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2 ※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

136,034人
68,579人
67,455人

63,496世帯

（+11）
（+14）
（−3）

（+65）

1月1日現在の住民基本台帳
人口・世帯数 （ ）は前月比

木更津から世界へ
ヴィオラ奏者　有冨 萌々子さん
ヨハネス・ブラームス国際音楽コンクール受賞記念コンサートを
地元で開催

Art

緊急事態宣言発令中　不要不急の外出は控えてください
※利用を停止する施設などの情報は、9 ページに掲載しています。

弦

鍵

世界に1つだけのアートピアノ 
Microcosmos -Thank You All-
JR木更津駅に設置

鍵



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。

　電子地域通貨「アクアコイン」で購入できる「飲食店応援
クーポン」を販売しています。クーポンを購入すると20％
のアクアポイントが還元される特典もあります（アクアポ
イントは全てのアクアコイン加盟店で使用可能）。
購入方法　Webサイトや、店頭にある二次元コードを通
じて購入
利用方法　購入先のお店でクーポン画面を提示すること
で利用可能
販売期間　3月10日（水）まで（販売総額が800万円に達
した場合は期間内でも販売終了）
購入可能額　1人1店舗あたり3万円
	 	 	 （1店舗当たりの販売限度額50万円）
ポイント還元方法　月曜日から日曜日までの購入額に応
じ、翌水曜日に付与
クーポン利用可能日　2月8日（月）から
※なお、緊急事態宣言が延長された場合は、使用開始日
も変更となります。

アクアコイン普及推進協議会事務局
（産業振興課内）
☎0438（23）8460

アクアコインで
木更津の飲食店を応援しよう！

「きさ食
ク ー

PON第2弾」
　接客などで利用客が密集または一定時間滞在する施設などで、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止対策を行っている事業者を対象に、1事業者あたり一律
10万円を給付しています。
　この支援金の受付期間を延長し、業種を拡大しました。
受付期間　2月28日（日）まで
追加業種　持ち帰り・配達飲食サービス業（テイクアウト専門店、デリバリー
専門店、キッチンカー販売など）
申込方法　必要書類を原則郵送で申し込み（当日消印有効）。
　必要書類など詳しくは、市ホームページ、産業振興課（駅前庁舎）、朝日庁
舎庁内案内、市内各公民館、木更津商工会議所、富来田商工会で配布する申
し込みの書類などを確認してください。

中小企業感染症対策支援金担当（産業振興課内）　☎0438（23）8458　 0438（23）0075　 1007293

期間延長・業種拡大をしました

　外出による新型コロナウイルス感染リスクを高
めずに、安心・安全に経営の相談ができます。
　コロナ禍でも、立ち止まっていては状況は変わ
らず、むしろ経営リスクは高まるばかりです。
　らづ−Bizでは、お金をかけずに売上アップの
方策を一緒に考え、活路を見出していきたいと考
えていますので、この機会にぜひご活用ください。

らづ–Bizでは、オンラインでの「リモート相談」や
「出前相談サポート」を行っています

　ご利用になりたい人は、
木更津市産業・創業支援セ
ンター「らづ−Biz」までご
連絡ください。

木更津市産業・創業支援センター
「らづ−Biz」　☎0438（53）7100

世界に1つだけのアートピアノ
Microcosmos −Thank You All−

JR木更津駅に誕生！

　中郷保育園に統合された祇園保育園で、約40年にわたり子どもたちと共
に音楽を奏でてきたピアノが、（一社）まちづくり木更津によりJR木更津駅
の協力を得て、「駅ピアノ」として生まれ変わりました。
　見るだけで元気が出るようなハッピーなマルチカラーのピアノの名は
「M

マ イ ク ロ コ ス モ ス

icrocosmos−T
サ ン キ ュ ー オ ー ル

hank You All−」。「カワイイ」文化を世界に発信する千
葉県出身のアーティスト・増田セバスチャンさんの手によって、世界に一
つだけのアートピアノになりました。
　ピアノはJR木更津駅自由通路の西口（みなと口）側に設置され、誰でも自
由に演奏することができます。

利用時間
午前7時〜午後9時30分
※新型コロナウイルス感染症
の感染拡大を受け、当面の間
利用を中止しています。最新
の情報については、（一社）ま
ちづくり木更津のホームペー
ジをご確認ください。

お披露目セレモニーを
開催しました！

令和２年12月16日(水)に

松
まつもと

本 佳
か な

奈さん プロフィール　
　木更津市出身のシンガーソングライター。平成30年
11月に木更津ふるさと応援団に就任。富来田小学校の校
歌作曲を手がける。自然豊かな里山で、0歳と2歳の子育
てをしながらピアノ弾き語りの演奏活動を行っている。

▲�祇園保育園の元園長・卒園生も生まれ変わっ
たピアノのお披露目に駆けつけました�!

