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広報広報

11 ※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

136,288人
68,750人
67,538人

64,899世帯

（+80）
（+40）
（+40）
（+87）

10月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

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。

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

きさらづ未来会議
20年後（100周年）の木更津市に「住みたい」「住み続けたい」「働きたい」「訪れたい」と実感していただくため、

まちの未来像とその実現に向けた道筋を描き、持続可能なまちを目指そうとする取り組みの一環として、
未来の木更津市がどのようなまちであってほしいかを市民の皆さまと共に考えるワークショップ「きさらづ未来会議」を開催しました。

ことし市制施行       周年を迎えます
11月3日は市民の日

未来に向けた7つのビジョン

〜「これまで」と「これから」を結ぶ年〜
市制施行100周年を見据えたまちづくりのスタート

　未来の木更津市がどのようなまちであってほしいかを
市民の皆さまと共に考えるワークショップ「きさらづ未来
会議」に、市内在住・在勤・在学で高校生から45歳まで
の42人の方にご参加いただき、20年後の市の未来像とそ
の実現に向けた道筋を描いた「きさらづ未来ビジョン
（案）」を取りまとめました。

　その後、より多くの市民の皆さまの意見を反映させる
ために、「きさらづ未来ビジョン（案）」に対する意見募集（9
月1日～9月30日）を行いました。
　最終的な「きさらづ未来ビジョン」は、11月3日（木・祝）
の木更津市制施行80周年記念式典において、きさらづ未
来会議参加者から市長へ、提言書として提出されます。

きさらづ未来会議の様子や
きさらづ未来ビジョンは

市ホームページでご覧いただけます

市ホームページ

き さ ら づ 未 来 ビ ジ ョ ン

人のつながりがあるまち
・・つながる機会の創出
・・世代を超えた交流
・・多文化共生

子ども・若者が育つ
環境のあるまち
・・子育て環境の充実
・・教育の充実
・・若年層への支援

わくわくして暮らせるまち
・・生活する楽しさ
・・木更津への愛着
・・文化・芸術・スポーツの充実

自然とともにあるまち
・・自然との共存
・・自然を生かした産業
・・エシカルな暮らし

人を呼ぶ魅力のあるまち
・・移住・定住の促進
・・�訪れたくなる
�� 魅力の創出・発信

誰もが安心して
暮らせるまち
・・支え合いの輪
・・防災・防犯力の向上

・・生活利便性の向上
・・移動手法の充実

生活が便利なまち

きさらづ未来会議から木更津市へきさらづ未来会議から木更津市へきさらづ未来会議から木更津市へ

市制施行80周年記念事業
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配信は
こちら

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。
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市制施行80周年を迎えて

　市制施行80周年おめでとうございます。輝かしい歴史と優れた伝統を培い、
今日の木更津市を築き上げてこられた先人の偉業に敬意を表するとともに、心
からお祝い申し上げます。
　本市は、昭和17年11月に、千葉県下で6番目、全国197番目の市として歩み
始めて以来、房総の中核都市として、また、首都圏域内の近郊都市として大き
く発展してまいりました。
　平成9年の東京湾アクアラインの開通により、広域幹線道路網が次々に整備
され、都心へのアクセス性が飛躍的に向上し、今もなお成長を続けております。
　近年では、相次ぐ大型商業施設などの進出により、住んでよし、訪れてよし
の魅力ある市として評価されるようになりました。
　振り返りますと、この80年の間には、多難な時期もありましたが、市民の皆
さまの英知と努力により、幾多の試練を経て、今日の木更津市を築き上げられ
ましたことに、改めまして敬意を表する次第であります。
　市議会といたしましては、この80周年を契機に、全議員が新たな自覚と決意
をもって議会活動に臨み、市民の皆さまとの連携を密にし、市民生活の向上に
向けて邁進してまいる所存でございますので、今後ともご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

　本市は、昭和17年11月3日に千葉県下6番目に市制を施行し、ことしで80
周年の節目の年を迎えました。これまで皆さま方から賜りました市政への多大な
るお力添えに深く感謝申し上げます。
　近年は、東京湾アクアラインなどの広域的な幹線道路の整備進展に伴い交通
利便性が向上し、定住・交流人口の増加や企業立地の進展、大型商業施設の集
積などにより、新たなにぎわいが創出されるなど、まちの活力が高まっています。
　一方で、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ま
ん延などへの対応が求められ、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ります。こうした中、これからの私たちが目指すのは、安心
感や幸福感があふれ、健康で健全かつ美しい暮らしを享受できるウェルネス社
会の実現であり、本市においては、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、
木更津らしい豊かさを確立してまいりたいと考えております。
　本年、市制施行80周年という大きな節目の年を迎え、更に一歩一歩着実にま
ちづくりを進め、次代の木更津を次世代につなぎ、市民の皆さまが木更津に愛
着と誇りを持って安心して生活できるよう、魅力あるまちづくりを目指してま
いります。今後とも市政発展のため、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

市民生活の向上に
向けて

ウェルネス社会の
実現を目指して

木更津市議会議長　重 城　正 義木更津市長　渡 辺　芳 邦

産官学連携
　木更津の未来を育む、みんなが「考える・つくる・みせる」
ことを実践するアートプロジェクトです。「出前ワーク
ショップ」の成果を各アーティスト作品とともにJR木更津
駅西口（みなと口）周辺で展示・発表します。
〇みなとぐちART WEEK
日時  11月17日（木）～12月4日（日）午前10時～午後4時
場所  �JR木更津駅西口（みなと口）から木更津港までの各展示会場（参加施設）
※駐車場は、近隣の有料駐車場をご利用ください。（駐車料金は自己負担）詳しくは専用
ホームページをご覧ください。
木更津みなとぐちアートプロジェクト実行委員会（文化課内）

☎0438（23）5309　 0438（25）3991　 木更津ミナート 検索

木更津みなとぐちアートプロジェクト 2022 
木更津ミナート

詳しくは
こちら

有機「さつまいも」
メニュー共同開発！

販売期間・場所
クッキー：�10月29日（土）から約１カ月KURKKU�FIELDSで販売
� � � 11月3日（木・祝）オーガニックシティフェスティバル
ニョッキ：�販売は終了しました。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
農林水産課　☎0438（23）8445　 0438（23）0075　 1010681

　「耕す木更津農場」の有機栽培さ
れた秋の味覚さつまいもを使用
して２つの商品を開発しました。

ほんわりさつまいもニョッキ
～クリームソース仕立て
チップスを添えて～

苗（いち）から育てた
さつまいもそのまんま
クッキー�たべてほっこり
紅温菓（べにはるか）

木更津東高校
　　 ×
KURKKU FIELDS

記念誌 「KiSARAZU Story 木更津物語」 
記念動画 「これまでの歩みとこれからを結ぶ」 11月３日（市民の日）開催イベント11月３日（市民の日）開催イベント

各著名人からお祝いのコメント
をいただいています(記念誌)

　記念誌は市役所や市内各公民館などで閲覧でき
るほか、Web版を市ホームページ、アプリ「カタ
ログポケット」でご覧いただけます。
　記念動画は、市公式YouTubeチャ
ンネル「きさらづプロモチャンネル」に
アップロードしています。

記念誌・
記念動画は
こちらから

市制施行80周年記念ソング「星を見にいこう」
　木更津ふるさと応援団�松本�佳奈さん、イシワタケ
イタさんに制作いただきました。ぜひご視聴ください。 こちらから

視聴できます

・・市制施行80周年記念式典

・・KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2022
（要事前登録）※雨天決行・荒天中止
時間  午前9時30分～午後3時30分
場所  潮浜公園（潮浜1−12）
・・KISARAZU COLLECTION 2022
時間  午後3時～4時30分※荒天時は11月12日（土）に延期
場所  鳥居崎海浜公園（富士見3−5−5）

記念式典の様子を
「きさらづプロモチャンネル」で生配信
配信日時　11月3日（木・祝）午前10時～正午

シティプロモーション課　☎0438（23）7460　 0438（23）9338
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　市税全体は新型コロナウイルス感染症による特例
措置の影響で、固定資産税が1億4,124万円減となっ
たことにより1億2,952万円の減となりました。国庫
支出金は新型コロナウイルス感染症に伴う特別定額
給付金給付事業補助金が135億4,720万円減となった
ことにより105億3,621万円の減となる一方、地方交
付税は14億5,794万円の増、地方消費税交付金は2
億6,758万円の増となりました。
歳入決算額：前年度比109億7,122万円減（17.2％減）

� 令和元年度から4カ年の市政運営の道標としてスタート
した第2次基本計画に則り、オーガニックなまちづくりの
ステップアップを図り、持続可能なまちづくりを推進する
ための施策に取り組みました。主に新型コロナワクチンの集
団接種体制整備による保健・医療の充実、防災ハザードマッ
プの全戸配布、災害用救命ボート・消防団車両の整備によ
る防災・消防体制の充実、新型コロナウイルス感染症に係
る子育て世帯への臨時特別給付金や子育て応援ミールポイ
ント事業による子育て支援の充実、パークベイプロジェク
トの推進など、各種事業に取り組みました。
歳出決算額：前年度比114億2,652万円減（18.5％減）

