世帯内の被保険者数）+10
万円×（給与・年金所得者の数−1）※以下 5割

43万円+（52万円×世帯内の被保険者数）+10
万円×（給与・年金所得者の数−1）※以下 2割

※世帯内の被保険者と世帯主のうち以下のいずれか
に該当する方が2人以上いる場合には、その方の数
から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・・給与収入（専従者給与を除く）が55万円を超える。
・・ 65歳以上（前年12月31日現在）で公的年金収入特別

控除額15万円を差し引いた額が110万円を超える）。
・・  65歳未満（前年12月31日現在）で公的年金収入が

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

木更津市の情報取得はこちらから ！ 

■その他情報番組
●「オーガニックシティきさらづ」
（ジェイコム千葉木更津局（11ch）、市YouTube

チャンネル「きさらづプロモチャンネル」）
●「おっぺせ木更津！」（FM83.4MHz）
シティプロモーション課
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

■	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。

市公式アプリ
　　　「らづナビ」

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　 1010264

申し込みは
こちらから

応募方法
	 7月15日（金）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、DTwitter・
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。

60万円を超える。
令和4年度後期高齢者医療保険料賦課限度額

が改正されました
　賦課限度額は66万円になります（昨年度64万円）。
後期高齢者医療係　☎0438（23）7024

令和4年度国民年金保険料免除・納付猶予申請
　経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なと
きは、申請により前年所得に応じて保険料が免除ま
たは猶予されます。過去の未納の保険料も、申請時
の2年1カ月前まで遡って申請が可能です。　
　保険料が未納のままだと、将来の老齢基礎年金、
障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合が
あります。 ※減収理由が失業・災害・新型コロナ
ウイルス感染症の影響の場合も申請対象。
申請期間　毎年7月～翌年6月（申請は1年ごと）
申請方法　窓口または郵送、マイナポータルから
必要書類　
・・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・・本人確認書類（郵送の場合は写し）
・・特例が理由の場合は離職票など別途必要書類　
年金係　☎0438（23）7059 1007283　

年金講座　Vol.7
マイナンバーカードを利用した国民年金の手続き

　スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」ア
プリから国民年金の電子申請ができます。
Q.マイナポータルとは？
A. 行政手続きのオンライン窓口で、利用には登録が

必要です。マイナンバーカードと受け取り時に設
定したパスワードを用意し、案内に従って利用者
登録手続きを行ってください。

Q.年金の免除申請手続きはできるの？
A. 年金について可能な手続きは以下の通りです。
　手続き後の処理状況や申請結果も確認できます。
・・国民年金の加入
・・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・・国民年金保険料学生納付特例申請
Q.ねんきんネットとつながるの？
A. マイナポータルから「もっとつながる」で選択登録

すると自分の年金記録や今まで勤めた会社の履歴、
標準報酬月額や賞与額の確認、将来の年金見込額
の試算ができます。詳しくは「デジタル庁」、「日本
年金機構」ホームページをご覧ください。
木更津年金事務所　☎0438（23）7616 

計計66名名
さま

木更津熱帯村　木更津市制施行80周年記念木更津熱帯村　木更津市制施行80周年記念
木更津パッションフルーツジャム三昧木更津パッションフルーツジャム三昧

住所　木更津市江川906-2 　☎070-2623-4536プレゼント提供店 木更津熱帯村」「

マイナポータル

　木更津熱帯村ではパッションフルー
ツを栽培しています。この度市制施行
80周年を記念し「JBKFarm」、「市川園
芸」、「TIDA	MAMMY’S	FARM」、3つ
の農園独自のパッションフルーツジャ
ムをセットで販売する運びとなりまし
た。2009年、元々は観賞用の植物を生
産していた生産者たちが「温暖化」とい

う環境変化と温暖な「木更津の地」を利用して始めた熱帯果樹の生産。その中でも
木更津産パッションフルーツは都内有名飲食店でも使用されている逸品です。各
園のジャムを食べ比べできるセットを是非ともお試しください。

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

インストールは
こちらから



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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約4,500人が利用中!

