
  千葉米食味コンクールとは、生産者の意欲や品質向上、千葉県産米のPRを目的にJA全農ち
ばが主催しているコンクールです。コシヒカリ部門と粒すけ部門の2部門で開催されています。
　8回目を迎えたことしは、千葉県内から108点（コシヒカリ 76点、粒すけ32点）もの応募が
ありました。このうち各部門4点が最終審査に進みました。1月16日（月）、「お米マイスター」
や「米・食味鑑定士」など専門家ら10人の審査員による最終審査が行われました。
　このコンクールで、木更津市の竹内 和義さんがコシヒカリ部門での最優秀「千葉県知事賞」
を受賞されました。
　竹内さんは、市内生産者さんと一緒に「きさらづ学校給食米」の生産に取り組んでいただき、
今回、そのお米が最優秀賞を受賞しました。

千葉米
食味コンクール

 別冊折り込み「木更津市制施行80周年記念事業の振り返り」もぜひご覧ください。

「きさらづ学校給食米」を生産している竹内 和
か ず よ し

義さん「千葉県知事賞」を受賞

「学校給食にも提供しているものが評価されてうれしい。今回出品した
お米は、木更津市の学校給食に提供したもの。子どもたちに美味しいお
米を届けることができ嬉しく思う」とコメントした竹内さん。

写真左：木更津市農業協同組合 石渡 肇 組合長　写真右：竹内 和義 さん

「きさらづ学校給食米」とは

  令和元年度から栽培している、市内公立全小・中学校の給食へ提供するために農薬・
化学肥料を一切使用しない栽培方法で生産したお米です。市では市内の生産者の皆さま
の協力を得ながら、米飯給食のお米は「きさらづ学校給食米」での提供を目指しています。

これまでの取り組みは2ページへ

食べる。
育む。
守る。
“子どもたちのために”

学校給食に「無農薬・無化学
肥料で栽培されたお米」を

提供しています！

未来につながるまち ORGANIC CITY KISARAZU
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3 ※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

136,318人
68,761人
67,557人

65,032世帯

（+15）
（+8）
（+7）

（+28）

2月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比
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きさらづ学校給食米

◆作り方
① 野菜は短冊切りなど、食べや

すい大きさに切る。
② 春雨は戻して5㎝程度に切る。
③ 豚ひき肉・豆腐・溶き卵・す

りおろした生姜を合わせてよく混ぜる。
④ レタス以外の野菜を入れ、煮込んでいく。沸騰したら、

③の肉団子をスプーンで落とし、再沸騰したら調味料
とレタスを入れて、できあがり。
農林水産課（食育について）　 1011104

☎0438（23）8445　 0438（23）0075

　地中海沿岸から西アジアの
野生種が元になった野菜で、平
安時代に中国から渡来したと
いわれています。
　現在主流の玉レタスは、葉が
淡い緑色でつやがあり、茎の切
り口が変色していないものが
新鮮です。
　水分が95％以上と多く瑞々しい食感が楽しめますが、栄養
成分は少なく、ビタミンE・カリウム・カルシウムなどが含ま
れています。
　本市は、千葉県の春レタスの主要な産地となっており、中郷・
富来田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！ 「レタス」
◇材料（おとな2人分）（調理時間：約15分）【レタスと肉団子のスープ】

レタス   1/4個
にんじん   1/3本
えのきたけ   1/5袋
干し椎茸   1/2個
長ネギ   1/3本
春雨   10g
豚ひき肉   120g
木綿豆腐   40g
しょうが（すりおろし）   小さじ1
卵   1/2個
コンソメ   3g
しょうゆ   小さじ1
酒、塩こしょう   少々
水   300cc

こども保育課（レシピついて）
☎0438（23）7245　 0438（25）1350

農林水産課　 1007511　☎0438（23）8445　 0438（23）0075

Ⓐ

モチモチ おいしい

「学校給食提供に向けた有機米プロジェクト」にご協力ください !

きさらづ学校給食米
米飯給食 100％有機化を目指す取り組み
　本市では、生涯にわたり健全な心身を育み、地域の農林水産物を食材として積極的に取り入れることで、持

続可能な社会の実現に向けた食育の推進に取り組んでいます。

　この取り組みの中で、現在JA木更津市・君津農業事務所、民間事業者や市内の生産者さんで組織した「木更

津市有機農業推進協議会」を立ち上げ、全ての米飯給食に「きさらづ学校給食米」を提供することを目指しており、

毎年学校の給食時に生産者と児童の交流を深めています。

　ことしで4年目を迎え、現在は14人の生産者さんにご協力をいただいています。

令和元年度

・・�専門家の栽培技術指導により5人の生産者さんが栽
培開始（栽培面積1.8ha）。

・・市内全公立小・中学校に1週間提供。

令和2年度

・・協力生産者さんが8人、栽培面積は5.5haに。
・・市内全公立小・中学校に1カ月間提供。

令和3年度

・・�雑草防除対策や収量の向上に向け、農機メーカーの
井関農機株式会社と「先端技術を活用した農業と有
機農業の推進に関する連携協定」を締結。
・・協力生産者さんが13人、栽培面積は15.4haに。
・・市内全公立小・中学校に4カ月間提供。

令和4年度

・・協力生産者さんが14人、栽培面積は20.0haに。
・・市内全公立小・中学校に5カ月間提供。

市内公立小・中学校に提供する「きさらづ学校給食米」(無農薬・無化学肥料)の生産に、ご興味のある生産者の方がいらっしゃいました
ら、1反からでも結構ですのでご連絡ください。
目標栽培面積：35ha分（現在20ha分）

米飯給食 100％有機化へのあゆみ

着々と
増加中 !

令和元年度
3日間提供日数

令和2年度
16日間

令和3年度
52日間

令和4年度
約65日間（見込み）

5カ月

4カ月

提供期間
1週間

1カ月

＋

生産者の
皆さまへ

あっという間にご飯がからっぽあっという間にご飯がからっぽ
給食の時間、生産者さんからモニター越給食の時間、生産者さんからモニター越
しに「きさらづ学校給食米」について説明しに「きさらづ学校給食米」について説明

なぜ「有機」なのか
お米の付加価値向上・ブランド化・消費拡大をはじめ、食育や地産地
消の推進、環境の保全、市のイメージ向上・SDGsへ貢献するため、
学校給食に100％有機化されたお米の提供に取り組んでいます。
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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　朝日庁舎接種費用

無料（全額公費負担）

オミクロン株対応ワクチン接種　 1010575

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
       （すでに、オミクロン株対応ワクチンを接種した方、令和4

年11月8日以降に武田社ワクチン（ノババックス）で3回目
以降を接種した方は除く。）

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人1回
取り扱いワクチン　ファイザー社またはモデルナ社

個別接種（協力医療機関での接種） ※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。
接種券に同封している「お知らせ」や市ホームページをご確認ください。

集団接種（場所：市民総合福祉会館（潮見2ー9）） ※予約優先

予約
受付中

接種日 （午前9時30分〜午後3時30分）
3月4日（土）・12日（日）・18日（土）・26日（日）

※集団接種は、3月26日（日）が最終日です。
予約方法
1.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。

　詳しく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。

12歳以上の方の初回接種予約　 1007936
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。

小児接種（5歳〜11歳） 
1009772

乳幼児接種（生後6カ月〜4歳）
  1010688

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）

○大会参加者を募集します
　滑走路を駆け抜けるコースが魅力の木更津トライアスロ
ン大会！今までに感じたことのないスピード感と絶好のロ
ケーションを味わいませんか？
申込方法　3月13日（月）正午から4月30日（日）までに大会
公式ホームページから申し込み。
　詳しくは大会公式ホームページをご覧ください。

木更津トライアスロン大会実行委員会事務局（セロトー
レ（株）内）☎03（6805）2895

6/256/25 日開催決定!開催決定!