〇歳出（503億9,406万8千円）
〇歳入（528億8,500万9千円）

収支の差し引き額　�令和4年度に繰り越した事業を除く実質収支額は、16億3,533万8千円の黒字となりました（実質収支額のうち、13億3,533万8千円は財政調
整基金へ積み立てました）。

1.令和3年度一般会計決算の概要
衛生費

59億2,562万9千円

公債費
34億5,876万6千円

消防費
15億9,913万7千円

商工費
7億8,592万6千円

農林水産業費
7億3,732万5千円

土木費
47億9,954万2千円

教育費
40億9,252万2千円

その他
4億8,896万7千円

その他
32億9,160万2千円

諸収入
16億289万円

繰越金 9億8,534万円

国庫支出金
135億2,629万9千円

総務費
56億4,525万8千円

市税
204億7,488万円

民生費
228億6,099万6千円

決算額
528億
8,500万
9千円

503億
9,406万
8千円

差引額
24億9,094万円1千円

歳入 歳出

地方交付税
40億6,026万7千円

県支出金
34億7,876万8千円

市債
22億8,149万4千円

地方消費税
交付金
31億8,346万9千円

歳　　　入 歳　　　出

財政事情の公表 5月と11月に市の財政事情の公表を行っています。　
財政課

☎0438（23）8199　 0438（25）3566　 1002498

特別展「江戸絵画の美」記念講演会

特別展「江戸絵画の美」
　市民の皆さまが所有する、重要美術品などの名作を展示し
ます。
期間  11月30日（水）まで�（午前9時～午後5時。入館は午後
4時30分まで。月曜日休館）
場所  郷土博物館金のすず（太田山公園内）
料金� 一般：300円（団体240円）
� � 高校・大学生：150円（団体120円）
※団体は20人以上。中学生以下・65歳以上・障がいがある方と介護者1人は
無料。11月3日（木・祝）は無料開館。
注意事項　期間中、第2～5展示室の常設展示は観覧不可。国指定重要文化財「千
葉県金鈴塚古墳出土品」は「金鈴」のみ観覧可。12月1日（木）から9日（金）までの
間、郷土博物館金のすずは臨時休館します。�※旧安西家住宅は開館。

郷土博物館金のすず　☎0438（23）0011　 0438（23）2230　 1010595

日時  11月13日（日）
� � 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
講師� 松

ま つ お

尾�知
と も こ

子さん
� � （千葉市美術館�学芸課長）

対象  どなたでも（市内在住・在勤・
在学者優先）
定員  40人（先着順）
申込方法  電話または窓口で申し込み。
（受付時間：午前9時～午後4時30分）

立原杏所
「花木図（宜男清齢図）」

ライドアラウンド in木更津
　市内周辺100スポットの中でグルメ
を楽しんだり、ミッションに挑戦する
ことで獲得したポイント数を競うサイ
クルイベントが開催中です。得点に応
じて素敵な商品がもらえます。
期間  12月27日（火）まで
対象  自転車とスマホを持っている方
料金� 無料
申込方法  イベント専用サイトから申
し込み。

ライドアラウンド in 木更津運営
事務局　☎03（3354）2300（平日午前
10時～午後5時30分）
info@wizspo.jp�

初めてのスポーツにチャレンジ初めてのスポーツにチャレンジ
チャレスポ in KISARAZUチャレスポ in KISARAZU

　親子で楽しめるスポーツ体験教室の
参加者を募集しています。
日時  12月10日（土）・11日（日）
� � 午前10時～午後4時
場所  江川総合運動場、市民体育館、
鳥居崎海浜公園内3on3施設
申込方法　11月11日（金）までに専用
フォームで申し込み。
※申し込み不要の体験もあります。

チャレスポ in KISARAZU事務
局（（株）セレスポ千葉支店内）
☎043（232）7770
challespo@cerespo.co.jp
1010555� 詳しくはこちら詳しくはこちら

会計名 区分 予算現計額 収支済額

一般会計 歳入 566億7,452万円 230億611万6千円
歳出 198億2,765万3千円

特
別
会
計

国民健康保険 歳入 124億4,055万円 50億6,459万7千円
歳出 47億5,911万4千円

後期高齢者医療 歳入 18億5,360万円 6億8,440万3千円
歳出 3億5,677万6千円

介護保険 歳入 110億2,919万1千円 44億5,428万円
歳出 42億1,620万3千円

公設地方卸売市場 歳入 9,977万4千円 2,666万5千円
歳出 3,608万5千円

公
営
企
業
会
計

下水道事業会計

収益的収入 43億9,170万円 3億7,970万5千円
収益的支出 38億3,985万5千円 4億3,731万5千円
資本的収入 16億2,176万9千円 5,859万7千円
資本的支出 30憶2,473万5千円 9億4,408万円

3.令和4年度上半期（4月～9月）予算執行状況

※公設地方卸売市場特別会計の会計収支不足額は一般会計から一時的に資金を充てています。

会計名 区分 決算額 差引額

一般会計 歳入 528億8,500万9千円 24億9,094万1千円歳出 503億9,406万8千円

特
別
会
計

国民健康保険 歳入 126億9,489万9千円 1億9,393万4千円歳出 125億96万5千円

後期高齢者医療 歳入 16億7,903万7千円 68万1千円歳出 16億7,835万6千円

介護保険 歳入 105億9,223万2千円 2億2,213万3千円歳出 103億7,009万9千円

公設地方卸売市場 歳入 7,346万8千円 0円歳出 7,346万8千円
公
営
企
業
会
計

下水道事業会計

収益的収入 43億3,300万6千円 5億3,327万4千円収益的支出 37億9,973万2千円
資本的収入 12億4,817万円 △13億2,466万9千円資本的支出 25億7,823万9千円

2.会計別決算の状況

※下水道事業会計の収入額が支出額に対し不足する額は内部留保資金で補てんしました。

東京湾アクアライン裏側特別探検隊
　市制施行80周年と東京湾アクアライ
ン25周年のコラボ企画です。「風の塔」や
「自衛艦船」内の見学会などを実施します。
日時  12月3日（土）午前9時～午後4時
（予定）
場所  東京湾アクアライン�海ほたる
パーキングエリア（集合・解散：木更
津金田IC付近）
対象  市内在住・在勤・在学の方（未
就学児は参加不可。中学生以下は保護
者同伴）。※120段を超える階段の昇降
あり。

定員  80人（1組4人まで）
申込方法  11月15日（火）までに市ホー
ムページの申し込みフォームで申し込み。

企画課　 1010690
☎0438（23）7428　 0438（23）9338

昭和30年代にタイムスリップ!?木更津こどもまつり
� �手作りのお店や子どもたちの行商など、
笑顔と温かみ溢れるお祭りです。恒例のミ
ニSLやふれあい動物園はもちろん、新し
い催しにもご期待ください（感染状況によ
り内容を変更する場合があります）。

日時  11月19日（土）午前10時～午後2時�※雨天時は11月20日（日）に順延。
場所  地域子育てセンターゆりかもめ寺町分館周辺各所
木更津こどもまつり実行委員会�　☎070（6438）0063

同日開催 おいしい！楽しい！嬉しい！  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、どなたでも
楽しめる食のイベントです。
時間  午前10時～午後3時（順延なし）
場所  スパークルシティ木更津�北側イベントスペース
※駐車場の用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
観光振興課　 1010656　☎0438（23）8118　 0438（23）0075



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。

42022（令和4）年 11 月号

新型コロナワクチン接種情報 健康推進課（朝日庁舎）　☎0438（38）4876　 0438（25）1350

11月の接種券発送スケジュール
接種回数 前回の接種をした月 接種券発送（予定）日
3回目 ２回目を令和４年７月 11月25日（金）
４回目 ３回目を令和４年６～8月 11月1日（火）
5回目 ４回目を令和４年５～9月 11月15日（火）

個別接種（協力医療機関での接種）�� 1010135　※予約必須　
　協力医療機関によって、予約方法・取り扱いワクチンが異なります。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））　 1010168　※予約優先　

取り扱いワクチン：ファイザー社製またはモデルナ社製
予約開始日（午前9時から） 接種日（午前9時30分～午後3時30分）

受付中 11月10日（木）、11日（金）、12日（土）、13日（日）

11月9日（水） 11月17日（木）、18日（金）、19日（土）、20日（日）、
23日（水・祝）

11月22日（火） 12月1日（木）、2日（金）、3日（土）、4日（日）、8日（木）、
9日（金）、10日（土）、11日（日）

予約方法
1.市予約システム「らづワクチン」で予約� らづワクチン

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）�
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。
専用コールセンター（午前9時～午後5時、土･日曜日、祝日含む）
☎︎（0120）357163 （フリーダイヤル）

対象者� � 初回接種（1･2回目）を完了した12歳以上の全ての方
接種間隔�� 前回の接種から３カ月以上経過していること
接種回数�� 1回
実施期間 � 令和5年3月末まで

オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせ
　オミクロン株対応ワクチンを用いてワクチン接種を実施しています（いずれも従
来のワクチンを上回る効果が期待されています）。また3回目、4回目、5回目の接
種間隔が3カ月となりました。　
　これまで2年間、年末年始に流行していますので、接種を希望する方は早めの
接種をご検討ください。