◆ 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る方が対象です。

赤ちゃん・子ども
健康診査	 1001295
健診名 対象 場所

乳児健康診査 令和4年3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12月生まれ
3歳児健康診査 平成31年1月生まれ

　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。
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。
予防接種を受けましょう 1004145

　ワクチンで防ぐことができる病気から子どもたち
を守るため、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
方は、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。

大人
がん検診	 1004208

　詳しくは広報きさらづ令和4年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）」または
市ホームページをご覧ください。「がん検診のお知
らせ」は各公民館、金田出張所にもあります。
○乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）の申し込み
申込期間		 7月20日（水）〜8月12日（金）
申込方法 
①市ホームページの申し込みフォーム
②郵送	（希望の検診名（子宮頸がん、乳がん）・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）で申し込み。
対象年齢の方に無料クーポン券を送付しました

対象年齢 無料になる検診
21歳（平成13年4月2日

～平成14年4月1日生まれ） 子宮頸がん検診

41歳（昭和56年4月2日
～昭和57年4月1日生まれ） 乳がん検診

　届いていない方はご連絡ください。
各がん検診（集団検診）の2次募集
　定員に達していないがん検診のみ、予約を受け付
けています。※予約枠が埋まり次第受付終了。
申込方法 	 ①市ホームページの申し込みフォーム
	 	 	 	 	 ②電話
各がん検診の詳細・申し込みはこちら
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

がん検診に関する問い合わせ　☎0438（23）8363
（受付時間：午前9時〜午後4時）

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
熱中症に注意しましょう熱中症に注意しましょう

対 象 	市内在住で65歳以上の方	※申し込み不要。体調の悪
い方は参加をご遠慮ください。

参 加 費 無料
持 ち 物 飲み物（水など）・タオル・室内用運動靴・マスク
高齢者福祉課　☎0438（23）2630　 0438（25）1213

公民館 午前の部
（9：30〜11：00）

畑沢 3
A
日（日）・1

B
7日（日）・2

A
4日（日）

西清川 24日（日）
鎌足 17日（日）
桜井 3日（日）・15日（金）
富岡 5日（火）・26日（火）
波岡 5日（火）・12日（火）・26日（火）

岩根西 7日（木）・21日（木）
文京 1日（金）・15日（金）
中郷 8日（金）・22日（金）

八幡台 1日（金）・8日（金）

公民館 午後の部
（13：30〜15：00）

東清 3日（日）・17日（日）・24日（日）
富来田 7日（木）・14日（木）・21日（木）・28日（木）
中央 1日（金）・8日（金）・15日（金）
岩根 3日（日）・17日（日）

清見台 14日（木）・28日（木）
金田地域

交流
センター

19日（火）

（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。

自立生活体操（7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）。
※ 畑沢公民館は参加者多数につき、参加人数を調整しています。

生まれ月を確認し、参加してください。
　A：1～6月生まれ B：7～12月生まれ

今月の献血
救える命がある

期日 7月17日（日）
時間 10：00～11：45、13：00～16：00
場所 イオンタウン木更津請西

7/3 （日） 内・小
耳

河木クリニック
中原耳鼻咽喉科

羽鳥野7−18−1
畑沢南4−1−10

☎0438（38）3725
☎0438（36）6005

7/10（日）
内・小

外
耳

ほたるのセントラル内科
木更津東邦病院
かみくぼ耳鼻咽喉科

ほたる野3−30−3
菅生725−1
請西南5−25−11

☎0438（97）8855
☎0438（98）8111
☎0438（36）0002

7/17（日）
内・小

外
耳

松清医院
石井病院
ほたる野クリニック

清見台南1−9−6
新田1−5−31
ほたる野3−24−17

☎0438（98）2065
☎0438（22）2240
☎0438（30）9560

7/18（祝） 内・小 山田医院 大和2−22−1 ☎0438（25）3811

7/24（日）
内
外

君�・耳

嶋田医院
はぎわら病院
鮎澤耳鼻咽喉科

永井作1−10−12
木更津1−1−36
君津市中野4−15−4

☎0438（52）7575
☎0438（22）5111
☎0439（54）8721

7/31（日）
内
外

君�・耳

森田医院
石井病院
君津寛衆堂医院

大久保1−8−7
新田1−5−31
君津市南子安4−31−1

☎0438（37）3684
☎0438（22）2240
☎0439（52）8733

1.日曜当直医療機関を訪れる場合は、緊急患者だけにしてください。
2. 日曜当直医療機関は、午前9時から午後５時までです。５時以降は、消防署にお問い合わせ

ください。
3.但し、耳鼻科は午前中です。

■ 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。

肝炎ウイルス検診（個別検診） 1001289
期間  10月31日（月）まで　場所　協力医療機関
内容  問診・血液検査（B型・C型肝炎検査）
対象  40歳以上（昭和58年3月31日以前生まれ）で
肝炎ウイルス検査を受けたことがない方
費用  無料
申込方法  10月13日（木）までに市ホームページの
申し込みフォーム、電話またははがき（住所・氏名・
生年月日・電話番号・「肝炎ウイルス検診」と明記）
で申し込み。
※ 申し込み後、受診券を送付します。 
若年期健康診査 1004472