2023木更津
トライアスロン大会

©️Kenta Onoguchi/Lumina©️Kenta Onoguchi/Lumina

大会公式大会公式
ホームページホームページ

江川総合運動場に新・野球場がオープン

日時  4月8日（土）
   午前９時30分〜午後3時（予定）
場所  江川総合運動場 第1野球場（久津間字見通1367）
内容（予定）
・・オープニングセレモニー
 テープカットや始球式などを行います。
・・記念試合　「日本製鉄かずさマジック 対 日本製鉄鹿島硬式野球部」
  地域密着型の広域チーム「日本製鉄かずさマジック」と、企業チーム「日本製鉄鹿島硬式野球部」の一戦。両チームともに昨年の

都市対抗野球大会本戦に出場した実力あるチームです。今シーズンを占う真剣勝負を新野球場で繰り広げます！
来場方法　事前申込不要。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※観客席、駐車場の数に限りがあるため、入場制限を行う場合があります。
スポーツ振興課　 1011089（イベントについて）　 1000833（施設について）　☎0438（23）5328　 0438（25）3991

44月月88日日土

ぜひお越しください
オープニングイベント開催オープニングイベント開催

〈完成イメージ〉

木更津市
初の硬式野球場

天然芝が広がる
心地よい
グラウンド

様々にアレンジ
可能な

電光掲示板

参加・観戦無料

無料開放
4月10日（月）〜
29日（土・祝）

一般利用予約開始
4月2日（日）

一般利用開始
5月1日（月）

利用スケジュール
（予定）　

利用方法、予約方法に
ついては市ホームペー
ジをご覧ください。

※2月16日時点での情報です。変更となる場合があります。
新型コロナワクチン接種　Q&A
Q1. 今後の接種はどうなりますか。
A1. 特例臨時接種として実施している新型コロナワクチン接種は、4月以降も行われる予

定ですが、現行の接種は3月31日（金）までとされています。接種を希望する方はお早
めに接種してください。今後、詳細が決まり次第、市ホームページや広報きさらづな
どでお知らせします。

Q2.オミクロン株対応ワクチンは何回接種できますか。
A2. 現時点では1人1回です。オミクロン株対応ワクチンの接種が3回目、4回目、5回目と

なる場合がありますが、いずれの場合でもオミクロン株BA.1対応型ワクチンまたは
BA.4−5対応型ワクチンのどちらかを接種します。

Q3. 小児用ワクチンで初回接種（2回）を終了し、追加接種の時点で12歳になっている場合、
どのワクチンを接種するのですか。

A3. 小児用ワクチンで初回接種は完了しているので、小児用ではなくオミクロン株対応ワ
クチンを接種します。

マスクの着用は、個人の判断が基本となります
　これまでマスクの着用は、屋外では原則不要、屋内では原則着用されていましたが、3
月13日（月）から、個人の判断にゆだねられます。
　ただし、次のことに注意しましょう。
 〇周囲の方に、感染を広げないためには、マスクを着用しましょう。
　　・・医療機関や高齢者施設などを訪れる時
　　・・通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗る時
 〇ご自身を感染から守るためには、マスク着用が効果的です。
   高齢者、妊婦、基礎疾患を持つ方など重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
 〇マスクの着け方は変わっても、基本的な感染対策は変わらぬ実施を！
  「3密の回避」・「人と人との距離の確保」・「適度な換気」・「手洗いなどの手指の衛生」

自宅療養者の食料支援　 1009250 
　千葉県の食料支援は1月31日（火）で終了しましたが、本市では当面の間、
食料の調達が困難な方に限り継続します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。 食料支援
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　新庁舎整備に伴い、木更津駅前西口駐車場は、5月8日（月）をも
ちまして営業を終了します。
　定期駐車券については4月30日（日）まで利用可能です。
　回数券・プリペイドカードをお持ちの方は、お早めのご利用をお
願いします。
　なお、駅前庁舎および中央公民館を利用される方の駐車場につき
ましては、駅周辺の民間などの駐車場を確保し、詳しくは決まり次
第、市ホームページや広報きさらづでお知らせします。
市街地整備課　 1010322

☎0438（23）8468　 0438（22）4736
管財課　☎0438（23）8046　 0438（25）1351

投票できる方
　平成17年4月10日以前に生まれ、 木
更津市に引き続き3カ月以上住んでいる
方（令和4年12月30日以前に木更津市に
転入の届け出を行った方）で、選挙人名
簿に登載されている方。

　新庁舎整備に伴い、市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」が移転します。
　また、移転作業に伴い、一時休館します。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきま
すようお願いします。
休館期間　3月18日（土）〜31日（金）　移転先　中央1−4−9（冨田屋ビル 1・2階）
移転後開館日　4月1日（土）
休館中のお問い合わせ
　休館中は、電話でのお問い合わせのみとなります（午前9時〜午後6時）。書類提出（利
用申請、登録申請など）など、窓口での手続きをご希望の場合は、個別対応となりますの
で、事前に市民活動支援センター（☎0438（53）7070）にお問い合わせください。
※3月30日（木）・31日（金）は完全休館となります（電話での問い合わせも不可）。
市民活動支援課（朝日庁舎）　 1011002　☎0438（23）8610　 0438（25）3566

Ｊ
Ｒ
木
更
津
駅

鳥居崎
 海浜公園

中の島大橋

八剱八幡神社

千葉銀行ATM
ひまわり憩いの広場

現在の場所
（中央1－1－6）－ －

●

●
●

木更津市役所
朝日庁舎

●郵便局

木更津東高

木更津
第一中

木更津
第一小

矢那川

富士見通り

県道90号
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●木更津市民体育館第二庁舎
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●
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西
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口
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移転先

市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」
休館期間　3月18日（土）〜31日（金）
移転および一時休館

投票日　4月9日（日）午前7時〜午後8時

千葉県議会議員一般選挙
「考えよう　自分の未来を　たくす者」

木 更 津 駅 前 西 口 駐 車 場
営業終了のお知らせ

あなたの
意見を
一票に

場所 時間
朝日庁舎�会議室A1・A2 午前8時30分～午後8時
富来田公民館�応接室 午前8時30分～午後5時
イオンモール木更津イオンホール（築地1−4） 午前10時～午後7時

　4月9日（日）は千葉県議会議員一般選挙、4月23日（日）は木更津市
議会議員一般選挙が行われます。
　平成27年から法改正により、満18歳より投票できるようになりま
した。しかし、若い世代の投票率は他の世代と比べて低いままです。
　自分たちの将来を自分たちで選択していくためにも、政治に関心
を持ち、政治に参加していく必要があります。
　そのための1歩として、まずは投票してみませんか?

●マイナポイントの対象者は2月28日（火）までにマイナンバーカード
を申請された方です
　「①マイナンバーカードの新規取得など②健康保険証としての利用
申込③公金受取口座の登録」で、最大2万円分のポイントがもらえます。
●マイナポイントの設定支援サービスを実施しています
場所　市民課（朝日庁舎）
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の決済サービス
ID、セキュリティコード
・・公金受取口座の登録をされる方は、通帳
※ご本人がご来庁ください。また、対象となるキャッシュレス決済サー
ビスについては市ホームページをご確認ください。　 1006050

●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
場所 市民課（朝日庁舎）
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（お持ちの方のみ）

1007653
●3月の休日窓口（申請・交付・更新）
日時 5日（日）・12日（日）・19日（日）：午前9時〜午後4時
  26日（日）：午前8時30分〜午後5時15分
場所 市民課（朝日庁舎）　 1001018
●企業や団体など、希望者へ出張申請受付サービスを実施しています
ご予約・ご相談は市民課マイナンバー担当までご連絡ください。
対象人数　希望者が5人以上
場所 公民館や事務所など（要相談）　 1008643　
市民課　☎0438（23）7291　 0438（22）4631

マイナンバーカードに関するお知らせ 木更津市のマイナンバーカードの申請率が77％を超えました！

転出した方の投票
　千葉県外へ住所を移した方は投票できませ
ん。ただし、千葉県内の市区町村へ住所を移
した場合は投票することができます（投票す
るには市区町村長の証明または確認を受ける
ことが必要です）。

期日前投票
　投票日当日に仕事やレジャーなどで投票できない方は、期日前投票がで
きます。投票所入場券裏面の宣誓書に記入のうえ、お持ちください。
期間　4月1日（土）〜8日（土）

選挙管理委員会事務局　 1010889　☎0438（23）8476　 0438（25）9300

千葉県令和4年度 明るい選挙啓発標語

「18歳　君が動けば　社会も動く」
木更津総合高等学校　2年　奥本 桃香さん

　性別などにかかわりなくお互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合
うことを約束した二人が、パートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。
　また、二人にお子さんや親などがいる場合、あわせてファミリーシップも宣誓できます。
この制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、大切なパー
トナーやご家族とともに誰もが安心して自分らしく暮らせるよう市が応援するものです。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、広報きさらづ4月号でお知らせします。

パートナーシップとは
お互いを人生のパートナーとし、日常生
活において経済面、生活面または精神面
で協力し合うことを約束した関係をいい
ます。

4月から
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度はじまります!