〒292−8501　朝日3−10−19

乳幼児接種(6カ月～４歳)が始まります

対象者� � 生後6カ月～4歳の方
接種回数　3回
接種間隔 � �原則１回目から20日（3週間）あけて2回目を接種し、その後

55日（8週間）以上あけて3回目を接種
実施期間�� �令和4年11月上旬～令和5年3月末まで（3回接種するには、
� � �� � � 1回目を1月13日までに接種する必要があります）
接種場所�� 協力医療機関（個別接種）
取り扱いワクチン　乳幼児用ファイザー社製のみ

接種券の発送スケジュール

小児接種（５～11歳）の追加接種（3回目）

対象者　　初回接種（1・2回目）が完了している5～11歳の方
接種間隔　2回目の接種から5カ月以上経過していること
実施期間　令和5年3月末まで
接種場所　協力医療機関（個別接種）
取り扱いワクチン　小児用ファイザー社製のみ

11月の接種券発送スケジュール
2回目を接種した月 接種可能月 接種券発送（予定日）
令和4年7月 令和4年12月 11月25日（金）

ドーンっと‼️ 15％還元キャンペーン
（利用者向け）

　支払い額に応じたポイントを還元します。
期間　令和5年1月31日（火）まで
※還元額が予算額に達した時点で終了。
還元率� 利用額の15％
還元限度 � 毎月6,000ポイントまで
還元日� 月末締め、翌月15日
注意事項 � 公金（市役所、公民館、市税など）支
払い、きさらづみらい応援プロジェクトへの支
払い、ポイントでの支払いは対象外。

加盟店間支払 10％還元キャンペーン
（加盟店向け）

　加盟店間の支払い額に応じたコインを還元します。
期間　令和5年1月31日（火）まで
※還元額が予算額に達した時点で終了。
還元率　加盟店間での支払い1万円毎に、1,000コイン（10％）
還元限度　毎月5,000コインまで
還元方法　還元額分をアクアコインプリペイドカードで配布
還元日　支払月の翌月以降に順次配布
注意事項　公金（市役所、公民館）支払い、きさらづみらい応援
プロジェクトへの支払いは対象外。

加盟店用アプリを
導入しました！

　加盟店間の支払いが店頭のQRコード読込
で行える機能などがあります。加盟店の皆さ
まはぜひご活用ください。

産業振興課　☎0438（23）8460
0438（23）0075

君津信用組合　☎0438（20）1122

ツマミが左の状
態 になっていれ
ば、ポイント支払
いになりません

ポイントの
使い方

※本キャンペーンは、�髙品�政明氏（株式会社タカヨシ代表取締役会長）・厚生水産株式会社からの寄附を原資に実施します。

AQUA COINAQUA COIN みんなにThanks ！みんなにThanks ！
利用額10億円達成記念利用額10億円達成記念

接種費用
無料（全額公費負担）

12歳以上の方の初回接種予約について
医療機関で予約が取れない方は、健康推進
課へご相談ください。

自宅療養者の方
への食料支援
� 1009250

〈ご注意ください！〉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ワクチン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せいただいても、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。

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金

【市独自支援策】
木更津市事業用車両燃油価格高騰対策支援金

対象  ①令和4年度住民税非課税世帯
� � � ②令和4年1月以降家計急変世帯
支給額� 1世帯当たり5万円
申請期限　令和5年1月31日（火）まで
　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　 1010713

☎0438（23）6716　 0438（25）1213

対象  市内に本社、本店または主たる事業所を有する法人また
は個人事業主�※本市が実施する「公共交通応援金」の給付対象
となる事業者は対象外。
給付額� 給付対象車両1台：5万円（軽自動車は1台2万円）
申込方法�� 令和5年1月31日（火）までに原則郵送（当日消印有効）
対象車両や提出書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。

〒292−8501　富士見1−2−1　
産業振興課支援金受付窓口　 1008575
☎0438（38）3512　 0438（23）0075

対象 接種券発送（予定）日
平成29年12月~令和4年4月生まれの方 11月9日（水）
令和4年5月生まれ~ 生後7カ月になる月の初旬

アクアコイン

支給額� 児童1人当たり5万円
申請期間 � 令和5�年2�月28�日（火）まで
ひとり親世帯とそれ以外の世帯で受給の
要件が異なります。詳しくはお問い合わ
せください。
厚生労働省コールセンター

☎（0120）400903　 （0120）300466
子育て支援課

☎0438（23）7243　 0438（25）1350
1010187、1010186

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
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  木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市の共同で整
備を進め12月1日（木）から供用開始となります。
場所　現在の木更津市火葬場（大久保840－3）に隣
接する敷地
※現火葬場は11月30日（水）で閉場し、環境緑地と
して整備されます。
使用料が変わります
区域内（※）16歳以上：12,000円

16歳未満：0円
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
※死亡時に、木更津市、君津市、富津市、または
袖ケ浦市に住所がある方

新火葬場「きみさらず聖苑」が供用開始
火葬場建設課　☎0438（36）1520　 0438（36）5374　 1009704

　夫・パートナーからの暴力（DV）、性犯罪、売買春、セク
シュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対
する暴力は人権を著しく侵害します。DV相談は勇気がいる
ことかもしれませんが、ひとりで悩まずご相談ください。　　
DV相談ナビ　電話番号＃8

は れ れ ば

008
　発信場所から最寄りの相談窓口に、あなたがかけた電話
を自動転送します。
DV相談+
・・電話相談（24時間） ☎（0120）2

つ な ぐ は や く

79889
・・メール相談　・・チャット相談　 内閣府 DV相談プラス 検索

　あなたの電話で救われる子どもと親がいます。「虐待かも」
と思ったら、迷わずご連絡ください。
〇子どもと向き合うポイント
・・体罰や暴言を使わない
・・子どもが親に恐怖を持つとSOSを伝えられない
・・爆発寸前のイライラをクールダウン
・・親自身がSOSを出そう
・・子どもと親の気持ちを分けて考え、育ちを応援
〇虐待かも？ 子どものサイン
・・いつも子どもの泣き声や大人の怒鳴り声がする
・・不自然な傷や打撲のあとがある
・・衣類やからだがいつも汚れている
・・夜遅くまで１人で家の外にいる　など

内容 相談窓口 受付時間 電話番号

DV・
児童虐待 子育て支援課

（朝日庁舎）
電話・面談：平日午
前8時30分～午後5
時15分

☎0438
（23）7249

DV

君津健康福祉
センター

（君津保健所）

電話：平日午前9時
～午後5時
面談（要予約）：毎週
木曜日

☎0438
（22）3411

千葉県女性
サポートセンター

電話：365日24時間 
面談（要予約）：平日
午前9時～
午後5時

☎043
（206）8002

児童虐待

君津児童相談所 平日午前9時～午後
5時

☎0439
（55）3100

子ども家庭110番
（千葉県中央児童
相談所内）

365日24時間

☎043
（252）1152

児童相談所全国共
通ダイヤル 189

　事前に入園関係書類を揃えて申請してください。
受付期限  12月15日（木）まで
申請方法  窓口または郵送（必着）
注意事項
・・都合がつく限り、希望保育園の受付開始日にお
越しください。
・・地域型保育所・幼稚園型認定こども園（保育部
分）も11月1日（火）から受け付けます。
・・鎌足保育園の新規申請受け付けは行いません。
・・郵送の場合は、封筒に宛先、申請者名、内容（保
育園申請）を必ず記載してください。なお、お子
さんの面談のため後日来庁していただきます。

〒292－8501　朝日3－10－19
こども保育課（朝日庁舎）
☎0438（23）7245　 0438（25）1350

令和５年度保育園入園受付が始まりました11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

24時間WEBで火葬予約できます
（葬祭業者に限る）

葬祭業者を介さない場合は電話予約となり
ます（受付時間：午前8時30分～午後5時
15分）。
　11月16日（水）から予約開始です。

きみさらず聖苑
 （11月30日（水）まで。土日祝日休業）
 ☎0438（38）6345　 0438（38）3243
 （12月1日（木）以降。友引休業）
 ☎0438（37）3874　 0438（38）3243

お別れ室・霊安室も利用可能(要予約) ※いずれも完成イメージです。

受付日程表（受付場所　こども保育課（朝日庁舎））
受付開始日 希望保育園

11月1日（火） みやまのさくら保育園
なかごう保育園

11月2日（水） 岩根こども園（分園含む）
久津間保育園

11月4日（金） ふくた保育園
11月8日（火） 認定こども園木更津みらい
11月9日（水） 社会館吾妻保育園

木更津社会館保育園
11月10日（木） わかば保育園
11月11日（金） 認定こども園うみまち保育園
11月14日（月） 桜井保育園
11月16日（水） スクルドエンジェル保育園

アクアゲート
11月18日（金） 請西保育園
11月21日（月） 木更津むつみこども園
11月24日（木） 認定こども園さとの保育園
11月25日（金） 認定こども園長須賀保育園