▲�スペシャルゲストはYouTubeチャンネル登
録者数80万人を超える（令和3年1月20日
現在）、大人気ピアニストYouTuberの「け
いちゃん」。圧巻の超絶技巧はYouTube
チャンネルをご覧ください。

◀�木更津ふるさと応援団・
松本�佳奈さんによる記念
演奏。優しい音色と伸び
やかな歌声が駅構内に響
き、温かい空気に包まれ
ました。

セレモニーの様子
はこちらから

クーポン購入は
こちらから

AQUA

◀�「マイクロコスモス」は、誰もが持つ心の中の「小
宇宙」、「サンキューオール」は�「みんなへありが
とう」という意味です。子どもたちを見守ってきた
ピアノが持つ記憶がカラフルに蘇るようなイメー
ジで、おもちゃなどのアイテムがぎっしり詰まった
デザインとなっています。

▼︎増田セバスチャンさん

中小企業感染症対策支援金

22021（令和3）年 2 月号
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　地方公共団体情報システム機構から3月までに郵送され
ます（令和2年10月31日時点で75歳以上の人、既に交付
された人などを除く）。二次元コードを読み込むことで、ス
マートフォンなどから交付申請ができます。
※申請書は市民課窓口（朝日庁舎）でも発行できます。　	
申請補助サービスを実施しています（無料）
　マイナンバーカードの写真撮影から申請までのサポートを
実施しています。本人確認書類を持参の上お越しください。	
休日受け付け（申請・交付・更新）
日時　	2月14日（日）・28日（日）午前9時〜午後4時
交付予約を開始します
　予約方法など詳しくは市ホームページや自宅に送付され
る交付通知書をご覧ください。

市民課（朝日庁舎）　 1001017　 1007653
☎0438（23）7253　 0438（22）4631

受付場所
JR木更津駅東口第3自転車駐車場管理事務所
抽選対象箇所・受付期間
木更津駅東口第1自転車駐車場：3月8日（月）〜12日（金）
木更津駅東口第2自転車駐車場1階：2月22日（月）〜27日（土）
木更津駅東口第2自転車駐車場2階：3月1日（月）〜6日（土）
木更津駅東口第3自転車駐車場1階：2月8日（月）〜13日（土）
木更津駅東口第3自転車駐車場2階：2月15日（月）〜20日（土）
木更津駅東口第4自転車駐車場：2月1日（月）〜6日（土）
木更津駅東口第5自転車駐車場：2月1日（月）〜6日（土）
受付時間	 午前7時〜11時、午後1時〜5時30分
	 	 	 （日曜日、祝日を除く）
申込方法	 抽選申込書に必要事項を記入の上、木更津駅東口第
3自転車駐車場管理事務所へ持参（抽選申込書は市営自転車駐
車場ウェブサイトからダウンロードも可）。

注意事項
・	申し込みは希望の自転車駐車1
カ所のみ（1人1回1台まで）

・	申込書に虚偽があった場合は無
効となります。

・当選後の権利譲渡はできません。
	 	※抽選結果の発表日程・当選後
の手続きは、広報きさらづ3月
号に掲載します。
市民活動支援課
☎0438（23）7492
0438（25）3566
1003961

マイナンバーカードを
持っていない人・取得したい人へ

二次元コード付き交付申請書が郵送されます

　木更津市出身で、現在ウィーン在住の有冨 萌々子さんが、
令和2年9月にオーストリアで開催された「ヨハネス・ブラームス国際コンクール ヴィオラ部門」で、
2位を受賞されました。
　そんな有冨さんのコンサートが、12月12日（土）、地元である
君津市民文化ホールで開催されました。
ヨハネス・ブラームス国際コンクール
　19世紀の作曲家ヨハネス・ブラームスを記念した国際コンクールで、ヨーロッパで権威のあ
るコンクールの一つ。若手音楽家の登竜門としても知られている。ピアノ、ヴァイオリン、チェ
ロ、ヴィオラ、声楽、室内楽の6部門があり、審査員は世界の巨匠が名を連ねる。

　去る12月12日、有冨	萌々子ヴィオラコンサート
が無事終演いたしました。
　ご来場いただいたお客様、地元にゆかりのある方々
からのご協力、ご支援、ご後援、スタッフの皆さん
など、この演奏会を開催するにあたり関わってくだ
さったすべての皆様に大変感謝しております。

　最近は無観客や配信コンサートが多かったので、
久しぶりにお客様にお越しいただいてコンサートを
することができ、音楽というものはやはり聴き手あっ
てのものだということを改めて感じました。そしてそ
れだけではなく、自分が生まれ育った町で開催した
初めてのコンサートには、今までに無い感情を持ち
ました。
　それは地元の方々への「感謝と恩返しの気持ち」です。
　普段のコンサートとは違い、お世話になった先生
方など小さい頃から私のことを知ってくれている
方々に多く来ていただいたので、その方達に囲まれ
て演奏するというのは、舞台に立つ直前、それはそ
れは緊張しましたが、いざ舞台に上がるとホームの
ようなあたたかい雰囲気に包まれていて、ホール全
体がとても優しい空間でした。
　コンクールやオーディションの時はピリッとした
雰囲気の中で演奏しなければならないので、地元の

お客様に見守られながら演奏することができとても
幸せでした。
　そして、コンサートの会場である君津市民文化ホー
ルは、私が3歳の時から何度も弾いてきたホールで、
このホールに育ててもらったと言っても過言ではない
くらい何回も立ってきました。24歳で自分だけのコン
サートがここでできるなんて、音楽を始めた頃には
思ってもいなかったので本当に感慨深かったです。

　この木更津・君津でたくさんの方と出会い、たく
さんの方に育てていただき、学ばせていただき、今
の私があります。
　今は、この木更津を遠く離れウィーンで勉強をし
ていますが、どこへ行っても故