ファミリーシップとは
パートナーシップの関係にある二人またはど
ちらかのお子さんや親などとともに家族とし
て暮らしていくことを二人が約束した関係を
いいます。

オーガニックシティ推進課　 1011023　☎0438（38）3089　 0438（23）9338

高等学校の部
最優秀賞
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　市営自転車駐車場の年間利用登録をご希望の方は、下記の日程で、申し込みの手続きをお願い
します。
○年間利用の受け付け（自転車・125cc以下のバイク）

受　付　日 時　間 受 付 場 所
木 更 津 駅 巌 根 駅

3月18日（土） 午前9時～午後5時 市民会館�中ホール
（貝渕2−13−40） 巌根駅西口

第1自転車駐車場
管理事務所

3月19日（日） 午前9時～午後4時

3月20日（月）以降
午前7時～11時
午後1時～5時30分
※日曜、祝日を除く

木更津駅東口
第3自転車駐車場管理事務所

〇自転車駐車場募集台数
駐車場 募集台数

自転車

木更津駅東口第1 650台
木更津駅東口第2　1階　※抽選 260台
木更津駅東口第2　2階 190台
木更津駅東口第3　1階　※抽選 280台
木更津駅東口第3　2階 330台
木更津駅東口第4　※抽選 160台
木更津駅東口第5 300台
木更津駅西口第1　1階 280台
木更津駅西口第1　2階 320台
巌根駅西口第1 530台

バイク

木更津駅東口第1 300台
木更津駅西口第1 30台
木更津駅西口第2 100台
巌根駅西口第1 50台

1回利用もできます（申し込み不要）
　1回利用の際は、現地の券売機で
1回利用券を購入してください（1枚
で24時間有効）。
駐車料金 自転車：100円
   バイク：200円

　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の車両の所有者（または使用者）
に1年分の税が課されます。軽自動車などを廃棄、譲受（譲渡）した場合や、
住所を変更した場合などは3月31日（金）までに手続きを済ませてくださ
い（年度途中での還付はありません）。
※盗難に遭い、警察署に盗難届を出しても、廃車の届け出がないと課税さ
れます。
〇手続きを忘れていると、課税または前所有者への課税となります
　廃棄した場合や車検切れで使用していない場合でも、手続きを忘れてい
ると課税されます。譲り受けた場合でも手続きを忘れていると前所有者に
課税されます（譲渡にあたり廃車手続きをしてある場合は、前所有者に課
税はされません）。
〇住民票の異動とは別に住所変更の手続きが必要です
　使用の本拠地（定置場）が未変更の場合、旧市区町村で課税されます。ま
た、納税通知書が届かなくなってしまうことがあります。
〇市外へ転出の際は手続き（標識の返納）が必要です
　原動機付自転車（排気量125cc以下のバイク・ミニカー）・小型特殊自
動車（農耕作業用など）は、原則、住民登録地の標識（ナンバープレート）を
付けることになっています。
市民税課（朝日庁舎）

☎0438（23）8576　 0438（25）3566

●原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き先
　場所　市民税課（朝日庁舎）・富来田出張所

手続き内容
手続きに必要なもの

標識
（ナンバープレート） 標識交付証明書 譲渡証明書 その他

廃車
（市外転出や廃棄・
処分）

○ ○ −

※盗難の場合
・�届け出した�
警察署名
・届け出年月日
・受理番号

名義変更
（所有者の変更）

−
※�ナンバーを変更
する場合は必要

○
※�廃車済みの場合
は廃車証明書

○

※ご本人または同居の親族以外の方が代理で手続きをする場合や法人名義で登録な
どの手続きをする場合は、委任状（委任者の押印があるもの）が必要です。
●その他の車両の手続き先
　手続きに必要なものなど、詳しくは各団体にお問い合わせください。

種別 手続き・問い合わせ先

軽自動車
三輪・四輪（乗用・貨物）

軽自動車検査協会千葉事務所
袖ヶ浦支所
☎050（3816）3116

二輪（総排気量125㏄を超え
250㏄以下のもの）

関東運輸局千葉運輸支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
☎050（5540）2025二輪の小型自動車（総排気量250㏄を超えるもの）

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車
廃車や変更（名義・住所）の手続き

市民活動支援課　 1009642　☎0438(23)7492　 0438(25)3566

・・木更津駅西口第3自転車駐車場は3月31日
（金）に閉鎖するため募集はありません。
※木更津駅東口第2 （1階）・第3 （1階）・第4
自転車駐車場の年間利用については、抽選に
当選された方に限ります（抽選の申し込みは3
月3日（金）まで）。抽選の結果は、3月10日（金）
から木更津駅東口第3自転車駐車場管理事務
所前掲示板・市ホームページで発表します（抽
選当選者は4月10日（月）までに手続きをお願
いします。4月11日（火）以降は、当選無効と
なります）。

令和５年度 市営自転車駐車場の年間利用受け付け開始

木更津駅周辺図 巌根駅周辺図

3月31日（金）までに

申請に必要なもの ・  ・  駐車料金（釣銭の無いようお願いします）
   ・・ 住所が確認できるもの（運転免許証・保険

証・マイナンバーカードなど）
   ・・学生証・合格通知など（学生のみ）
   ・・抽選申込書の控え（抽選対象駐車場のみ）
申請書の記入事項　 車体のメーカー・色、自転車は車体番号（登

録している場合は防犯登録番号）、車両ナン
バー（バイクのみ）

駐車料金（年額）
種　類

区　分
自 転 車 バ イ ク

学 生 一 般 学生・一般
市内在住の方 1,500円 2,500円 3,500円
市外在住の方 2,000円 3,000円 4,000円

　詳しくは、 市営自
転車駐車場各管理事
務所で配布している
利用の手引き（市ホー
ムページからダウン
ロード可）をご覧くだ
さい。

受付場所受付場所
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１

東
口
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２

東
口
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東
口
第
４

東
口
第
５

西口第２

東口第１（無料）東口第１（無料）
※利用登録不要※利用登録不要

西口第１

西口第１

至千葉至千葉
JR木更津駅JR木更津駅
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木更津木更津
ワシントンホテルワシントンホテル
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しまむらしまむら

セブン-イレブン●セブン-イレブン●
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わ
ら
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受付場所受付場所

受付場所受付場所
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〇丸久化学株式会社（No.49）
　トウモロコシ・サトウキビ・ジャガイモなどの
植物由来の「環境配慮型原料」を使用したバイオマ
スプラスチック製品などを制作しており、従来の
石油由来の原料を削減することで大気中のCO₂
濃度低減に貢献するとともに、微生物により分解
され自然へと還元されるため環境に残留しない

「生分解性プラスチック」の提案も行っています。
　また、木更津市に再生原料を使用した手さげ袋
を寄付し、資料配付などの際に活用されています。

〇ゼップエンターテイメント株式会社（No.50）
　化学肥料や除草剤・殺虫剤などの農薬を全く使
わないことで、生物との共生環境を利用した循環
型の農法で、矢那を拠点に米作りを行いながら、

「忙しい人に体にいい食事を届けたい」という思い
から、そのお米を使用したおむすび専門店「1 分
おむすび」を経営しています。
　また、地域のお米や野菜などを使った給食の提
供なども実施しています。
　そのほか、無農薬米を作るための除草ロボット
の開発なども行っています。

オーガニックシティ推進課　 1002784　☎0438（23）8049　 0438（23）9338 

まち美化推進課（クリーンセンター内）　☎0438（36）1133　 0438（36）5374 

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～
オーガニックアクション宣言企業の取り組み紹介

令和５年春季全国火災予防運動

詳細はこちら

1007925
　４月からのごみの収集日を記載した「ごみ出しカレンダー」を
２月下旬から自治会を通じて各世帯に配布しています。自治会
に加入していない世帯は、まち美化推進課（クリーンセンター
内）・庁内案内コーナー（朝日庁舎）で受け取ることができます。
　なお、一部の地域分は各公民館および金田出張所でも取り扱
いますが、事前に配布地域をまち美化推進課で必ず確認してく
ださい（市ホームページや、らづナビからも確認することがで
きます）。

1001196
　3月21日（火）は祝日のため、クリーンセンター
の業務およびごみの受け入れは行いません。
　また、土曜日のごみの持ち込みは、金曜正午（金
曜が祝日の場合は、金曜以前の直近の平日正午）
までの事前予約制です。
※ただし、土曜日が祝日の場合は、
ごみの受け入れを行いません。