　ことしから推定塩分摂取量検査が始まりました
（集団健診のみ）。
対象 	 30歳から39歳（昭和58年4月1日〜平成5年
3月31日生まれ）までの方
内容　問診・身体計測・血圧測定・診察・血液検査・
尿検査
日程		
集団健診：7月11日（月）・12日（火）（予約枠が埋
まり次第受付終了）、9月9日（金）・10日（土）、10月
2日（日）・3日（月）
個別健診：10月31日（月）まで
　申込方法などの詳細は案内はがきまたは	 	
市ホームページをご覧ください。	
注意事項 	 原則、勤務先などで健診の機会がある方
や妊娠中・産後1年未満の方は対象外です。

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。

らづナビの
インストールは
こちら

 予防接種のスケジュール
（外部リンク）

老人福祉センター（13：00〜14：30） 9日（土）・23日（土）

「らづFit」の登録はお済みですか？
　アクアコインアプリから登録でき、1日8,000
歩を達成すると「らづポイント」がもらえます。ポ
イントは、市内協力店でお買い物に利用できます。

健康推進課 成人保健係
☎0438（23）8376　 1007076

●ポイント付与要件
①１日8,000歩達成で5ポイント
②①を同月内に10回以上達成で10ポイント

らづFit詳細



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

　ランナーや観客を「おもてなし」し、地元の食や物
産をPRする出店者を募集します。
出店料　無料（テント設置以外の必要経費は出店者
負担）　
申込開始　7月中旬を予定　
申込方法　市ホームページに掲載の募集要項をご確
認のうえ、出店申込書によりお申し込みください。

場所　旧市役所西側駐車場
対象　①木更津のグルメの販売
　　　②木更津の特産品・名産品の販売
　　　③ランナーサービスの提供
募集数　20店舗程度 ※主催者で選考。

場所　JR木更津駅みなと口（西口）駅舎出入口付近
対象　①木更津や周辺地域のお土産の販売
　　　② 木更津や周辺地域の特産品・名産品の販売
　　　③ 木更津や周辺地域に縁のあるキャラクター

グッズ販売
　　　④大会記念となるような物品販売
募集数　8店舗程度 ※主催者で選考。

 スポーツ振興課　 1010137　  
☎0438(23)5328　 0438(25)3991  

taiiku@city.kisarazu.lg.jp

　木更津市PRランナーとして出走するランナーを
紹介していきます。
　今回紹介するのは、「日

く さ か べ

下部 真
し ん じ

治」さんです！
日下部さんはPRランナー任命式の2日前に、なん
と富士五湖ウルトラマラソン 118㎞を完走してしま

木更津市PRランナー応援企画①
うウルトラランナーです！
　「ちばアクアラインマラソン 2012」を沿道から応
援し、声援を受けて走るランナーの姿をみて、「走っ
てみたい」と思ったことが、ランニングを始めたきっ
かけ。普段は平日に5㎞～10㎞、休日に15㎞～30
㎞程度走り、年間2大会程度出場しています。
　ちばアクアラインマラソンには2014大会から出
走しており、今回が4回目出走となります。
　「木更津の良さを多くの方に知っていただけるよ
う、また生まれ育った木更津に恩返しができるよう
頑張りたい。“スーパー笑顔全集中”で3時間30分切
りを目指したい！」とのこと。
　応援よろしくお願いします。

市町村対抗戦「チームスピリット枠」木更津市代表ランナー紹介！
　今大会で初めて実施される、千葉県内各市町村の対抗戦！ 3～6人のチーム上位3名の平均タイムにより
順位を競います。本市では、3人×2組の計6人を木更津市代表の合同1チームとして推薦します。
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博さん
　普段、プロギングを行う「チームごみざんまい」
として活動しています。活動する時は仮装したり、
記念撮影をしたり、楽しんで行っています。大好き
な木更津からごみを減らすこと、ポイ捨てをする人
が減ることを願い活動しています。
※プロギング：ごみ拾いをしながらジョギングをす
るフィットネス

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
　木更津で生まれ、木更津で育ち、木更津をこよな
く愛する消防団員です！
　消防団活動を通して地域との協調性や団員の団結
力などを日々学んでいます。
　木更津市、木更津市消防団をさらに盛り上げ、発
展することを願いアクアラインを駆け抜けます！

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
11.6

sun 9：50 START

木更津の食・物産を
PRする出店者募集！

メイン会場（ランナーおもてなし）

木更津駅前（おみやげ販売）

海を走ろう
〜アクアラインの風にのって〜