こきょう

郷への気持ちを忘れ
ずにいたいという思いを込めて、最後のアンコール
に「ふるさと」を演奏させていただきました。

　私が弾くヴィオラに、言葉はありません。それでも
私は、感謝や恩返しの気持ちを自分が奏でる音楽と
共に伝えたい、今回はそういう思いをいつも以上に
持ちながら演奏しました。
　コンサートが終演してからもしばらく、舞台の上
での幸せを噛み締めるように余韻に浸っていました。
本当にたくさんの方に聴きに来ていただきましたこ

と、心から幸せです。

　私はまだ勉強中の身なので、これからもまだまだ
色んなコンクールやオーディションを受け、その度
に嬉しくなったり凹んだりすると思いますが、これ
からも前向きに、ひたむきに音楽と向き合って頑張っ
ていきますので、これからも応援してくださると嬉
しいです。
　そして将来は自分がどんな所で、どんな演奏活動
をしているかは正直まだ全くわかりませんが、私に
しかできない唯一無二の音楽、そして聴いてくださ
る方と色んな世界観を一緒に共有できるような、そ
んな音楽家でありたいと思います。

令和3年度年間利用
抽選申し込みを受け付けます

市営自転車駐車場東口
第1・2・3・4・5自転車駐車場

プロフィール
　1996年、木更津市に生まれ、3歳より母からリトミック、音楽教育を受け、
4歳からピアノ、5歳からヴァイオリンを始める。請西小学校、木更津第二中
学校、東京都立総合芸術高校ヴァイオリン専攻、東京藝術大学音楽学部器
楽科ヴィオラ専攻を経て、現在ウィーン国立音楽大学在籍中。
　ウィーンディヒラーコンクール、アントン・ルービンシュタイン国際コ
ンクール、東京音楽コンクールなど、数々の国内外のコンクールにて入賞。
公益財団法人ロームミュージックファンデーション奨学生。

木更津市出身　有
あ り と み

冨 萌
も も こ

々子さん

〜地元凱旋・入賞記念コンサート開催〜
2020年 ヨハネス・ブラームス国際コンクール ヴィオラ部門 2位

コンサートを終えて 〜有冨さんからのメッセージ〜

次回公演

  2月7日（日）

Twitter	@momogon0214
Instagram	@momoviola_
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　領収書や経費などは必ず集計しておいてください。
○収入や経費が分かる書類
　�源泉徴収票や青色申告決算書、収支内訳書などは
事前に記入してください。
○控除額が分かる書類
�・�国民健康保険税や社会保険料などの令和2年中の
支払い金額を証明するもの
 ･生命保険・地震保険などの掛け金の控除証明書
�･�医療費控除の明細書（国税庁ホームページから取得可）
�･�障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定証明
書（介護保険課（朝日庁舎）で発行）など
○本人確認書類（顔写真付きの身分証明書の写し）
○マイナンバー
○認め印
○振込先が分かるもの（所得税の還付を受ける人）
○申告書（市役所や税務署から郵送された人）
○昨年申告書を提出している人は昨年の控え
○�税務署から送付の「確定申告のお知らせ」のはがき
（届いた人のみ）

朝日庁舎・公民館では申告の際に本人確認書類の写
しの添付が必要です
　会場にコピー機は設置していませんので、あらか
じめ準備しておいてください。

申告は3月15日 月 まで税の申告が始まります

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

申告が必要か　　　 しましょう！

NO

令和3年1月1日
現在、木更津市に
住んでいた

①主に給与 年末調整が
済んでいる

年金収入が
４００万円以下

以下の項目のいずれかに当てはまる
①年末調整の内容に変更がある
②医療費控除を受ける
③給与収入が2,000万円を超えた
④2か所以上から給与を受けた
⑤給与、年金以外の所得があった

年金収入が
148万円超
（65歳未満は
98万円超）

所得金額より控除金額の方が少ない
(所得税が課税される)

②主に年金
（個人年金は③）

③営業、農業、不動産、雑、
一時、利子、 配当、譲渡 所得

④収入なし、非課税収入のみ
（遺族・障害年金、失業給付金）

令和3年1月1日
に住んでいた市
区町村で申告

令
和
2
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

市・県民税申告または確定申告

申告不要

市・県民税申告または確定申告

申告不要

市・県民税申告または確定申告

確定申告

市・県民税申告

申告不要

市・県民税申告
市内在住の親族に扶養されている

追加したい
控除がある

チェック

　確定申告は、自分で1年間（1月〜12月）の所得と
税額を計算し、税務署に確定申告書を提出して所得
税の過不足額を精算するための手続きです。確定申
告をすると市・県民税の申告もしたことになります。
　確定申告が必要ない人も、原則として市・県民税
の申告が必要です（詳細は下のフロー図参照）。
※税証明書の発行や国民健康保険税・児童手当など
の計算の基礎になります。忘れず申告してください。
確定申告書の提出と納税期限
所得税および復興特別所得税・贈与税
� 3月15日（月）まで
個人事業者の消費税および地方消費税
� 3月31日（水）まで

期間　2月16日（火）〜3月15日（月）
※土・日曜日、祝日を除く（ただし、2月21日（日）・
28日（日）は受け付けます）
受付時間　午前8時30分〜午後4時
� � 　※作成済み書類の提出：午後5時まで
・�申告会場では、所得税および復興特別所得税の他、
贈与税、個人事業者の消費税および地方消費税の
確定申告書の作成も行っています。