ゆりかご保育園

 　冷え込むと柔らかく味がよくなり、
ビタミンや鉄分などが豊富に含まれています。
　本市では中郷地区などで栽培されています。

旬の地元産農林水産物を食べよう！ 「ほうれん草」

◇材料（2人分）（調理時間：約15分）
ほうれん草   160g（約3/4束）　
にんじん   20g（約1/7本）
卵   1個
春雨（乾燥）   10g
長ねぎ   10g（約10cm）
しょうが   15g（1かけ）

Ⓐ
塩   1g（小さじ1/6）
しょうゆ   小さじ1
酒   小さじ1

【ほうれん草の中華風炒め】

◆作り方
① 鍋に湯を沸かし、ほうれん草をさっとゆで冷水にとる。

水気を絞り4㎝幅に切る。
② にんじんは4㎝程の長さの千切りにする。春雨は熱湯

で戻し、食べやすい長さに切る。
 ③ 卵を割りほぐし、フライパンにサラダ油小さじ１を熱

し、卵を大きく混ぜながら炒めて取り出す。

④ 残りのサラダ油を足して、みじん切
りにした長ねぎ、しょうがを炒める。

⑤ にんじん、ほうれん草を加えてさら
に炒め、Ⓐの調味料と春雨、③の卵
を入れて、手早く炒め合わせる。

⑥最後にごま油を回し入れて完成。

農林水産課　☎0438（23）8445　 0438（23）0075

12月1日（木） 

「もしかして？」ためらわないで!1
いちはやく

89
（令和4年度児童虐待防止推進月間標語）

市立小中学校学校給食「千産千消デー」
　11月のうちの1日に、木更津市産な
ど地場産物を活用した学校給食を提供
し、地産地消や郷土料理などを便りや
校内放送で紹介します。

11月はちばの食育月間
市立保育園 地元食材の和食給食
　11月24日『和食の日』に合わせ
て行います。
　また、年長児には「だしの取り
方・味比べ」も行います。

食育に関する展示(食の大切さ・学校給食と有機米栽培の取り組みについて)
期間　11月12日（土）～20日（日）　場所　イオンモール木更津（築地1－4）
農林水産課　☎0438（23）8445　 0438（23）0075

本市も「いきる　つながる　食育のチカラ」を
キャッチフレーズに食育を推進しています

サラダ油   小さじ2
ごま油   小さじ1/2
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講演・講座・教室 BULLETIN BOARD
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第4回家族介護教室  
「介護に関わる薬局のサポート業務」

日時 11月11日（金）
� � 午後1時～2時30分
場所 清見台公民館�第1研修室
� � （清見台南5−1−29）
内容 服用する薬の効果や副作用に
ついて、薬剤師が正しい知識をお話
します。
対象 家族を介護している市内在住
の方
定員 20人（先着順）
料金� 無料
持ち物 マスク・飲み物
申込方法 � 11月9日（水）までに電
話またはファクスで申し込み。

アイセイ薬局ほたる野店
☎0438（30）5071
0438（98）3540

インボイス制度説明会
日程� ①11月9日（水）
� � ②12月6日（火）
時間 �①・②ともに同じ時間。
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
①スパークルシティ木更津�6階第7
会議室（富士見1−2−1）
②アクア木更津B館3階�多目的ホー
ル（富士見1－2－1）
申込方法　電話で申し込み。
※「インボイス制度特設サイト（国税
庁ホームページ）」に概要やQ&Aな
どの情報が掲載されています。

木更津税務署法人課税第1部門
☎0438（23）6161（音声案内で「2」番）
1010527

改正電子帳簿保存法と  
インボイスセミナー

日時 11月21日（月）午後2時～4時
場所 木更津商工会館3階研修室
� � （潮浜1−17−59）
内容
・・インボイス制度の概要
・・電子帳簿保存法（電帳法）とは？
・・今回の改正の内容
・・電子取引のデータ保存
・・令和5年12月31日までの改正電
帳法の猶予期間
対象 事業者の方
定員 50人（先着順）
料金� 無料
申込方法 � 電話で申し込み。

木更津商工会議所 中小企業相
談所
☎0438（37）8700
0438（37）8705

上級救命講習会

肥満のスペシャリストによる  
講演会（動画配信）

配信開始日　11月1日（火）～
配信方法�� 市公式YouTubeチャン
ネル「きさらづプロモチャンネル」
テーマ� 知らなきゃ損！肥満は脳が
支配していた！？～肥満のスペシャ
リストから学ぶ� からだのメカニズ
ム～
講師� 益崎�裕章氏（琉球大学大学院
教授）

健康推進課
☎0438（23）1300
0438（25）1350
1010541 

動画は
こちらから

木更津市長杯小中学生将棋大会開催結果

　｢木更津市長杯小中学生将棋大会｣を、9月11日（日）に開催しました。
個人戦 氏名（敬称略）

小学生
3年生以下

優勝 堀田　成
準優勝 加藤　慧
3位 吉田　朔実

小学生
4～6年生

優勝 千葉　悠暉
準優勝 山下　隼人
3位 平野　志安

中学生
優勝 窪田　桐子

準優勝 坂本　陽奈
3位 今冨　羽琉

団体戦 学校

小学生
優勝 君津市立貞元小学校

準優勝 金田小学校
3位 請西小学校

中学生
優勝 千葉大学

教育学部附属中学校
準優勝 太田中学校Cチーム
3位 太田中学校Aチーム

文化課　 1010224　☎0438（23）5314　 0438（25）3991

施設名 時間 予約方法 問い合わせ先
市営野球場

午前8時30分～
午後5時

当日午前8時30分から
現地または電話で予約

☎0438（25）1987

江川運動場 ☎0438（41）9641

オーエンス
陸上競技場

当日午前8時30分から
現地で予約（トラック
のみ2時間まで）

☎080（3739）6109

金のすず

午前9時～
午後5時

予約不要 ☎0438（23）0011

小櫃堰公園庭球場 当日午前9時から現地で
予約 ☎0438（98）3651

江川庭球場 当日午前8時30分から
現地または電話で予約 ☎0438（41）9641

貝渕庭球場 午前9時～
午後9時

当日午前8時30分から
現地または電話で予約

☎0438（23）5822

市営弓道場 ☎0438（25）4932

健康増進センター
いきいき館

午前10時～
午後9時 予約不要 ☎0438（36）2511

※市民体育館は工事のため、当面の間利用を休止しています。
※柔剣道場は工事のため、11月1日（火）から令和5年3月31日（金）まで利用
を休止しています。

企画課　☎0438（23）7468　 0438（23）9338

11月3日（木・祝）「市民の日」　施設無料開放市制施行80周年記念事業

市制施行80周年記念事業

市制施行80周年記念事業

市制施行80周年記念事業

ヒューマンフェスタin木更津  
『誰か』のことじゃない（動画配信）

配信期間 � 11月14日（月）～12月16
日（金）
配信方法�� 市公式YouTubeチャンネ
ル「きさらづプロモチャンネル」
内容 木更津市出身のシンガーソン
グライター　松本佳奈さんが自身の
経験をもとに人権を語ります。
注意事項
・・配信された動画の保存、録画、録
音、転載などは禁止です。
・・視聴するための通信料は自己負担
となります。

市民活動支援課
☎0438（23）7491
0438（25）3566�

動画は
こちらから

第78回日本ユネスコ運動全国大会
in木更津

日時 11月26日（土）�
� � 正午～午後5時
場所 かずさアカデミアホール
� � （かずさ鎌足2−3−9）
内容 俳優� 宇梶� 剛士氏の基調講
演、木更津市長参加のパネルディス
カッション、ALT（外国語指導助手）
や小学校児童による実践発表など
定員 200人（先着順）
申込方法 � 11月15日（火）までに名
前、住所、電話番号、「全国大会参
加希望」と記入の上、はがきで申し
込み。

〒292−8501　朝日3−10−
19　文化課
☎0438（23）5314
0438（25）3991

日時　11月27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）
� � �※駐車場は旧市役所東側駐車場
内容　観察要領、AED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
および筆記試験（修了者には修了証
を発行）
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　30人（先着順）
参加費� 無料
申込方法 � 11月11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）。

警防課
☎0438（23）9184
0438（23）9096
1005512
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イベント

　図書の返却のみ、11月14日（月）から30日（水）の平日午
前9時から午後5時まで図書館別棟・恵春庵で受け付けし
ます（ブックポストの利用、リクエストカードの受け取り
はできません）。
　駐車場は文京公民館側をご利用ください（狭くなってい
ますのでご注意ください）。
　12月1日（木）から図書館事務室で返却、新規予約の受け
付け・予約図書の貸し出しを再開する予定です。
　電子図書サービスは図書館休館中も利用可能です。電子
図書の利用に必要な図書館カードとパスワードの発行は、
11月30日（水）までは生涯学習課（朝日庁舎）で行っていま
す（平日午前8時30分から午後5時15分まで）。
　休館に関する詳しいことは、図書館ホームページをご覧
ください。 1003100

図書館　☎0438（22）3190
平日午前8時30分から午後5時15分まで（11月30日（水）
までFAX不可）
tosho@city.kisarazu.lg.jp