1001200
　４月はごみステーションの移動件数が
多いため、３月上旬を目途にまち美化推
進課に移動の届け出をしてください（様式
は市ホームページからダウンロード可）。
　なお、利用されている方々に、移動場
所などを事前にご確認いただき、了承を
得てから届け出をしてください。

2023年度版ごみ出しカレンダーを
配布しています

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

ごみステーションの
移動には届け出が必要です

２月下旬から配布しています

らづナビから予約

　計画や条例の策定にあたり参考にするため、
市民の皆さまからのご意見を募集します。
　内容は市ホームページ、担当課・行政資料コー
ナー（朝日庁舎）、市内各公民館、金田出張所で
閲覧できます。
募集期間　3月23日（木）〜4月22日（土）
案件名
①社会教育施設個別施設計画（素案）について
②木更津市長等の損害賠償責任の一部免責に関
する条例（素案）について
生涯学習課（朝日庁舎）（①について）

☎0438（23）5274　 0438（25）3991
職員課（駅前庁舎）（②について）　

☎0438（23）7467　 0438（25）1351
※募集期間は変更になる場合があります。
企画課（記事について）　 1001468

☎0438（23）7428　 0438（23）9338

　ごみを庭や空き地で焼却する「屋外焼却行為」
に関する苦情が市に多く寄せられています。
　屋外焼却行為は一部の例外を除き法律で禁止
されており、違反者には罰則が適用される場合
があります。
※5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
またはこれの併科
〇例外として扱われる焼却行為（近隣住民に与え
る影響が軽微なことが前提）
・・ 風俗習慣上または宗教上の行事（どんど焼きな

ど）
・・ 農林水産業を営むためにやむを得ない廃棄物

の焼却（刈り草など。ビニール・プラスチック
は禁止）

・・ 軽微なたき火、キャンプファイヤー、バーベ
キューなど  
※例外として扱われる焼却行為であっても、
近隣住民に迷惑の掛かる行為は指導の対象と
なります。
環境政策課

☎0438（36）1443　 0438（30）7322
（平日の午前8時30分〜午後5時15分）

木更津警察署
☎0438（22）0110

（24時間対応）

皆さんのご意見を
お聞かせください！

屋外焼却行為は
禁止されています

木更津第二小学校３年

白
し ら き

木 葉
よ う こ

子さん

真舟小学校４年

鈴
す ず き

木 奈
な な

那さん

富来田小学校６年

薄
う す い

井 琴
こ と ね

音さん

高柳小学校５年

浅
あ さ の

野 亘
こ う き

輝さん

祇園小学校２年

堀
ほ り え

江 千
ち よ

世さん

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」

届け出は3月上旬を目途に

実施期間　3月1日（水）〜7日（火）

3月21日（火・祝）

市内の小学生による防火ポスター展
日時　3月1日（水）〜7日（火）
  午前10時〜午後5時
場所　イオンモール木更津 2階イオンホール
  （築地1−4）
※表彰式は3月5日（日）午前11時～正午

消防広場
日時　3月5日（日）午前10時〜正午
  ※雨天中止
場所　イオンモール木更津 東側バス待機所
内容　消防車両の展示・火災予防啓発品の
配布など
予防課　 1006138

 ☎0438（23）9183　 0438（23）9096

木更津市長賞（5作品）
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パパがイヤだから「パパイ
ヤ」、ママがイヤだから「マ
マイヤ 」と名乗るふたり
は、木更津の小櫃川河口
干潟で出会い、それぞれ
が家庭に悩みを抱えなが
らも、 夏の日々を一緒に
過ごす中で成長していき

ます。17歳という年齢ならではの輝きや不器用
さが、干潟の風景と相まって静かな感動を与え
ます。ふたりの少女が織りなすみずみずしいひ
と夏の物語をお楽しみください。この作品は、
3月12日（日）に開催する文芸講演会の講師であ
る乗代氏の作品です。講演会では『パパイヤ・
ママイヤ』の執筆に関するお話や、幼少期の読
書体験などをお話くださる予定です。申込方法
などについては、広報きさらづ２月号か市ホー
ムページをご確認ください。

『パパイヤ・ママイヤ』
� 乗

のりしろ
代 雄

ゆうすけ
介 著

  小学館

になる本気図書館スタッフの

図書館　☎0438（22）3190　 0438（22）7509　 tosho@city.kisarazu.lg.jp

図書館だより

■ 3月10日（金）午前9時から通常開館します（各公民館図書室・金田地
域交流センター図書室を含む）

　耐震補強工事が終わり、図書の貸出・返却（ブックポスト含む）・予約（Ｗ
ＥＢ予約含む）などすべての業務を再開します。開館直後の土日は混雑
が予想されるため、余裕を持ってお越しください。
※9日（木）までは開館準備のため、すべての業務を停止しています。
■開館時間   火曜～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
■今月の休館日　�1日（水）～9日（木）・13日（月）・20日（月）・27日（月）・

31日（金）
■今月のおはなし会　 参加費無料・申し込み不要です。お時間までに

図書館へご来館ください。

赤ちゃん広場（予約不要）※入室制限の場合あり。
期日� 1日・8日・15日・22日・29日
� � � （いずれも水曜日）
受付時間 � 午前9時～11時
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� 2日（木）・10日（金）・13日（月）・15日（水）・
16日（木）・17日（金）
時間� 1組あたり1時間程度
場所� 市民総合福祉会館（潮見2−9）

プレママ講座（対象者に個人通知）
日時� 1日・8日・15日（いずれも水曜日）
� � � 午前10時～11時45分
オンラインプレママ講座（対象者に個人通知）

日時� 22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）

日時� 14日（火）午前10時～11時45分
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

○所在地�� 真里谷5343−8
春季開設期間
4月29日（土・祝）～30日（日）
5月3日（水・祝）～7日（日）
※翌日が使用可能日でない日は日帰りのみ。
受付開始日時
3月13日（月）午前8時30分から先着順

夏季開設期間
7月1日～9日の土・日曜日
7月15日（土）～8月11日（金・祝）
8月17日（木）～31日（木）
9月1日～30日の土・日曜日、祝日
※翌日が使用可能日でない日は日帰りのみ。
受付開始日時
①市内青少年育成団体など
4月3日（月）午前8時30分から先着順
②一般（①以外の団体・個人など）
5月1日（月）午前8時30分から先着順
○使用可能時間
宿泊：午前11時～翌日午前10時
日帰り：午前9時～午後4時

　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の相互援助活動
です。提供会員になって、地域の子育てを手伝っ
てくださる方を募集します。※提供会員として活
動するには育児サポート講習の受講が必要です。

期日 内容
3月6日（月）「小児看護の基礎知識2」
3月9日（木）「子どもの栄養と食生活1・2」
場所　市民総合福祉会館（潮見2−9）
※詳しくはお問い合わせください。
ファミリーサポートセンター（市民総合福祉

会館1階）�☎0438（22）3833（平日の午前9時～
午後4時30分）

○使用可能施設
西キャンプ場：テント� 5張（1張定員10人）
� � � � � � キャビン�3棟（1棟定員8人）
北キャンプ場：キャビン�3棟（1棟定員8人）
南キャンプ場：貸出用テント 2張（4～5人用）
※南キャンプ場はテントを持ち込んで張ることもできます。
○受付方法と注意事項
①申し込み順に受け付
けます。希望日が重なっ
た場合は抽選となりま
す（電話で仮予約もでき
ますが、窓口申し込み
が優先です）。
②使用日の10日前まで
に申請書を提出してください。
③送迎バスの利用を希望する方は、申し込みの際にご相談く
ださい。
※市内青少年育成団体などは無料。詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

生涯学習課（朝日庁舎）　 1001658
☎0438（23）5278　 0438（25）3991

少年自然の家キャンプ場の
利用受付を開始します!