・�期間中、木更津税務署内に申告書作成会場はあり
ません。

・�申告会場には電話問い合わせ窓口を設置していま
せん（電話での問い合わせは木更津税務署まで）。

・�会場では自宅などで作成した申告書など提出可。
・�会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　�※整理券の配布状況により、受け付けを早めに締
め切る場合があります。

・�入場整理券は、当日会場での配布・LINEアプリ（国
税庁公式アカウントを「友だち追加」）で事前入手
できます。�※日時指定可。

・会場に無料駐車場はありません。
次のいずれかに該当する人は上記会場で
申告してください
・青色申告をしている人
・�土地・建物・ゴルフ会員権・株式などを売却した人
・令和2年から新たに事業を開始した人
・新たに住宅ローン控除を受ける人
・令和元年以前の申告をする人
・�災害による雑損控除を受ける場合で、雑損失の計
算が複雑な人
木更津税務署　☎0438（23）6161

　令和2年分の確定申告から、医療費控除の明細書
による提出が必要となりました。�
� 国税庁 医療費控除 検索

期間　2月16日（火）〜3月15日（月）
　　　※土・日曜日、祝日を除く
※出張受付期間中、朝日庁舎では市・県民税の申告
のみ受け付けます。確定申告は、スパークルシティ
木更津4階または出張先の公民館をご利用ください。
受付時間　午前9時〜午後4時
　　  　 ※南口は午前8時10分、北口・西口は 

午前9時5分から入館可。
出張受け付け

期　日 場　所
2月25日（木） 八幡台公民館
2月26日（金） 岩根公民館
3月1日（月） 清見台公民館
3月2日（火） 畑沢公民館
3月3日（水） 岩根西公民館
3月4日（木）

富来田公民館
3月5日（金）

市民税課
� ☎0438（23）8574　 0438（25）3566
令和2年分確定申告からの主な変更点
・�ひとり親控除の新設。該当者は総所得金額から35
万円を控除できます。

・�給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引
き下げ。基礎控除の控除額が一律10万円引き上げ。

・�青色申告特別控除について、取引を正規の簿記の
原則に従って記録している人に係る控除額は55
万円に引き下げ（一定要件も満たすものに係る控
除額は65万円）。

　ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が確
定申告をする場合は、ワンストップ特例の適用がな
くなります。確定申告書を提出する場合はワンス
トップ特例を申請した寄付金についても併せて申告
してください。  総務省 ふるさと納税の流れ 検索

令和2年分所得税および
復興特別所得税の確定申告
場所：スパークルシティ木更津 4階

 ※税務署が開設する申告会場
（昨年とは会場が異なります）

「領収書」では医療費控除は受け
られません

申告に必要なもの

ふるさと納税ワンストップ特例を
申請した人へ

令和3年度 市・県民税申告
場所：朝日庁舎 会議室B

（イオンタウン木更津朝日2階）
※市・県民税の申告および確定申告会場

申告書提出の際、源泉徴収票などの提
示・提出が不要となりました
添付が不要となる主な書類
・�給与所得、退職所得および公的年金などの源
泉徴収票

・�オープン型証券投資信託の収益の分配の支払
通知書

・配当などとみなす金額に関する支払い通知書
・上場株式配当などの支払通知書
・特定口座年間取引報告書
※確定申告書には、源泉徴収票などの内容を記
載する必要がありますので、確定申告書第二表
などに必ず記載してください。
※相談会場などで確定申告書を作成する場合、
計算するために源泉徴収票などが必要です。
スマートフォンで確定申告ができます
　「確定申告書等作成コーナー（国税庁ホームペー
ジ内）」で確定申告書を作成できます。また、e-Tax
（電子申告）では、IDとパスワードを取得（木更津
税務署で発行）すると、マイナンバーカードが無
くても申告書の作成・送信（提出）ができます。
※ID・パスワードの発行手続きには、本人確認
ができる書類（顔写真付き）が必要です。

木更津税務署　☎0438（23）6161
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午前10時〜11時30分
（受付開始：午前9時30分）
リモート子育て学習会

2/28
（日）

千葉県災害義援金の
申し込みは 3月31日（水）まで
　令和元年台風第15号などの災害により住まいが損壊
し「り災証明書」の発行を受けた世帯を対象に支給してい
る義援金です。まだ申請をしていない人は、早めの手続
きをお願いします。（郵送の場合は当日消印有効）

社会福祉課　 1006081
☎0438（23）6794　 0438（25）1213
危機管理課　 1005671
☎0438（23）7094　 0438（25）1351

○基本給付（再支給分含む）
対象	 ①から③までのいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている人
②	公的年金を受給し、令和2年6月分の児童扶養手当
の支給を受けていない人

③	新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶
養手当受給者と同水準となった人

支給額　1世帯当たり10万円（第2子以降1人につき
6万円）

　Zoomを使用した子育ての学習会です。子育ての悩み
を共有し、皆でつながって子育てをしていきませんか？
テーマ　乳幼児の心身の発達について
講師	 原	信夫さん（立教大学現代心理学部教授）
対象	 市内在住の乳幼児（6歳まで）の子を持つ保護者
定員	 100人（先着順）　	参加費　無料
※中央公民館第7会議室でパブリックビューイングも実
施予定（定員30人、保育なし。なお、感染状況により中
止する場合があります）。
申込方法　氏名・住所・性別・Eメールアドレス・電話
番号・お子さんの年齢・希望する参加方法（Zoom参加
または中央公民館での視聴希望）を明記し、Eメールま
たは電話で申し込み。
※Zoomのインストールや通信環境の手配などは各自で
お願いします。