　中学三年生の芳山和子は、誰もいないはず
の理科実験室で、ラベンダーの香りを嗅いで
意識を失う。目覚めた時の彼女は、テレポー
テーションとタイムリープの能力を身につけ
た、時をかける少女になっていた……。
　発表から30年以上たちましたが、何度も映
像化されてきた物語です。漢字にふりがなを
ふり、読みやすくして、きれいな表紙カバー
と挿絵ごと収録された、電子書籍となりまし
た。かつて、映画の原作として読んで楽しん
だ方にも、現在、和子と同年代の方にも、ぜ
ひ手にしてほしい一冊です。

『時をかける少女』
　（『時をかける少女』（角川つばさ文庫）収録）

 筒井 康隆 著
KADOKAWA（図書館電子図書）

になる本気図書館スタッフの 教育委員会委員に
豊田 雅之さん再任

　9月市議会定例会において議会の同意を得て、
令和4年10月1日付けで�豊田�雅之さんが教育
委員会委員に就任（再任）しました。
任期� 令和4年10月1日～令和8年9月30日
コメント
　世の中まだまだコロナ
禍ではありますが、コロ
ナをできない理由とせ
ず、できる方法を考えて
子どもたちのために行動
したいと考えておりま
す。2期目となりますが、
慢心せず励んでまいりま
すのでよろしくお願いい
たします。

教育総務課
☎0438（23）5243　 0438（25）3991

豊
とよだ

田 雅
まさゆき

之 委員

図書館からのお知らせ
図書館は耐震補強工事のため、

令和5年2月28日（火）まで休館しています

認知症高齢者の家族交流会
日時 11月30日（水）
� � 午前10時～正午
場所 木更津市役所朝日庁舎
� � 会議室A1・2
内容 認知症介護の専門職の方との
交流会
対象 認知症の家族を介護している
方（本人の同伴可）
定員 20人（先着順）
料金� 無料
申込方法 � 11月25日（金）までに電
話またはファクスで申し込み。

木更津市富来田地域包括支援
センター　 1005137
☎0438（53）8031� 0438（53）8132

秋の市民歩け歩け大会 ～100らづポイントプレゼント～

第45回早出し放水競技大会
日時 11月20日（日）
� � 午前7時30分～正午
� � ※小雨決行
場所 旧市役所西側駐車場
� � （潮見1−1）
内容 木更津市消防団では、初期消
火の重要性を考慮し「早く水を出す」
ことを主眼に置いた「早出し放水競
技大会」を開催します。
　本大会は新型コロナ感染拡大防止
に配慮し、来場者を制限し開催しま
すので、ご理解いただきますようお
願いします。

警防課
☎0438（23）9184� 0438（23）9096

市制施行80周年記念事業

健活イベント
日時 11月3日（木・祝）
� � 午前10時～午後3時
場所 健康増進センター「いきいき
館」（潮浜3−1）
内容 ベジチェック、血管年齢測定、
握力測定�※ベジチェックでは、セ
ンサーに手のひらを乗せて数十秒で
野菜摂取の充足度を測定できます。
料金� 無料� ※当日は市民の日の施
設無料開放日のため、いきいき館入
館料も無料。

健康推進課　 1010544
☎0438（38）6981� 0438（25）1350

かずさアカデミアホールの催し物
●みづき会上総あいらいの郷絵画展
（入場・観覧無料）
期間 11月13日（日）～25日（金）
時間 午前9時～午後5時
場所 2階アートギャラリー
●第7回誠心流露葉会舞踊発表会
日時 11月20日（日）午前11時～
午後4時（開場：午前10時30分）
場所 メインホール

かずさアカデミアホール
（かずさ鎌足2−3−9）
☎0438（20）5555

第32回上総仲春印会作品展
期間 11月16日（水）～19日（土）
場所 イオンタウン木更津朝日
� � （朝日3−10−19）
内容 篆

てんこく

刻（石に彫った印）や、刻
こ く じ

字
（木彫りの印）の作品を展示します。

上総仲春印会 陶
す や ま

山
☎090（5563）5784

　らづFitポイントをゲットしよう！参加前にアクアコインアプリらづFitの
事前登録をおすすめします。
日時 11月19日（土）午前8時～午
後0時30分�※雨天中止（中止の場合
は当日午前7時に市公式Twitter・
Facebookでお知らせします）。
集合場所�� 鎌足公民館（矢那899−1）
内容 矢那川ダム周辺（鎌足公民館
～さくら公園～鎌足公民館）約5km
のコースをウォーキングします。�
※両手にストックを持ち地面を突き
ながら歩行する「ポールウォーキン
グ」の体験会も実施します。
料金　無料
持ち物 マスク・飲み物・軽食
対象 市内在住・在勤・在学で完歩
する体力のある方

※小学3年生以下は保護者同伴。
※申し込み不要（当日鎌足公民館で
受け付け）
注意事項
・・駐車場には限りがあります。
・・自宅で体温を測ってから参加して
ください。

スポーツ振興課
☎0438（23）5328� 0438（25）3991

日時 1月1日（日・祝）午前10時か
ら順次スタート（受付時間：午前9
時～9時45分）
集合場所�� �矢那川ダム堰堤
対象 市内在住の方
区分
①1.0km 小学校1・2年生（男女共通）
②1.5km 小学校3・4年生（男女共通）
③1.5km 小学校5・6年生（男女共通）
④3.0km 一般A（男女共通）
⑤5.0km 一般B（男女共通）

定員 いずれも先着順
①～④：各100人
⑤：200人
参加費 無料

市民元旦マラソン大会 ～100らづポイントプレゼント～

申込方法 � 11月9日（水）から市ホー
ムページの申し込みフォームで申し
込み。※事前に申し込みをしていな
い方は参加できません。

スポーツ振興課 1010708
☎0438（23）5328�
0438（25）3991�

市ホームページは
こちら

『らづFit（フィット）』ポイント増量キャンペーン
期間 11月30日（水）まで
内容 『らづFit』はアクアコインアプリの機能です。1日規定数を歩くと「らづポイント」が付与されます。
★健康推進課で登録のお手伝いをします。
<ポイント付与要件>①1日8,000歩➡10p　②①を同月中に8回達成➡50p

健康推進課（朝日庁舎）　 1007076　☎0438（23）8376　 0438（25）1350　�アクアコイン
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　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。
時間� 第1組：午前10時～10時30分
� � 第2組：午後0時20分～0時50分
� � 第3組：午後2時40分～3時10分
場所� かずさアカデミアホール（かずさ鎌足2−3−9）
対象 平成14年4月2日から平成15年4月1日ま
でに生まれた方（転入・転出した方も参加可）
※出席者は名前・連絡先の登録が必要です（親族含
め対象者以外の入場はご遠慮ください）。
　詳しく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1月8日（日）
木更津市二十歳を祝う会

●マイナポイント第 2 弾の対象となるマイナ
ンバーカードの申請期限が令和 4 年 12 月末
までに延長
　マイナポイント申込期限は令和5年2月末
までです。
●企業・団体対象 出張申請受付サービス
1007653

　市職員が希望の場所へ出向き、マイナン
バーカードの申請受け付けを行います。
人数� 希望者5人以上（市内在住の方のみ）　
場所� 公民館や事務所など（要相談）
※電話で予約・問い合わせ。

マイナンバーカードに関するお知らせ
●マイナンバーカードの申請補助サービス
場所　市民課窓口（朝日庁舎）のみ
①マイナンバーカード写真撮影（無料）〜申請のサポート
持ち物� 本人確認書類、通知カード・住民基本台帳カー
ド・国から送付された申請書（お持ちの方）
②マイナポイント予約・申込サポート
持ち物� マイナンバーカード、カード交付時に設定し
た数字4桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書暗証番
号）、ポイントを申し込むキャッシュレス決済サービス、
公金受取口座の登録をされる方は通帳
1007653　1006050

市民課　☎0438（23）7291　 0438（22）4631

全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」強化週間

日時 11月18日（金）～24日（木）
午前8時30分～午後7時（19日（土）・
20日（日）・23日（水・祝）は午前10
時～午後5時）
内容 性犯罪・ハラスメントなどの
女性をめぐる各種人権問題に関する
相談に人権擁護委員が応じます。
相談電話番号：☎0570（070）810

千葉県人権擁護委員連合会事務
局（千葉地方法務局人権擁護課内）
☎043（247）3555

福祉カーを貸し出しています
� 車いすのまま乗れる福祉カーを貸
し出しています（先着順）。
※週末の貸し出しも可能です。
車いすの乗車部分：電動ウィンチ式
乗車人数：最大6人
対象 本市に住所があり歩行が困難
な方
申込方法 � 電話または窓口で申し
込み

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

高齢者見守りデジタルサービス
事業を開始します

� 高齢者の見守りや市の情報を閲覧
できるアプリを配信しています。ま
た、対象者には無料でタブレットを
貸し出します。
対象 世帯全員が以下の要件を全て
満たす方
・・75歳以上　・・市内在住
・・住民税が非課税
・・スマホ・タブレット・パソコンな
どを所持していない
定員 タブレット貸与は200人まで
（先着順）
申込方法 � 申請書を窓口に持参