豊かな自然と悠久の歴史を感じさせる真里谷
城址にあるキャンプ場で、自然と触れ合いな
がらほっと一息してみませんか？

こどもの森 3月の予定
来庁前に体温測定をお願いします。

ファミリーサポートセンター
育児サポート 2次講習会参加者募集

○使用料金
区分 1泊2日 日帰り

市内

3歳未満 無料 無料
3歳以上
中学生以下 420円 200円

その他 640円 320円

市外

3歳未満 無料 無料
3歳以上
中学生以下 630円 300円

その他 960円 480円

　市制施行後を中心に、経済や交通の発展などさまざまな資料展示し、
市民生活の変化を見ていきます。

期間� 3月25日（土）～5月7日（日）
� � � ※月曜日休館。
時間　午前9時～午後5時

（入館は午後4時30分まで）
場所� 郷土博物館金のすず（太田2−
16−2　太田山公園内）
観覧料  無料
郷土博物館金のすず　 1011093　☎0438（23）0011　 0438（23）2230

※企画展の開催期間中、第4～5展示室は、展示会場として使用する
ため、常設展示を観覧できません。なお、国指定重要文化財「千葉県
金鈴塚古墳出土品」については、通常通り展示をしています。
※以下の期間、郷土博物館金のすずは展示準備のため臨時休館しま
すが、市指定文化財「旧安西家住宅」は通常通り開館します。
臨時休館期間　3月14日（火）～24日（金）、� 5月9日（火）～14日（日）

木更津市民の80年企 画 展�

れきおんミニコンサート
　国会図書館で配信している歴史的
音源から、古い映画の主題歌を選ん
でご紹介します。昔懐かしいあのス
ターの思い出、あの歌手の若い頃の
歌声をお楽しみください。
「れきおんで聴く映画主題歌」
日時� 3月19日（日）午後2時～3時
場所� 図書館�2階大会議室
定員� 30人
申込方法�� 電話・Eメールまたは窓口
で申し込み。　 1003100

大人のためのおはなし会
�「金の髪」、「水晶の小箱」、「クラバー
ト伝説」などの民話や創作児童文学な
どを語ります。
日時� 3月26日（日）
� � � 午後2時～3時30分
場所� 図書館�2階大会議室
定員� 30人（高校生以上）
申込方法�� 電話・Eメールまたは窓口
で申し込み。　 1003100

　図書館が所蔵する資料や写真・絵はがきから、木更津市の80
年を振り返ります。
期間� 3月10日（金）～3月30日（木）
場所� 図書館入口および2階展示コーナー

期日 時間 対象

16日（木）
30日（木）

①午前10時30分
②午前11時

0～
2歳児

■ おはなし会■ 赤ちゃんといっしょのおはなし会
期日 時間 対象

16日（木）
23日（木）
30日（木）

午後3時30分 3～6歳児

午後3時50分 小学生

市制施行80周年記念事業

資料から見る木更津市の80年
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募集期間  ①②3月28日（火）まで
③3月6日（月）〜4月11日（火）まで
対象 離職中または転職を考えてい
る方
見学会 毎週火曜日 午後1時〜
   （3時間程度）

ポリテクセンター君津 訓練課
☎0439（57）6313

保育士・栄養士  
（会計年度任用職員）

職種・採用予定人員
保育士（フルタイム）・若干名
栄養士（パートタイム午前）・若干名
資格
保育士：保育士の資格を有する方 
栄養士：栄養士（管理栄養士を含む）
の資格を有する方
勤務地 児童発達支援センター
きみつ愛児園（君津市外箕輪1041）
申込期間  3月15日（水）まで
採用日 4月1日
※詳しくは「君津郡市広域
市町村圏事務組合ホーム
ページ」をご覧ください。�

ホーム
ページ

児童発達支援センターきみつ
愛児園（君津市外箕輪1041）
☎0439（53）1162

イベント・催し
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、お子さん
も楽しめる「食」の
イベントです。
日時 3月5日（日）
  午前10時〜午後3時
場所 内港公園（内港1）
内容 
・・ステージパフォーマンス
・ ・ アロサウルス・ティラノサウルスと

写真を撮ろう！ 
  お 楽 し み 恐 竜

コーナー 
・・ 豪華景品が当たる！
 ガラガラ抽選会
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
※駐車場は旧市役所西側駐車場をご
利用ください（当日は旧市役所西側
駐車場・JR木更津駅西口・内港公
園間で無料巡回バスを運行します）。

観光振興課　 1010893
☎0438（23）8118 

市ホームページ

�

春のお彼岸市
　食品やお花などの販売とミニフ
リーマーケットを開催します。お墓
参りと併せてご利用ください。
日時 3月18日（土）〜24日（金）
  午前10時〜午後3時
場所 市営霊園管理事務所
  （矢那3711）

販売品 食品（ぼたもち、いなり寿司）、
鉢花、手作り品、切り花、お線香

市営霊園管理事務所 1009686
☎0438（52）0983 0438（38）6720

お知らせ
中部地域包括支援センター  
ブランチ休止のお知らせ

　3月31日（金）をもって中部地域包
括支援センターブランチは休止しま
す。ブランチが担当していた地区（請
西、真舟、請西東、請西南、千束台）
にお住まいの方の介護、福祉、医療
に関するご相談は4月から中部地域
包括支援センター（中央 1 − 5 − 18 
旧木更津市保健相談センター☎0438

（97）7818）にご相談ください。
高齢者福祉課 1001773

☎0438（23）2630 0438（25）1213

富来田出張所業務の窓口が移動
します

　4月3日（月）より「富来田出張所」業
務（証明書の取得など）を、「富来田公
民館」の事務室内で行うことになりま
した。なお、出張所の取り扱い業務は、
これまでと変更はありません。
　これに伴い、現在の富来田出張所
の電話番号（0438（53）3111）は3月
31日（金）で廃止となります。4月から
は富来田公民館の電話番号（0438
（53）2027）へお問い合わせください。
　ご理解・ご協力をお願いします。

市民課
☎0438（23）7253�� 0438（22）4631

3月1日〜7日は春季の建築物防
災週間です

　建築物防災週間は、建築物に関連
する防災知識の普及や防災関係法
令・制度の周知徹底を図り、建築物
の防災対策を推進していくことを目
的としています。
　この機会に、所有している建築物
の安全確認をお願いします。
○コンクリートブロック塀などの無
料出張点検を実施します
 建築物防災週間に伴い、戸建て住
宅の所有者を対象に、道路に面する
塀などの安全点検を行います。希望
する方はお申し込みください。
出張点検日　3月20日（月）・22日（水）
申込方法 　3月1日（水）から10日（金）
までに電話または窓口で申し込み。

建築指導課（朝日庁舎） 
☎0438（23）8596 0438（22）4736

3月は自殺対策強化月間です
 1人で悩まず、まずは誰かに相談
してみませんか？
　悩みについての相談先を市ホーム
ページに掲載しています。

自立支援課　 1007258
☎0438（23）6716  0438（25）1213

公金収納取扱いの変更
　4月1日（土）から本市の収納代理
金融機関のうち、以下の金融機関に
おける取り扱い範囲が次のように変
更になりますので、ご注意ください。

金融機関 口座振替 窓口収納

三井住友信託銀行 取扱い
終了

取扱い
終了三井住友銀行

可りそな銀行
埼玉りそな銀行

会計室  1011094
☎0438（23）8274

宝くじの助成金を活用しました
　昭和45年以来、中央町会の文化
振興・継承を担ってきた神輿の修理
を令和4年度コミュニティ助成事業
を活用して行いました。

〇コミュニティ助成事業とは
　（一財）自治総合センターが宝くじ
受託事業収入を財源として、地域の
コミュニティ組織に助成するもの
で、コミュニティの健全な発展を図
るとともに宝くじの普及を目的に
行っています。

市民活動支援課
☎0438（23）7491 0438（25）3566

金田駐車場の定期券販売場所  
変更のお知らせ

　4月1日（土）から金田駐車場（第一・
第二）の定期券の販売場所は、木更津
駅前西口駐車場から木更津金田バス
ターミナル待合所内に変更になりま
す。販売場所の変更に伴い、販売時
間が以下のとおりとなりますのでご
注意ください。
平日：午前7時から午後3時まで
土日祝：午前8時から正午まで

市街地整備課
☎0438（23）8468 0438（22）4736

最低賃金が改正されています
　令和 4 年 10 月から千葉県最低賃
金が時間額 984 円に改定され、12
月25日には特定最低賃金のうち鉄
鋼業が1,054円、電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業は1,013円とな
りました。月給制・日給制の場合は、
時間額に換算して比較します。使用
者は、この額より低い賃金で労働者
を使用することはできません。この
額より低い賃金を定めても、法律に
より無効とされ、最低賃金と同額の
定めをしたものとみなされます。