中央公民館　☎0438（25）4581　 0438（25）4582
chuo-k@city.kisarazu.lg.jp

　毎週火曜日に限り、短時間でお子さんをお預かりします。
ちょっと一息したい時や、買い物や外出などでお子さんを
預かってほしい時があれば、ぜひご利用ください。
預かり時間　午前9時〜午後4時30分の間で１〜２時間
対象	 6カ月から小学6年生までのお子さんがいる市内在
住・在勤の人
料金	 1時間700円/子ども1人（同世帯から複数の子ども
を預かる場合、2人目以降は1時間350円/子ども1人）
申込方法　電話で申し込み

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（平日の午前9時〜午後4時30分）

内容・日時
・「子どもの遊び」
	 2月16日（火）午前10時〜正午
・「身体の発達と病気」
	 2月18日（木）午前10時〜正午
・「心の発達とその問題」
	 2月22日（月）午後1時〜5時
・「子どもの栄養と食生活2」
	 2月24日（水）午前10時〜11時30分
・「事業を円滑に進めるために」
	 2月26日（金）午前10時〜正午
場所　市民総合福祉会館

　期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金の
交付ができなくなります。修繕工事が完了したら、お早
めに手続きをお願いします。
※交付申請の受け付けは既に終了しました。また、住宅
応急修理事業も令和2年度末に事業を終了します。
受付時間	 午前8時30分〜午後5時
	 	 	 （土・日曜日、祝日を除く）
場所　災害復興支援課（朝日庁舎）
※窓口は大変混み合います。
持ち物
・修繕工事完了に係る実績報告書（市指定様式）
・修繕工事完了の状況が明確に判断できるカラー写真
・契約書の写し
・領収書の写し
・申請者本人名義の通帳など
・はんこ

災害復興支援課
☎0438（38）4876　 0438（25）3991

被災住宅修繕緊急支援事業の
実績報告は 2月26日（金）まで

よくある質問
Q. 交付申請時に提出した見積書などか

ら、工事内容や支払金額が変わった場
合、何か手続きが必要か？

A. 変更内容によっては変更申請の手続き
が必要です。お早めにご相談ください。

Q. 実績報告書の提出期限までに修繕工事
が完了しない場合、補助金はもらえな
いのか？

A. 修繕工事が完了した部分に対し補助金
が交付できる場合があります。お早め
にご相談ください。

Q. 実績報告書などの提出書類に不備・不
足があり期限を過ぎてしまう場合、補
助金はもらえないのか？

A. 実績報告に係る提出書類が期限までに
整わない場合、補助金の交付ができま
せん。期限を厳守の上、不備・不足が
無いように提出してください。

ひとり親臨時特別給付金の申し込みは 2月26日（金）まで

ファミリーサポートセンター

○オンラインプレママ講座
　（対象者に個人通知）
期日	 3日（水）
時間　午前10時〜11時45分
○こども相談（要予約）
期日	 4日（木）・8日（月）・12日（金）・18日（木）
時間	 1組あたり1時間程度　定員　1日8組まで
※赤ちゃん広場（生後３カ月くらいまでのお子さんが対
象）・プレママ講座の開催状況・日程は市ホームページ
でお知らせします。

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）　 1001477
☎0438（23）7244　 0438（25）1350

こどもの森 2月の予定
来庁前に

各自体温測定を
お願いします

　消防団活動は、市民の手による防災活動の1つです。
現在501人の市民が消防団に所属しています。
活動内容　火災・地震・津波などの災害防ぎょ活動な
どに従事し、市民の生命・身体・財産を守ります。
資格　市内在住・在勤・在学の健康な人（18歳以上）
身分　地方公務員（非常勤特別職）	
処遇　報酬・出動手当・退職報償金（5年以上の在職
の場合）を支給	※公務による怪我などは、公務災害補償制度を適用。
消防団PR動画

「消防団のひみつ‼教えます‼」公開中
　この動画を見て、子どもも大人も消防団に魅力を感じてもらえたらう
れしいです。

消防本部警防課　☎0438（23）9184　 0438（23）9096 動画はこちらから

地域の防災リーダー
消防団員募集 !（随時募集）　　期間中、市内の小学生による防火ポスター展を市ホー

ムページ上で実施し、特別賞の25作品と佳作の25作品
を展示します。
※例年実施している消防広場、防火ポスターの表彰式は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
・寝たばこは絶対やめる。
・ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・	寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。

・	火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを
設置する。

・	お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。
消防本部予防課
☎0438（23）9183　 0438（23）9096

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

3月1日（月）〜7日（日）
春季全国火災予防運動

令和
3年

○追加給付
対象　基本給付の対象①または②に該当する
人で、新型コロナウイルス感染症の影響で収
入が減少した人
支給額　1世帯5万円
　申込方法など詳しくは、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。

子育て支援課　 1007685
☎0438（23）7243　 0438（25）1350

こどもの森で､お子さんの

災害に強いまちづくりに参加しませんか

提供会員向け・育児サポート
2次講習会（要申し込み）

預かりができます

　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
ひとり親世帯に対して支給しています。
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■開館時間	 水〜金曜日	9：00〜19：00
	 土〜月曜日・祝日	9：00〜17：00