高齢者福祉課（朝日庁舎）
☎0438（23）2695
0438（25）1213

クリーンセンターでの年末の  
ごみの受け入れ日時のお知らせ

　年末は待ち時間が1時間を超える
場合があります。指定ごみ袋に入る
ものは、できるだけ収集日にごみス
テーションにお出しください。
※年末は事業系ごみ、小型家電の受
け入れはできません。
日時 12月29日（木）・30日（金）：
午前8時30分～午後4時
12月31日（土）：午前8時30分～正午
※年末については予約不要です。
● 祝日のクリーンセンターでの  

ごみの受け入れは行いません
　祝日の11 月 3 日（木）・23 日（水）
は、クリーンセンターでの業務・ご
みの受け入れは行いません。
注意事項　土曜日のごみの持ち込み予
約は、前日正午（前日が祝日の場合は直
前の平日正午）までに予約が必要です。

まち美化推進課
☎0438（36）1133
0438（36）5374�

らづナビ
から予約

年末調整等説明会取りやめの  
お知らせ

　年末調整の説明は、国税庁ホーム
ページやYouTubeチャンネル「国税
庁動画チャンネル」でご覧ください。
　年末調整などの関係書類は国税庁
ホームページでダウンロード、税務
署・市民税課窓口で配布（11月上旬
に配布予定）。�※窓口は数に限りが
あります。

木更津税務署 法人課税第1部門
☎ 0438（23）6161（内線 614・
615）（自動音声案内に従って「2」
番（税務署）を選択）

一部市施設にウォータースタン
ドを設置しています

　10月12日（水）にウォータースタン
ド株式会社と協定を締結しました。
　以下の一部市施設にウォータース
タンドを順次設置しますので、マイボ
トルを持参のうえ、ご利用ください。
設置場所�� 市役所（駅前庁舎・朝日
庁舎）、金田地域交流センター、西
清川公民館、クリーンセンター、わ
かば保育園、桜井保育園、市民総合
福祉会館
※保育園については、職員および在
園児のみ利用が可能です。

まち美化推進課　 1010671
☎0438（36）1133
0438（36）5374�

確定申告は「確定申告書等作成コー
ナー（国税庁ホームページ）」で

内容 ご自身のスマホ・パソコンか
らアクセスできます。� � 　
　確定申告書作成会場では、入場整
理券の配布状況によって、受け付け
を早く締め切ることがあります。

木更津税務署 個人課税第1部門
☎0438（23）6161（内線412・413）

秋季全国火災予防運動
 火災の発生を防止し、火災によ
る死者や財産の損失を防ぐことを目
的に実施されます。
期間� 11月9日（水）～15日（火）�
2022年度全国統一防火標語
〈お出かけは�マスク戸締り�火の用心〉

予防課
☎0438（23）9183
0438（23）9096

令和 4 年度「木更津産米」食味分
析コンクール開催結果

　食味値・米食味鑑定士などによる
審査の結果、以下の方が受賞されま
した（全118検体出品）。
受賞者（敬称略）

農林水産課　 1007346
☎0438（23）8445
0438（23）0075

市街地循環バス実証運行実施
一定の利用で本格運行を検討しま
す。
期間� 11月1日（火）～令和5年1月
31日（火）�※アクアラインマラソン
実施日（11月6日（日））、年末年始を
除く。
運行ルート
A廻り：JR木更津駅東口～朝日～ア
ピタ～請西～中央病院～東口
B廻り：JR木更津駅東口～中央病院
～請西～アピタ～朝日～東口
　詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

地域政策課　 1010576
☎0438（23）7426
0438（23）9338

11月は「動物による危害防止 
対策強化月間」

　動物を飼育する際には法律で定め
られたさまざまなルールがありま
す。ルールをしっかり守り、動物に
よる事故や迷惑を防止しましょう。
　詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
 　 1007290

君津健康福祉センター（君津保健
所）�　☎0438（22）3745

千葉県動物愛護センター
☎0476（93）5711
千葉県動物愛護センター 検索

最優秀賞 伊藤　卓

優秀賞 鳥海　裕信、鈴木　恒太郎、
森　信子

優良賞
石川　理平、斉藤　高根、
宮崎　孝行、石﨑　幸弘、
中郷小学校、杉山　美恵子

美味しい
お米賞

鈴木　雅雄、竹内　和義、
本多　正一、金子　丘、
半沢　友洋

アワビ・ ナマコに漁獲番号を付
けることが義務化

� 密漁品の流通を防ぐため、12月か
ら水産流通適正化制度が始まります。
アワビ・ナマコの取り引きについて、
採捕・加工・販売・流通を行う業者は、
届け出が必要となります。
対象 アワビ・ナマコを採捕する方、
アワビ・ナマコを取り扱う方

千葉県水産課
☎043（223）3045
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　毎月第2・第4日曜日に市税の納付と納税相談の窓口を収
税対策室（朝日庁舎）で開設しています。

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

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
� 1001018

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。
11月13日（日）・27日（日）午前9時～午後4時

　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

国民健康保険税（普通徴収）第5期・
介護保険料（普通徴収）第5期・

後期高齢者医療保険料（普通徴収）第5期
納期限　11月30日（水）

11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 10日（木）・24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）
9日（水）・16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
思春期相談 ※要予約
臨床心理士、保健師による保護者の相談

9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　※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歳の方と保護者・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 17日（木）
木更津市社会福祉協議会
� ☎0438（25）2089法律相談 ※要予約 14日（月）・21日（月）

結婚相談 火曜日

成年後見に関する相談 22日（火） きさらづ成年後見支援センター　�
� ☎0438（22）6226

市営住宅入居者（11月分）
募集住宅  長須賀団地
� � � �（長須賀1650番地）� �
� � � � 長屋2階建て2戸
募集期間�� 11月1日（火）～15日（火）
※応募多数の場合は抽選となります。
また、募集期間終了後、入居者が決定
しなかった場合は、11月30日（水）ま
でに窓口で申し込み（先着順）。

住宅課（朝日庁舎） 1001383
☎0438（23）8598
0438（22）4736

令和5年4月1日以降採用 
木更津市任期付職員

任期 3年以内
申込締切日�　11月11日（金）まで
第1次試験日　12月4日（日）
募集内容　育児休業などを取得する
職員の代わりに採用されます。
①一般行政職上級：2人程度
②土木上級：2人程度
③建築上級：1人程度
④保育士：3人程度
※いずれも職務経験者
※第1次試験は作文試験です。
申込方法 � 市ホームページの申し込
みフォーム・申請書類を郵送（当日
消印有効）または持参で申し込み。
　職員課・朝日庁舎庁内案内・市内
各公民館・金田出張所・富来田出張
所で申込案内書を配布します（市
ホームページでダウンロード可）。

〒292－8501　富士見1－2－1
職員課（駅前庁舎）　 1010602
☎0438（23）7467
0438（25）1351

令和 5 年度に向けた公立小・中
学校講師登録会（臨時的任用）

日時・場所　
①11月21日（月）�
� 君津教育会館（新田3−4−7）
②11月26日（土）�
� 君津合同庁舎（貝渕3−13−34）
※いずれも午後1時～
内容 公立小・中学校で臨時的任用
職員などとして勤務を希望する方の
登録会と面接会です。
募集職種　小・中学校教員、養護教
諭、学校栄養職員、学校事務補助
対象 新規登録者と所有教員免許状
相談希望者�※更新は対象外。

南房総教育事務所管理課
☎�0438（25）1311

自衛官
募集内容
①一般曹候補生：12月1日（木）まで
②陸上自衛隊高等工科学校生徒（推
薦）：12月2日（金）まで
③陸上自衛隊高等工科学校生徒（一
般）：令和5年1月6日（金）まで
④自衛官候補生�：随時募集
対象
①・④：採用予定月の1日現在で
18�歳以上33歳未満の男女
②・③：令和5年4月1日現在で15�
歳以上17歳未満の男子

防衛省自衛隊 木更津地域事務所
☎0438（23）5734

君津中央病院企業団職員  
（令和5年4月1日採用予定）

職種・募集定員
①一般行政職：3人程度
②施設管理技士：若干名
③助産師または看護師：2人程度
④薬剤師：2人程度
⑤臨床検査技師：3人程度
⑥管理栄養士：若干名
⑦調理師：若干名
一次試験日�　12月3日（土）
場所 君津中央病院4階講堂
� � （桜井1010）
受付期間�� 10月3日（月）～11月18
日（金）（郵送の場合は当日消印有効）
※受験資格などの詳細は、君津中央
病院ホームページをご覧ください。

〒292-8535　桜井1010
君津中央病院人事課
☎0438（36）1072（代）
君津中央病院 検索

封筒裏面の広告掲載
募集期間�� 11月30日（水）まで
募集枠数�� 4枠
広告規格�� 1枠縦4㎝×横8.5㎝以内
フォント色�　黒のみ
広告料� 1枠�20,000円
封筒発送予定日� 令和5年4月3日（月）
令和4年度発送実績　6,469通
※申込多数の場合、市内に事業所な
どがある方が優先（その中で抽選）で
す。また、広告内容により掲載でき
ない場合があります。詳しくは市
ホームページをご覧ください。