千葉労働局労働基準部賃金室
☎043（221）2328

市営霊園無料臨時バスのご案内
　春のお彼岸に、市営霊園行き無料
臨時バスを運行します。バスルート
は高倉線と同じで、JR木更津駅か
ら鎌足中郷停留所までの間は各停留
所で乗降できます。
運行日 3月21日（火・祝）
運行時間 
●JR木更津駅東口発（4番乗り場付
近）
①午前8時　②午前9時30分 
③午前11時　④午後1時30分 
⑤午後3時 
●市営霊園発
①午前9時　②午前10時30分 
③正午 ④午後2時30分 
⑤午後4時

生活衛生課 1000813
☎0438（36）1432 0438（30）7322

相談
税の無料相談（要予約）

日時 3月1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
らの書類作成に関すること（税目は
問いません）。
※申告書類の作成や作成済み申告書
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
申込方法　 電話で申し込み。

千葉県税理士会木更津支部税
務支援センター
☎0438（37）9000

　市公式 マスコ ッ トキ ャ ラク
ター「きさポン」は、現在52デザ
インあります。皆さまのお気に
入りデザインのきさポンに投票
をお願いします。
　また、来年度、きさポンの新
規デザインを制作するにあたり、
作ってほしいきさポンの新規デ
ザインも募集します。
☆投票者の中から抽選で5名様に
きさポンピンバッジ（非売品）を
プレゼント！
投票期間  3月15日（水）まで
投票方法  市ホームページの専
用申し込みフォームから投票。

シティプロモーション課
1001913

☎0438（23）7460
0438（23）9338

きさポン
　人気デザイン
　　　　投票

ポーズ集 申し込みフォーム
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　介護保険料の納付と納付相談の窓口を開設します。
　納付相談は、電話で事前に申し込みが必要です。
日時　3月26日（日）
　　　午前8時30分～午後5時

介護保険課（朝日庁舎）
☎0438（23）7161　 0438（25）1213

2023（令和5）年 3 月号9

講演・講座・教室
認知症高齢者の家族交流会

　認知症サポート医を交えた交流会
を開催します。
日時  3月22日（水）
� � 午前10時～11時30分
場所  市民総合福祉会館�
� � 第1・2研修室（潮見2−9）
講師  中村医院� 医師�中村�和人�氏
対象  �認知症の家族を介護している

方（ご本人の同伴可）
定員  20人（先着順）　
参加費  無料
申込方法 � 3月15日（水）までに電
話またはファクスで申し込み。

木更津市中部地域包括支援セ
ンター� 1005137�
☎0438（97）7818� 0438（97）7819

かずさの森のDNA教室  
〜お酒に強い・ 弱い？ 自分の遺
伝子を調べよう〜

日時 3月27日（月）・28日（火）
  午前10時〜午後3時45分 
場所  かずさDNA研究所講習実験

室（かずさ鎌足2−6−7）
内容  アルコール分解に関わる酵素

の遺伝子型解析体験
対象  県内に在住・在学の中・高生

（新高卒生可）
定員 各日16人（申込多数の場合抽選。）

参加費 無料
持ち物 昼食・飲み物・筆記用具 
申込方法  3月16日（木）までにかず
さDNA研究所ホームページの申し
込みフォームまたは申込書をファク
スで申し込み。

公益財団法人かずさDNA研究
所��広報・研究推進グループ
☎0438（52）3930 0438（52）3931    
※コロナの状況により、中止
となる場合があります。 

申し込みは
こちら

パパ育児のススメ
日時  3月18日（土）
� � 午前10時30分～正午
場所  清和大学短期大学部
� � （東太田3−4−2）
対象  市内在住の方で3歳以下のお
子さんとパパの親子またはプレパパ
定員  15人（先着順）
参加費　無料
講師  森田�健一�氏
� � （NTT社員で保育士）
内容 
Ⅰ部：�ITおじさんが保育士として働

いて思ったこと
Ⅱ部：親子でできる手遊び
申込方法 � 電話またはEメールで申
し込み。

中郷公民館　☎・ 0438（98）0802
nakagou-k@city.kisarazu.lg.jp

募 集
地域包括支援センター運営協議
会委員

対象  次の要件をすべて満たす方
①�令和5年5月1日時点、40歳以上
75歳未満で市内在住の方

②介護保険料の未納がない方
③�平日開催する会議（年数回）に出席
できる方

任期 5月1日~令和7年4月30日（2
年間）
定員� 1人
報酬� 会議1回につき4,000円
※申込方法や選考方法など、詳しく
は市ホームページをご覧ください。

高齢者福祉課　 1004334
☎0438（23）2630� 0438（25）1213

木更津市スポーツ推進委員
　スポーツ推進のための事業を行う
際の連絡調整やスポーツの紹介・指
導・助言を行っていただきます。
応募資格  次の要件を全て満たす方
①市内在住で4月1日時点、18歳か
ら65歳までの方
②市のスポーツ振興に関心があり、
スポーツ活動に興味のある方
募集人数  若干名（男女不問）
任期 4月1日〜令和6年3月31日（1
年間）
申込方法  市ホームページ・スポー
ツ振興課で配布している申込書に必
要事項を記入のうえ、持参・郵送ま
たはEメールで申し込み。

〒292 − 8501 朝日3−10−
19　スポーツ振興課（朝日庁舎）

1001671
☎0438（23）5328 0438（25）3991

taiiku@city.kisarazu.lg.jp

統計調査に従事する統計調査員
　国や県などが行う各種統計調査に
おいて、調査書類の配布、回収や回
収した調査票の点検、整理などの業
務に従事していただきます。
申込方法 � 電話またはEメールで申
し込み。
実施予定　令和5年住宅・土地統計
調査（10月）、漁業センサス（11月）
※応募資格など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。

企画課　 1006782
☎0438（23）7428�� 0438（23）9338
toukei@city.kisarazu.lg.jp

自衛官など
募集種目・受付期間
●幹部候補生（一般・歯科・薬剤科）
 第1回：4月14日（金）まで
 （音楽要員除く）
 第2回：6月15日（木）まで
 （飛行要員除く）
●予備自衛官補（一般・技能）
 4月6日（木）まで
●一般曹候補生
 5月9日（火）まで
※詳しくはお早めにお問い合わせく
ださい。

防衛省自衛隊��木更津地域事務
所　☎0438（23）5734

ポリテクセンター君津 受講生
　求職者の方々が再就職に有利にな
る専門的な知識や技能を習得するた
めの職業訓練を行います。
募集科
①テクニカルメタルワーク科（溶接・
荷役コース）5月生（6カ月訓練）
②産業機械オペレーション科5月生

（4カ月訓練）
③CAD/機械加工科 6 月生（6カ月
訓練）

KISARAZU KEIJIBAN

の納税休 日
　毎月第2・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

 収税対策室（朝日庁舎）
☎0438（23）8036　 0438（25）3566

3月12日（日）・26日（日）午前8時30分〜午後5時

3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 9日（木）・23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）

8日（水）・15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～午後4時

消費生活センター（朝日庁舎）
 ☎0438（20）2234

家庭相談（児童・ひとり親・DV・離婚前
相談など） 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

5）5
とゴー

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

8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

育児相談（乳幼児の子育て・離乳食など） 月～金曜日�※祝日を除く わかば子育て支援センター　　
 ☎090（6005）5464

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 2日（木）・16日（木）
木更津市社会福祉協議会
 ☎0438（25）2089法律相談�※要予約 13日（月）・20日（月）・22日（水）

結婚相談 火曜日�※14日、祝日を除く

成年後見に関する相談 28日（火） きさらづ成年後見支援センター
 ☎0438（22）6226

介護保険料の休日窓口　臨時開設介護保険料の休日窓口　臨時開設



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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国民健康保険の加入・脱退は届け出が必要です
　国民健康保険には、職場の健康保険または後期高
齢者医療保険に加入している方や、生活保護を受け
ている方を除く全ての方が加入します。
　右の表に該当するときには、14日以内に届け出を
してください。記載した必要書類などの他に世帯主
および対象者のマイナンバーカード、または通知カー
ドが必要な届け出があります。なお、別世帯の方が
届け出をする場合には委任状が必要です。詳しくは
お問い合わせください。
○届け出の際に届け出者の本人確認をしています
　顔写真付きの本人確認書類（運転免許証・パスポー
ト・マイナンバーカードなど）を持参してください。
○加入の手続きが遅れると…
　国民健康保険の加入資格が発生した時点に遡って
国民健康保険税が課税されます（3年間を限度）。ま
た、その間保険証がないため、医療費は全額自己負
担となってしまいます。
○脱退の手続きが遅れると…
　国民健康保険税が課税されたままとなってしまい
ます。また、国民健康保険の資格がなくなった後に
国民健康保険証で診療を受けた場合には、国民健康
保険で負担した分の医療費を返していただくことに
なります。
国民健康保険証の内容が変更になる方