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

■電子図書サービス
　休館中の特例措置として、有効期限内の図書館カードをお持ち
の市民を対象に、電話で専用パスワードの交付を行います。
受付時間　午前9時〜午後5時（月〜金曜日）

■2月のおはなし会
　おはなし会の開催は当面の間見合わせます。

■2月の休館日
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間休館します。
　休館中はインターネットおよび電話による予約も停止します。
　開館の再開や、運用に変更が生じた場合は図書館ホームページでお知らせします。

　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

人間の「ストレス・悩み・不安・
疲れなど」との付き合い方や改善方
法について、精神科医（著者）により
多くの具体的方法が、カラーページ
多数の読みやすい構成で、わかりや
すく書かれています。
今の心配ごとや、進学・就職・転
勤などの春の行事に備えたり、また、

元気な時からの転ばぬ先の杖としたりと、自分に合っ
た方法を見つけられそうな1冊です。
この本は厚さが約24mm、こんなにもストレスなど
への対応策があるかと思うと心強いです。
興味のあるテーマから気軽に読んでみても元気が出
るかもしれません。

『精神科医が教えるストレスフリー超大全』
樺沢 紫苑　著

ダイヤモンド社

になる本気図書館
スタッフの

電子書籍の貸し出しは
こちらから

電子図書サービス
を行っています

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〜

○株式会社新昭和（No.32）
　「オーガニックなまちづくり」を趣旨とする
スポーツや食のイベントなどへの支援、木更
津を拠点に活動している「房総ローヴァーズ
木更津FC」のサポートなど、各種イベントや
スポーツ支援活動を行っています。
	 また、エネルギーの持続可能性という観
点から、市内にメガソーラー発電所を3カ所
設け、再生
可能エネル
ギー事業に
も取り組ん
でいます。

○犬のしつけ・ドッグエステサロン W
ワ ン メ イ ク

ONEMAKE（No.33）
　人間社会に対応するためのトレーニングを終えた犬を
「セラピードッグ」として、市内の介護老人福祉施設など
へ派遣し、動物から得られる「安心」や「元気」を高齢者な
どに体験していただいています。
　また、犬の問題行動から捨てられてしまう犬を減らす
ため、犬のしつけ方
などを伝えるセミ
ナーを開催するほか
「愛犬しつけ飼育士」
という独自の認定資
格を発行するなど、
ドッグトレーナーの
育成にも取り組んで
います。

　市ホームページの申し込みフォームからの
申し込みが必要です。申し込みをされた新成人
に対し、動画のURL、各種データを送信します。
受付期間　2月12日（金）午後5時まで
動画配信期間　2月14日（日）まで
しおりの配付　生涯学習課窓口（朝日庁舎）、市
内各公民館、金田地域交流センターで冊子の配
付を行います。本人確認ができるものを持参く
ださい。代理の人でも可能です。
※本事業は一般公開は行いません。

生涯学習課	 1007787
	 	 	 ☎0438（23）5278
	 	 	 0438（25）3991

令和３年度学校体育施設開放事業の
利用団体登録申請の受け付けを開始します

オーガニックアクション宣言企業登録制度
　地域貢献活動、産業支援活動、自然環境保全活動、労働環境改善に関する取り組みを実践してい
る企業を「オーガニックアクション宣言企業」として認定しています。

　国の緊急事態宣言発令に伴い、開催を延期します。
　詳しくはオーガニックシティきさらづのホームページをご覧ください。

地方創生推進課　☎0438（23）8049　 0438（23）9338　 オーガニックシティきさらづ 検索

申し込みは
こちら

令和3年木更津市成人式の中止に伴い、
新成人へお祝い動画などの配信と
しおりの配付を行っています 「オーガニックアクション宣言企業」取り組み紹介

　電子図書だと、外出しなくても
24時間365日自宅で本が借りら
れるようになります。
対象　市内在住、在勤、在学の人
貸出冊数　2冊まで
貸出期間　14日間
※利用には事前に図書館カードと
専用パスワードの交付を受けてく
ださい。

10ml

Huile
essentielle

ROMARIN

　中心市街地の来街者の利
便性向上のため、スマート
フォンなどで利用できる無
料の公衆無線LANサービ
スをJR木更津駅周辺で提
供します。
　Wi-Fi利用時に自動で表示するページでは、
中心市街地のお役立ち情報を紹介しています
ので、ぜひご利用ください。
Wi-Fi SSID　Machikisa_Free_Wi-Fi

（一社）まちづくり木更津
　☎0438（38）6430　 0438（38）6431

「オーガニックシティセミナー第10弾 介護編」開催延期のお知らせ

登録できる団体
・（変更）令和2年度に登録許可を受けている
団体で、令和3年度も令和2年度と同じ学校
で活動を希望する団体
・市内在住・在勤・在学で、スポーツ活動が
目的の団体（成人含む5人以上）
※フットサルなど、競技種目によっては利用不可
開放校　真舟小を除く市立小・中学校29校
開放施設・日時
①市立小学校
体育館 平日：午後6時〜9時
	 	 	 土・日曜日、祝日、振休：午前9時〜午後9時
運動場	 土・日曜日、祝日、振休：午前9時〜午後4時
②市立中学校
体育館　水・土曜日：午後6時〜9時
武道館（富来田中のみ）　水・土曜日：午後6時〜9時