生活衛生課　 1007550
☎0438（36）1432� 0438（30）7322

会計年度任用職員（栄養士）
仕事内容�� 乳幼児や成人の栄養指
導など。
勤務時間�� 月 に3～6日（1日2～4
時間勤務）
募集人数�� 若干名
対象 栄養士免許を持っている方
申込方法 � 11月25日（金）までに電
話で申し込み。

健康推進課
☎0438（23）8379� 0438（25）1350

11月13日（日）・27日（日）午前8時30分～午後5時

木更津市廃棄物減量等推進審議
会委員

　審議会では、一般廃棄物の減量化、
資源化・その適正処理推進に関する
ことについて市長の諮問に応じ、調
査・審議します。
資格・人数　20歳以上の市内在住
の方・2人
任期� 令和4年12月15日（木）～令
和6年12月14日（土）
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11月30日
（水）まで郵送（必着）または持参で
申し込み。

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

ちばアクアラインマラソン 2022 　
オリジナルステッカーを集めよう！

　市内の対象店舗を利用して集めた
4種類のステッカーの写真を撮り、
市実行委員会Instagram（裏表紙）
へメッセージをくださった方の中か
ら抽選で景品をプレゼント！�

ちばアクアラインマラソン木更
津市実行委員会事務局（スポーツ振
興課内）
☎0438（23）5328� 0438（25）3991
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整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッ
サージの施術のうち、保険証が使えるもの
　詳しくは各施術所でご確認ください。
 1007812
整骨院・接骨院　急性などの外傷性の打撲・捻挫お
よび挫傷（肉離れなど）・骨折・脱臼。 ※骨折・脱
臼については医師の同意が必要（応急処置を除く）。
はり・きゅう　神 経 痛・リウマチ・頚 腕 症 候 群・
五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症であって、医師が
はり・きゅうの施術に同意していること。
あんま・マッサージ　医療上マッサージが必要な症
例（筋まひや関節拘縮）の施術で、医師が同意してい
ること。

施術内容について本市が委託している業者か
らお尋ねすることがあります
　療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方
に、文書で負傷原因や施術内容を確認する場合があ
ります（令和4年度委託業者：株式会社オークス）。

医療費の一部負担金の減免・徴収猶予
　国民健康保険加入者が、生活困窮によって入院先
への一部負担金の支払いが困難になった場合は、申
請により一部負担金を減免または徴収猶予できる場
合があります。 1005641
一部負担金減免・徴収猶予の対象となる理由
①震災・風水害・火災・その他これらに類する災害
により死亡し、または障がい者となり、または資産
に重大な損害を受けたとき。
②干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・
不漁、その他これらに類する理由により収入が著し
く減少したとき。
③事業または業務の休廃止・失業などにより収入が
著しく減少したとき。
④上記①～③の理由と類する理由があったとき。

■ 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。

国民健康保険脱退の手続きが必要なとき
　国民健康保険から社会保険に健康保険証が切り替
わった場合は、保険年金課で国民健康保険脱退の手
続きをしてください。
　健康保険証に記載の「資格取得年月日」以降に国
民健康保険証を使用すると、本市が負担した医療費

（7割～8割）を返還し、ご自身で社会保険に医療費
を請求する手続きが必要です。
　なお、社会保険加入後新しい保険証が届く前に病
院を受診する場合、会社によっては社会保険の手続
きを行った日付で健康保険証に代わる「資格証明書」
が交付されますので、勤務先にご確認ください。

国保給付係　☎0438（23）7014
非自発的な失業をした方に対して国民健康保

険税の軽減措置があります
　非自発的失業者※に該当する方は、国民健康保険
税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からそ
の翌年度末までの間、給与所得を100分の30とし
て算定します。
　軽減措置を受けるには申請が必要です。該当する
方でまだ申請をしていない方は「雇用保険受給資格
者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参し、申
請をしてください。
※非自発的失業者とは、次の全ての条件を満たす方
① 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証ま

たは雇用保険受給資格通知を交付されている方
②離職日時点で65歳未満の方
③ 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

国保賦課係　☎0438（23）7046

11月30日（いいみらい）は「年金の日」
　厚生労働省では、「国民一人ひとり、「ねんきんネッ
ト」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思い
を巡らす日」として、11月30日（いいみらい）を「年
金の日」としています。
　この機会に「ねんきんネット」でご自身の年金記録
や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考
えてみませんか？
　「ねんきんネット」を利 用すると、パソコンやス
マートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認
でき、年金見込額の試算もできます。 

ねんきんネット

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

年金講座　Vol.10
～遺族基礎年金～

　遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」
がありますが、今回は「遺族基礎年金」についてご
紹介します。
Ｑ．遺族基礎年金の請求はどんな方が該当するの？
Ａ． 遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当ては

まる場合、亡くなった方によって生計を維持さ
れていた「子のある配偶者」または「子」が受け
取ることができます（子は18歳になった年度の
3月31日までの間にあること）。①国民年金の
被保険者である間に亡くなったとき②国民年金
の被保険者であった60歳以上65歳未満の方
で、日本国内に住所を有していた方が亡くなっ
たとき③老齢基礎年金の受給権者であった方が
亡くなったとき④老齢基礎年金の受給資格を満
たした方が亡くなったとき。

※①、②については保険料納付要件があります。
※③、④については保険料納付済期間、保険料免除
期間および合算対象期間を合算した期間が25年以
上ある方に限ります。
Ｑ．手続き先は？
Ａ． 市役所保険年金課または年金事務所でお手続き

できます。詳しくは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
年金係　☎0438（23）7059　 1001735

死亡一時金
・

寡婦年金
遺族年金

日本年金機構ホームページ

○農業者年金に加入しませんか？
内容 積立方式の終身年金で、全額が社会保険料控
除の対象となります。
<特徴>
・・80歳前に亡くなった場合でも死亡一時金の支給
あり
・・要件を満たす方には国からの保険料補助あり　など
対象 年間60日以上農業に従事する国民年金第1
号被保険者で60歳未満の方または国民年金任意加
入者で60歳以上65歳未満の方
保険料 月額2万円～6万7千円（千円単位で自由に
選択・変更可能）
農業委員会事務局

☎0438（23）8693　 0438（22）4736

　新聞未購読者の方へ無料でお届けしています。
申込方法　市ホームページの申し込みフォーム、電話
またはファクスで申し込み。

広報きさらづをポストにお届け！

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）、市公式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）

■ 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-kisarazu@sg-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」

「らづナビ」
インストール

シティプロモーション課　 1007432
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

　認定されたお店には、認定証の交付やのぼり旗、ステッカーの資材提
供のほか、市ホームページ・チラシでPRします。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。
対象� 地場農林水産物などを積極的に取り扱う小売店・飲食店
農林水産課　☎0438（23）8445　 0438（23）0075
1010540

　12月4日（日）から6日（火）、2泊3日の伊勢神宮クルーズツアー
で「にっぽん丸」が木更津港初入港となります。これを記念して
通常の旅行代金より10％割引となる木更津市民クルーズが実施
されます。詳しくはお問い合わせください。
 対象� 市内在住・在学・在勤の方
�郵船トラベル株式会社　☎03（5213）9987　 1010458

木更津市民クルーズ 参加者募集中

木更津市地産地消の推進店を募集中

今月の読者プレゼントはおやすみします

2泊3日
伊勢神宮
クルーズ

推進店の
のぼり旗・
ステッカー

市制施行80周年記念事業



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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◆ 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

早めのインフルエンザ対策を 　 1004144
　手洗い・うがい・マスク着用などの感染対策と規
則正しい生活習慣を心がけましょう。希望される方
は早めの予防接種をお勧めします。

赤ちゃん・子ども
健康診査（対象者に個別通知）　 1001295

　通知した日程で受診できない場合は必ずご連絡く
ださい。日程などは市ホームページをご覧ください。

健診名 対象
乳児健康診査 1003764 令和4年7月生まれ
1歳6か月児健康診査

1003765 令和3年4月生まれ

3歳児健康診査 1003767 令和元年5月生まれ

場所　市役所 朝日庁舎 別棟健診室
にこにこ健康相談（要予約） 1003769

　お子さんのからだ、食事、歯やお口に関する健康
相談を行っています（面接またはオンライン）。

母子保健係　☎0438（23）1300　
予防接種　 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、体調のよい時期に早めに接種しましょ
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カ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
高齢者等インフルエンザ予防接種

 1004144
期間  12月31日（土）まで ※休診日を除く。
対象  接種日現在で65歳以上の方、40歳以上65歳
未満で心臓・腎臓・呼吸器機能に障がいを有するお
よびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がい
を有する身体障害者手帳1級相当の方
負担金  1,000円
　医療機関への予約が必要です。
　実施医療機関など、詳しくは市ホームページをご
覧ください。
予防係　☎0438（38）6981
がん検診� 1004208

個別検診
検診名 対象者 申込方法

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 ①市ホームページの
申し込みフォーム
②電話
③郵送乳がん検診 40～42、44、46、