○小学校に入学するお子さん
　就学に伴い、4月から一部負担金の割合が2割から
3割に変更となります。
○学生の保険証交付
　進学に伴い本市から転出した学生に、本市の国民

■ 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。

健康保険証を交付できる場合があります。
届け出には、以下のものが必要です。
・・学生本人の保険証
・・新年度の在学証明書
・・転出先の住民票
・・届け出をする方の顔写真付きの本人確認書類
・・�世帯主および学生本人のマイナンバーカードまた
は通知カード
こんなときは14日以内に届け出を

そ
の
他

国
保
に
加
入
す
る
と
き

国
保
を
や
め
る
と
き

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入
してきたとき

転出元の市区町村の転出証
明書・本人確認書類

職場の健康保険をやめ
たとき

職場の健康保険をやめた証
明書・本人確認書類

職場の健康保険の被扶
養者でなくなったとき

被扶養者でないことの証明
書・本人確認書類

生活保護を受けなく
なったとき

保護廃止決定通知書・本人
確認書類

他の市区町村へ転出す
るとき 保険証・本人確認書類

職場の健康保険に加入
したとき

国民健康保険と職場の健康
保険の両方の保険証（後者
が未交付の場合は加入した
ことを証明するもの）・本
人確認書類

職場の健康保険の被扶
養者になったとき

生活保護を受けるよう
になったとき

保険証・保護開始決定通知
書・本人確認書類

市内で住所が変わった
とき

保険証・本人確認書類世帯が分かれるとき・
一緒になるとき
世帯主や氏名が変わっ
たとき
保険証をなくしたとき
（あるいは汚れて使えな
くなったとき）

使えなくなった保険証（汚
れて使えなくなった場合）
・本人確認書類

外国籍の方が届け出を
するとき（上記以外の
届け出）

保険証・在留カード・本人
確認書類

国保給付係　☎0438（23）7014

学生納付特例申請の更新手続きを
　令和4年度に、学生納付特例制度により国民年金
保険料の納付が猶予されている方で令和５年度以降
も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構からはが
き形式の申請書が送付されます（4月上旬予定）。
　引き続き同一の学校に在学する場合は、はがきに
必要事項を記入してポストに投函するだけで申請で
きます。※編入、進学などで学校が変わる方や、前
年度の申請時期によりはがきが届かない方は、国民

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

年金保険料学生納付特例申請書と次の必要書類を保
険年金課へ提出してください（郵送可）。
・・�令和5年度の在籍が確認できる在学証明書（原本）
または学生証の写し
・・�基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるも
の（郵送の場合はコピー）
・・�運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類（郵
送の場合はコピー）
　申請書の様式は、市ホームページまたは日本年金
機構ホームページからダウンロードできます。
　また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナ
ポータルからオンライン申請ができます。

年金係　 1007283　☎0438（23）7059　　

学生納付特例Ｑ＆Ａ

Ｑ.学生納付特例制度を利用できるのはどんな方？
Ａ.�大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門
学校などに通っている学生で、ご本人の所得が
一定以下の方です。

Ｑ.学生納付特例制度を利用するとどうなる？
Ａ.�将来、老齢基礎年金を受け取るためには、保険
料の納付済期間などが10年以上必要ですが、学
生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基
礎年金の受給資格期間に含まれます。また、万が
一病気やけがで障害を負った場合に一定の条件
を満たした方が受給できる障害年金の受給要件
の対象期間にもなります。

Ｑ.学生納付特例制度の申請はいつからできる？
Ａ.�20歳の誕生日前日から申請可能です。また、既
に20歳を過ぎていて、令和5年度分を新しく申
請する方は令和5年4月1日から申請可能です。

Ｑ.学生納付特例制度の注意点は？
Ａ.�この制度は、国民年金保険料の支払いが猶予さ
れる制度のため、学生納付特例の承認を受けた
期間は、将来受け取る年金額には反映されませ
ん。ただし、猶予された国民年金保険料は、10年
分まで遡って追納できるため、追納することで
将来受け取る年金額を増やせます。

※詳しくは木更津年金事務所にお問い
合わせください。
木更津年金事務所☎0438（23）7616� 日本年金機構

　新聞未購読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。　 1007432

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。

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

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 ！  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　 1011110　☎0438(23)7460　 0438(23)9338

申し込みは
こちらから

新料理長で更に美味しくなったと評判新料理長で更に美味しくなったと評判
中国料理 東洋 お食事券3,500円分中国料理 東洋 お食事券3,500円分
　1975年の創業以来、木更津の皆さんに愛されてきた老舗中
華料理店 東洋では、赤坂の名店トゥーランドットで料理長経
験を持つ池上料理長を新たに迎えグランドメニューを一新。

「更に美味しくなった」と評判になっているそうです。
　今回は、お食事券3,500円分（テイクアウト使用可能）をプ
レゼントします。

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

視覚障がい者用広報きさらづ音訳CD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（朝日庁舎）（窓口貸し出し）

☎0438（23）8513　 0438（25）1213

33名名
さま

カタログポケット

中国料理 東洋 木更津店」「
プレゼント提供店 住　　所　木更津市太田4−14−1　☎0438（25）3687

営業時間　午前11時30分〜午後3時（LO午後２時30分）
 　午後5時〜10時（LO午後９時）　定休日なし

応募方法
 3月15日（水）までに ①住所 ②氏名 ③年代 ④電話番号 ⑤今月号で一番興味を持ったページ ⑥広報きさらづ
の入手方法（Ⓐ新聞折り込み Ⓑポスティング Ⓒ市の施設 Ⓓ商業施設 Ⓔ市ホームページ Ⓕアプリ「カタログポ
ケット」 Ⓖ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

（Ⓐ市ホームページ、Ⓑ市公式アプリ「らづナビ」、Ⓒきさらづ安心・安全メール、ⒹTwitter・Facebook、Ⓔ
YouTube、Ⓕその他 から選択）を記入のうえ、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。



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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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。別日を案内します。
　日程などは市ホームページをご覧ください。

健診名 対象 HP
乳児健康診査 令和4年11月生まれ 1003764
1歳6か月児健康診査 令和3年8月生まれ 1003765
3歳児健康診査 令和元年9月生まれ 1003767
場所  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、歯やお口のことで心配
なことがありましたら、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。

母子保健係　☎0438（23）1300
予防接種（定期接種）� 1004145

★3月1日〜7日は、子どもの予防接種週間です。
　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、期限までに接種しましょう。入園・入
学に備えて、まだ済ませていない予防接種がないか
母子健康手帳で確認しましょう。
　まだ受けていない予防接種がある方は、体調の良
いときに早めに接種しましょう。
3月31日（金）までの予防接種とその対象者
①�麻しん風しん（第2期）：保育園・幼稚園の年長児
のお子さん

②ジフテリア・破傷風（第2期）：小学6年生の児童
※対象者にはすでに通知しています。期限を過ぎる
と自費となりますのでご注意ください。
※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
る方や予診票を紛失した方は、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。

� 予防接種のスケジュール

大人
令和4年度高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

の助成は3月31日（金）まで 1004143
　今年度対象の方は、3月31日（金）を過ぎると公費
助成が受けられなくなります。まだ接種していない
方は、体調の良いときに早めに接種しましょう。
場所  協力医療機関（要申し込み）
対象  令和4年度に満65・70・75・80・85・90・
95・100歳になる方には、令和4年4月に通知をし
ています。※過去に接種したことのある方は公費助
成は受けられません。
公費助成後の自己負担額 　5,400円（ワクチン代
8,200円のうち、2,800円を市が助成）
予防係　☎0438（38）6981　
がん検診� 1004208
申し込み受付中の検診（個別検診）
申込期間　3月9日（木）まで
実施期間　3月31日（金）まで
※医療機関が混雑する前に、早めの受診をご検討く
ださい。

検診名 対象 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」と明記のうえ、検診名（子
宮頸がん、乳がん）・住所･氏名･生年月日･年度末

◆ 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、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