登録申請の方法　スポーツ振興課（朝日庁舎）・市ホー
ムページで配布の登録申請書・団員名簿に必要事項を
記入のうえ、2月15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）。
利用団体説明会
　例年開催していた、全体説明会は実施しません。
　また、施設の利用調整などは、開放校ごとに置かれ
ている「学校開放運営委員会」で行っていただきます。

〒292−8501　朝日3−10−19　朝日庁舎
スポーツ振興課　 1001672
☎0438（23）5319　 0438（25）3991
taiiku@city.kisarazu.lg.jp

　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ます。
　令和3年度の受け付けは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため以下の通りとさせていただきます。
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開始します
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2021（令和3）年 2 月号7

手洗い、うがいを
しましょう！

講演・講座・教室 		

■認知症高齢者の家族交流会（無料）　
　介護者同士の交流や勉強会を開催
します。
日時	 2月24日（水）
	 	 午前10時〜11時30分
場所	 市民総合福祉会館	3階講習室
講師	 中村医院	中村	和人医師
定員	 15人程度（先着順）　
申込方法	 2月17日（水）までに電話
またはファクスで申し込み。

木更津市北部地域包括支援セ
ンター	 ☎0438（97）2561　
� 0438（97）2581

■災害時連携・協働セミナー
　有事の際、行政・NPO・ボラン
ティアが迅速・円滑に活動できる
よう、連携を強化するため開催し
ます。
日時	 2月28日（日）
	 	 午前9時30分〜午後0時30分
場所	 市民総合福祉会館
	 	 1階市民ホール
定員	 70人（先着順）
申込方法　2月19日（金）までに電
話・ファクスまたはEメールで申し
込み。

木更津市社会福祉協議会　	
	 ☎0438（25）2089
� 0438（23）2615
kishakyo-vc@kisarazushakyo.or.jp

　
■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て
みよう〜（無料）
日時　3月26日（金）
	 	 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
定員　16人
持ち物　昼食・飲み物・筆記用具
申込方法	 3月12日（金）までに、参
加申込書をファクス・郵送または
ホームページで申し込み。

かずさDNA研究所 広報・研
究推進グループ	 ☎0438（52）3930　
� 0438（52）3931
� かずさDNA 検索

■万羽鶴に願いをのせて
 〜新型コロナをふきとばそう！〜
　君津地区の全公立小学校の児童
が、コロナ禍の中での願いや思いを
込めて折った鶴を集め、展示します。
日程・時間・場所
①2月12日（金）〜22日（月）	
　午前8時30分〜午後5時15分
	 ※平日のみ
　袖ケ浦市役所
②2月24日（水）〜3月5日（金）
　午前8時30分〜午後5時15分	
	 ※平日のみ
　木更津市役所	朝日庁舎
③3月9日（火）〜18日（木）
	 午前10時〜午後6時　
	 	※月曜日休館、金曜日は午後7時
まで
　君津市立中央図書館
④3月20日（土）〜30日（火）
　午前10時〜午後8時
　イオンモール富津3階

君津地区青少年相談員連絡協議
会事務局（君津地域振興事務所	地域
振興課内）	 ☎0438（23）1111

相談
■思春期相談（要申し込み）
日時　2月10日（水）
	 	 午前9時30分〜11時30分
場所　君津健康福祉センター
	 	 （君津保健所）
内容　臨床心理士、保健師による思
春期の子どもの問題行為への対応の
仕方や子育て相談

君津健康福祉センター（君津保
健所）	 	☎0438（22）3744

■税の無料相談（要申し込み）
日時	 2月10日（水）
	 	 午前10時〜正午、
	 	 午後1時〜3時
場所	 木更津商工会館
内容　記帳・決算・税務に関する相談
※申告書類の作成や作成済みの申告
書のチェックなどは行いません。

千葉県税理士会木更津支部税
務支援センター� ☎0438（37）9000

募 集
■環境審議会委員
　本市の環境保全に関して、基本的な
事項を調査・審議し、必要な事項を市
長に答申・建議などを行う委員です。
募集期間　2月22日（月）まで
募集人数　2人
対象	 18歳以上（令和3年4月1日現
在）で市内在住・在勤・在学の人
任期	 4月1日（木）から2年間
申込方法　履歴書（様式自由）および
「木更津市の環境の保全に関するこ
と」をテーマとする作文（1,200字程
度）を郵送（必着）・持参またはEメー
ルで申し込み。

〒292−0838　潮浜3−1
環境管理課（クリーンセンター内）
	 ☎0438（36）1443
� 0438（30）7322
� 1007683　
� kankyou@city.kisarazu.lg.jp　

■市営住宅入居者（2月分）
募集住宅	 長須賀団地（長須賀1650）
	 	 	 長屋2階建て1戸
募集期間　2月15日（月）まで
※応募多数の場合は抽選。
　募集期間終了後、入居者が決定し
なかった場合は2月26日（金）まで
申し込みを受け付けます（先着順）。

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

■千葉県障害者スポーツ大会参加者
　競技種目により、日時・場所・対
象年齢が異なります。
対象　市内在住で障がいのある人
申込方法	 2月10日（水）までに住所・
氏名・生年月日・電話番号・障がい
の種類・出場競技種目名を電話・E
メール・ファクスまたは窓口で申し
込み。

障がい福祉課
	 ☎0438（23）8497　
� 0438（25）1213
shoufuku@city.kisarazu.lg.jp

� 千葉 障害者 スポーツ 検索

■令和3年度君津郡市共同高等職業
訓練生
学科　木造建築科・造園科
申込方法　履歴書・入校願に必要事
項を記入の上、3月31日（水）までに
申し込み（履歴書・入校願はホーム
ページでダウンロード可）。