48歳になる女性

※郵送の場合は「個別検診」と明記の上、検診名（子
宮頸がん、乳がん）・住所・氏名・生年月日・年度
末時点の年齢・日中連絡の取れる電話番号を記入。
集団検診

検診名 対象者 申込方法

大腸がん検診 40歳以上の方 ①各がん検診会場
②健康推進課窓口

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

①市ホームページ
の申し込みフォー
ム
②電話

乳がん検診
（マンモグラフィ
検査またはエコー
検査）

30歳以上の女性
※ 40～42、44、
46、48歳を除く
※年齢により検
診内容が異なり
ます

大腸がん検診以外は定員になり次第受け付け終了。

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

11/3 （祝） 内
外

森田医院
石井病院

大久保1−8−7
新田1−5−31

☎0438（37）3684
☎0438（22）2240

11/6 （日）
内・小

外
君・耳

河木クリニック
石井病院
君津寛衆堂医院

羽鳥野7−18−1
新田1−5−31
君津市南子安4−31−1

☎0438（38）3725
☎0438（22）2240
☎0439（52）8733

11/13（日）
内・小

外
耳

山田医院
はぎわら病院
小関耳鼻咽喉科医院

大和2−22−1
木更津1−1−36
太田4−16−5

☎0438（25）3811
☎0438（22）5111
☎0438（25）1187

11/20（日）
内・小

外
袖・耳

ほたるのセントラル内科
石井病院
さくま耳鼻咽喉科医院

ほたる野3−30−3
新田1−5−31
袖ケ浦市神納617−1

☎0438（97）8855
☎0438（22）2240
☎0438（60）2787

11/23（祝）内・小
外

大日方医院
木更津東邦病院

朝日3−2−35
菅生725−1

☎0438（22）2025
☎0438（98）8111

11/27（日）
内
外
耳

嶋田医院
重城病院
中原耳鼻咽喉科クリニック

永井作1−10−12
万石341−1
畑沢南4−1−10

☎0438（52）7575
☎0438（40）0801
☎0438（36）6005

1.日曜当直医療機関を訪れる方は、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。午後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。

無料クーポン券をお持ちの方へ：有効期限に注意
子宮頸がん検診（対象：21歳の女性）、乳がん検診（対
象：41歳の女性）の無料クーポン券の有効期限は12
月31日（土）までです。
　早めの受診をご検討ください。
各がん検診の詳細・申し込み

「令和4年度がん検診のお知らせ（保存版）」もご覧く
ださい。
がん検診に関する問い合わせ　☎0438（23）8363

大腸がん検診 乳がん検診 子宮頸がん検診

　日頃からお口の健康チェックしていますか？年齢
を重ねても、歯を失わないようにするためには、プ
ロの力も必要です。さまざまな年代で歯科健診を実
施していますのでぜひ活用ください。

健診名 対象
健診クーポン券
または受診券の
お渡し時期

妊産婦歯科健康
診査

1006371

①妊娠中の方
②産後1年未満の方

（①と②の時期に各
1回受診可能）

母子健康手帳
交付時

2歳児歯科健康
診査

1006372
2歳6カ月～3歳未
満のお子さん

2歳6カ月に
なる月に送付

成人歯科健康
診査

1001288

令和5年3月31日
時点で40、50、60、
70歳の方

令和4年4月下旬
に送付済み

※今年度の成人歯科健康診査は12月末で終了のため
お早めに協力歯科医療機関へ直接ご予約ください。

栄養歯科係　☎0438（23）8379　

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」
インストール

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（朝日庁舎）内）
☎0438（23）7244　 0438（25）1350

赤ちゃん広場（予約不要）※入室制限を行う場合があり。
期日　2日・9日・16日・30日（いずれも水曜日）
時間　午前9時～11時30分
場所　市民総合福祉会館3階和室（潮見2－9）

こども相談（要予約） 
期日　14日（月）・17日（木）・25日（金）・29日（火）
時間　1組当たり1時間程度

オンラインプレママ講座 （対象者に個人通知）
日時　30日（水）午前10時～11時45分

プレママ講座 （対象者に個人通知）
日時　2日・9日（水）午前10時～11時45分

日時　22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） 

こどもの森 11月の予定
来庁前に各自体温測定をお願いします。

11月の自立生活体操（参加無料）
　「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。※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
網掛けの日は、歯科衛生士による口腔指導を行います。

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。
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 6

B
日（日）・1

A
3日（日）・2

B
0日（日）

西清川 6日（日）・13日（日）
鎌足 20日（日）
桜井 18日（金）
富岡 1日（火）・15日（火）
波岡 1日（火）・8日（火）・15日（火）・22日（火）

岩根西 17日（木）
文京 4日（金）・18日（金）
中郷 11日（金）・25日（金）

八幡台 4日（金）・11日（金）

公民館 午後の部（13：30～15：00）
東清 13日（日）

富来田 10日（木）・17日（木）・24日（木）
中央 4日（金）・11日（金）・18日（金）
岩根 6日（日）・20日（日）

清見台 10日（木）・24日（木）
金田地域

交流
センター

15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。

老人福祉センター（13：00～14：30） 12日（土）・26日（土）

予防接種の
スケジュール

　 「いい　　の日」歯
11月8日は



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

GUIDE
イベントガイド

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

11月6日 ちばアクアラインマラソン2022

 交通規制のお知らせ～ご協力をお願いします～
・・ コースおよびコース直近の道路は、車両の通行が禁止されます。
・・ 当日の車両利用はご遠慮ください。なお、車両を利用される場合は、

迂回路をご利用ください。
・・ 交通規制・迂回については、案内看板や現場の警察官、警備員の指

示に従ってください。
・・自転車、歩行者のコース横断も規制されます。
※強風などによりアクアライン橋りょう部が走行不能と実行委員会が
判断した場合は、一般道のみの短縮マラソンとなります。
ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局（大会全般）

☎043（223）4107（平日午前9時～午後5時）　
日本道路交通情報センター（交通情報） ☎050（3369）6612 ちばアクアラインマラソン 検索    

区間(コース） 規制時間
●1 潮浜公園 扌 ●2 富士見大橋下 7：00〜11：10
●2 富士見大橋下 扌 ●3 あじさい通り入口 9：20〜11：20
●3 あじさい通り入口 扌 ●4 岩根小入口交差点 9：30〜11：40
●4 岩根小入口交差点 → ●5 自衛隊交差点 9：30〜11：50
●5 自衛隊交差点 → ●6 金木橋先 9：30〜12：00
●6 金木橋先 → ●7 金田中学校先 9：40〜12：10
●7 金田中学校先 → ●8 アクアライン入口 9：40〜13：30
●8 アクアライン入口 → ●9 アクアライン出口 9：40〜13：30

●9 アクアライン出口 扌
●10  三井アウトレット

パーク木更津第10
駐車場

10：10〜13：30

●10  三井アウトレット
パーク木更津第10
駐車場

扌 ●10' 牛込海岸 10：10〜13：30

●10  三井アウトレット
パーク木更津第10
駐車場

扌 ●11 牛込海岸入口交差点 10：20〜13：30

●11 牛込海岸入口交差点 扌 ●12 大袖橋手前丁字路 10：40〜13：40
●12 大袖橋手前丁字路 扌 ●13 袖ケ浦アンダーパス 10：40〜13：50

●13 袖ケ浦アンダーパス 扌 ●14  袖ケ浦市役所入口交
差点 10：40〜13：50

●14  神ケ浦市役所入口交
差点 扌 ●15 平成通り神納交差点 10：40〜14：10

●15 平成通り神納交差点 扌 ●16 袖ケ浦公園 10：50〜14：30
●16 袖ケ浦公園 扌 ●17 飯富十字路 11：00〜14：40
●17 飯富十字路 扌 ●18 十日市場 11：00〜15：00
●18 十日市場 → ●19 中尾 11：10〜15：20
●19 中尾 → ●20 ほたる野交差点 11：20〜15：20
●20 ほたる野交差点 扌 ●21 東太田交差点 11：20〜15：30
●21 東太田交差点 扌 ●22 太田 11：30〜15：40
●22 太田 扌 ●23 県道長須賀交差点 11：30〜15：50
●23 県道長須賀交差点 扌 ●24 北片交差点 11：40〜16：10
●24 北片交差点 扌 ●25 市民体育館交差点 11：40〜16：20
●25 市民体育館交差点 扌 ●26 旧木更津市役所 11：40〜16：30

チバテレで
テレビ中継（予定）
11月6日（日）
午前9時30分～午後4時
※チバテレ「ウィークリー
千葉県」(土曜日午後10
時～ )でも特集します。

日

ハイタッチ禁止

沿道応援時の
感染対策

拍手で応援

距離をとる

マスク着用

9：50▶START

扌：両方向とも車両通行禁止 →：片側のみ車両通行禁止コースによって規制状況が変わります

交通規制区間・時間

　当日はランナーを応援するた
め、横断幕の掲示や催しなどを
行います。

写真は木更津消防の
皆さまが作成した横断幕

　詳しくは今月号9ページ、
木更津市実行委員会の

Instagramをチェック！

Instagram

お店めぐり
      &
写真投稿で
　盛り上げましょう！

沿道応援もご注目！