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

3/5 （日）

内・小

内

外

袖・耳

きさらづ循環器内科・外科
おかもと医院
石井病院
さくま耳鼻咽喉科医院

幸町3−1−12
東太田4−1−1
新田1−5−31
袖ケ浦市神納617−1

☎0438（53）8121
☎0438（97）6252
☎0438（22）2240
☎0438（60）2787

3/12（日）
内・小

内・小

耳

太田山クリニック
港南台どんぐりクリニック（小児は１才以上）
中原耳鼻咽喉科クリニック

太田3−2−2
港南台3−4−1
畑沢南4−1−10

☎0438（22）0321
☎0438（30）0006
☎0438（36）6005

3/19（日）
内・小

内・小

耳

松清医院
津田医院
かみくぼ耳鼻咽喉科

清見台南1−9−6
東中央2−1−11
請西南5−25−11

☎0438（98）2065
☎0438（25）4171
☎0438（36）0002

3/21（祝）
内・小

内・小

真舟外科内科クリニック
上総記念病院

真舟2−4−16
新田1−11−25

☎0438（36）1101
☎0438（22）7111

3/26（日）

内・小

内・小

外

君・耳

河木クリニック
ワイスクリニック
はぎわら病院
君津寛衆堂医院

羽鳥野7−18−1
本郷1−12−34
木更津1−1−36
君津市南子安4−31−1

☎0438（38）3725
☎0438（41）1400
☎0438（22）5111
☎0439（52）8733

■ 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。

時点の年齢･日中連絡の取れる電話番号を記入。
各がん検診の詳細・申し込みはこちら
乳がん検診 子宮頸がん検診

令和5年度のがん検診について
　大腸がん検診を除く全てのがん検診が予約制です。
　日程や申し込み開始時期などは広報きさらづ4月
号や市ホームページでお知らせします。
がん検診に関する問い合わせ　☎0438（23）8363

春到来 「らづBody」&「らづFit」で
健康づくりスタート!!

　お正月太りが解消し
ていない方や運動不足の
方!!�健康づくりのスター
トには、「らづBody」で
の定期的な体組成測定
と「らづFit」を活用した
ウォーキングがお勧めで
す。ぜひ利用しましょう!!
●「らづBody」：体脂肪率や筋肉量など靴を履
いたまま簡単に測定できる体組成計。市内各施
設に設置しています。
●「らづFit」：約5,800人が利用しているアクア
コインアプリの歩数計機能。1日8,000歩を達
成すると市内協力店でお買い物に利用できる
「らづポイント」が付与されます。

らづBodyの
詳細はこちら

らづFitの
詳細はこちら

成人保健係　 1010895、1007076
☎0438（23）8376

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

３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

公民館 午前の部（午前9時30分〜11時）
畑沢 1

A
2日（日）・2

B
6日（日）

西清川 12日（日）・26日（日）

鎌足 19日（日）

桜井 5日（日）・17日（金）

富岡 7日（火）・14日（火）

波岡 7日（火）・14日（火）・28日（火）

岩根西 2日（木）・16日（木）

文京 3日（金）・17日（金）

中郷 10日（金）・24日（金）

八幡台 3日（金）・10日（金）

公民館 午後の部（午後1時30分〜3時）
東清 12日（日）・19日（日）・26日（日）

富来田 9日（木）・16日（木）・23日（木）

中央 3日（金）・10日（金）・17日（金）

岩根 5日（日）・19日（日）

清見台 9日（木）・23日（木）

金田地域
交流

センター
21日（火・祝）

（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（午後1時〜2時30分） 11日（土）・25日（土）

ちば救急医療ネット 検索県内の当番医が
検索できます。 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

今月の献血
救える命がある

期日 3月25日（土） 3月27日（月）

時間 午前10時～11時45分
午後1時～4時

場所 イオンタウン木更津朝日（健診室）

対 象  市内在住で65歳以上の方 ※申し込み不要。
  ※熱のある方、血圧が高い方などはご遠慮ください。
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



すべて予約制

●店舗横に駐車場あり

試聴+相談会 受付中

１7万円～（非課税）両耳用価格 ３4万円～（非課税） 片耳用価格

袖ケ浦・木更津・君津・富津で唯一の「認定補聴器専門店」

[平日]9：00～15：00（最終受付）
[土日祝]8：00～16：00（最終受付）
[定休日]水曜午後・木曜日

当店は、「ご予約制」です。
他の利用者様との接触は基本的にありません。

当店は、耳鼻科医院と連携していて安心です

市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力して検索してください。

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。

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

制作・印刷　ワタナベメディアプロダクツ株式会社

手続きの流れ
①マイナポータルへアクセス
②届出情報などの入力
③電子署名・送信
準備するもの
・・電子証明書が有効なマイナンバーカード
・・�マイナポータルにアクセスする端末（ スマー
トフォン、パソコンなど）
・・連絡先電話番号
・・新しい住所
市民課　 1011007　

☎0438（23）7254　 0438（22）4631

マイナポータル

市民課（朝日庁舎）　 1003983　☎0438（23）7254　 0438（22）4631

　3・4月は引越しのシーズンです。平日に手続きができない方のために、一部で臨
時窓口を開設します。
日時� 3月26日（日）・4月2日（日）午前8時30分～午後5時15分
場所� 朝日庁舎（右の表の各対応窓口）�
※手続きによっては改めて平日に来庁をお願いする場合があります。
混雑が予想される日　3月13日（月）～4月7日（金）
※市民課窓口の待ち人数や呼び出し状況をパソコンやスマートフォン�
から確認できます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアなどのキオスク端
末（マルチコピー機）で住民票などの証明書が取得できます。�

対応窓口 手続きができる業務

市民課

①転入・転出・転居手続き
②印鑑登録申請
③ 証明書発行手続き（住民票（広域交付住民票を除く）、印鑑登

録証明書、戸籍謄・抄本、所得・税額証明書のみ）
④マイナンバーカードの申請・交付・電子証明書の更新
⑤マイナポイント設定支援

保険年金課 国民健康保険加入・離脱手続き

子育て支援課

① 妊婦・乳児の健康診査受診票の交付、乳幼児健康診査・乳幼
児教室の案内

②子ども医療費助成受給券・児童手当の申請および変更手続き
③母子健康手帳の交付
④予防接種予診票の交付

こども保育課 ①保育園の入園および在園手続き
②幼児教育・保育の無償化の申請および変更手続き

障がい福祉課 障害者手帳・自立支援医療（精神通院）の住所変更に伴う各種手
続き

春の臨時窓口を春の臨時窓口を開設します開設します

木更津の春の風物詩、潮干狩りがことしも始まります！
ご家族・お友達と旬の味覚狩りにぜひお越しください。

入場料金　大人：2,000円（2kgまで）小人：1,000円（1kgまで）
※小人料金は4歳以上小学生まで。
※規定の量を超えた場合、1kgあたり1,000円加算。
木更津市観光案内所　 1000983

☎0438（22）7711

潮干狩場オープン！

場所 問い合わせ先（市外局番0438）
3月25日（土）オープン
木更津海岸 新木更津市漁業協同

組合�本所 ☎（23）4545
江川海岸 新木更津市漁業協同

組合�江川支所 ☎（41）2234
牛込海岸 新木更津市漁業協同

組合�牛込支所 ☎（41）1341
金田みたて海岸 金田漁業協同

組合 ☎（41）0511
4月8日（土）オープン
久津間海岸 新木更津市漁業協同

組合�久津間支所 ☎（41）2696

市ホームページ

　マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自身のスマートフォンなどからオンラインで転出
届の提出ができるようになりました。
　窓口の開庁時間を気にせずに手続きができ、引っ越し先での必要な手続きや持ち物も分か
ります。
※届け出内容に不備などがある場合、来庁が必要となる場合があります。
※引っ越し先の市区町村では、窓口で転入届などの提出が必要となります。
※日本国内での引っ越しをする方がご利用でき
ます。

マイナポータルからオンラインで転出届が提出できますマイナポータルからオンラインで転出届が提出できます

引越し前後で
両方の窓口に
行くのは大変…

いままで

転入届のため窓口へ

転出届
のため

窓口へ

（原則）対面で
転出届を提出

これまでの
住所の
市区町村窓口

対面で
転入届を提出

引越し先の
市区町村窓口

マイナポータルを利用すれば…

引越し先の
窓口だけに
行けばOK!

これから オンライン※で
転出届を提出

これまでの
住所の
市区町村窓口

転出届
は

マイナ
ポータ

ルから

転入届のため窓口へ

対面で
転入届を提出

引越し先の
市区町村窓口

※届出内容に不備が
ある場合等、来庁が
必要となる場合があ
ります

混雑状況
の確認

詳しくはデジタル庁
ホームページから