君津郡市共同高等職業訓練校
事務局	
	 ☎0438（23）9554
� 君津郡市共同高等職業訓練校 検索

お知らせ
■指定ごみ袋取扱店を追加しました
追加店舗（令和3年1月現在）
・（有）アーク総合サービス
	（大和1−9−4）

まち美化推進課
☎0438（36）1133
0438（36）5374

■設計変更ガイドラインを策定しま
した
　木更津市発注工事で設計変更など
を行う際、受発注者間の責任の所在
の明確化および、契約内容の透明性
の向上・手続きの円滑化と適正化を
図るために、「建設工事請負契約に
係る設計変更等ガイドライン」を策
定しました。
※4月1日（木）から運用を開始します。

管財課	 ☎0438（23）8047
	 	 0438（25）1351
� 1007678

■市有地売却（一般競争入札）
　購入希望者はお問い合わせくださ
い。
所在地　高柳2丁目39番3
地目　宅地
現況　雑種地
面積（地籍）　	306.90㎡
区域区分	 市街化区域
用途地域	 第一種低層住居専用地域
建ぺい率/容積率　60/150

資産管理課	 ☎0438（23）5244
	 0438（22）4736
� 1004306

きさらづ　　 掲示板

固定資産税・都市計画税 第４期
国民健康保険税 第8期

納期限　3月1日

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。ぜひご利用くだ
さい。

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

2月14日（日）・28日（日）
午前8時30分〜午後5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
付が便利です。

の納税今 月

の納税休 日

 収税対策室
	 ☎0438（23）8036
	 0438（25）3566

2月の各種相談
相談名 期日 問い合わせ先

人権・行政合同相談 ※要予約
（中止となる場合があります） 15日（月）・22日（月） 市民活動支援課（朝日庁舎）

� ☎0438（23）7491
法律相談 ※要予約 16日（火）・25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）

3日（水）・17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）

月〜金曜日
※祝日を除く

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

5）5
とゴー

000

福祉に関する相談 ※要予約
（子育て・介護・障がいなど）

毎日
※電話相談は24時間可

中核地域生活支援センター
｢君津ふくしネット｣
☎0439（27）1482または1483

事業・創業に関する相談 
※要予約

月〜金曜日
※祝日を除く

産業・創業支援センター
「らづ ｰBiz」
� ☎0438（53）7100

働くことに関する相談 ※要予約
（15歳〜39歳の人と保護者・家族）

火〜土曜日
※祝日を除く

ちば南部地域若者サポート
ステーション
� ☎0438（23）3711

心配ごと相談 4日（木）・18日（木）
木更津市社会福祉協議会
� ☎0438（25）2089法律相談 ※要予約 8日（月）・15日（月）・

24日（水）

結婚相談 火曜日�※祝日を除く

オスプレイの暫定配備計画や定期
機体整備に関するお問い合わせ

 企画課 ☎0438（23）7425
 0438（23）9338

皆さん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
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82021（令和3）年 2 月号■ 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。

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　 1007809　

応募方法
	 2月15日（月）までに	①住所	②氏名	③年代	④電話番号	⑤今月号で一番興味を持ったページ	⑥広報きさ
らづの入手方法（A新聞折り込み	Bポスティング	C市の施設	D商業施設	Eインターネット・スマートフォ
ンアプリ	 Fその他	から選択）	⑦広報きさらづに関する意見・感想	⑧希望する商品（AまたはB。必ずしも
希望に沿ったものが当選するとは限りません）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。

木更津市の情報取得はこちらから ！ 

■ きさらづ安心・安全メール
登録は｢@city.kisarazu.lg.jp｣
のメールが受信できるように機器
を設定後�tｰkisarazu@sgｰm.jp
へ空メールを送信してください。

●配信メールのバックナンバー
過去に配信したメールが確認できます。
1001134

●毎月1日にテストメールを配信しています
登録している人は、テストメールが届くかご
確認ください。

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

●かずさエフエム（FM83.4MHz）
「情報ばなな」「おっぺせ木更津！」

●ベイエフエム（FM78.0MHz）
「Aqualine�Stories」
※放送日時などは、市ホームページを
ご覧ください。
� 1002029

「らづナビ」
アイコン

市公式アプリ「らづナビ」配信中！
　防災情報やごみ出し前日のプッシュ通知、休日当番
医情報など、役立つ情報が盛りだくさんのアプリです！

シティプロモーション課
☎0438（23）8074
0438（23）9338

アプリのインストールは
こちらから

　新聞を未購読の人には、ポスティングにより無料で配送しています。
　市ホームページ申し込みフォームまたはお電話で申し込みください。

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

広報きさらづをポストにお届け！

視覚障がい者用広報きさらづ音訳CDの貸し出し
　障がい福祉課・図書館の窓口で貸し出しています。また、郵送で
の貸し出しも受け付けています（要申し込み）。

シティプロモーション課（郵送貸し出し）
☎0438（23）7460　 0438（23）9338

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

マイナンバーカードが健康保険証として利
用できるようになります
　3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイ
ナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにか
ざすことで本人確認および資格確認（オンライン資
格確認）ができるようになります。（令和5年3月末ま
でには概ね全ての医療機関や薬局で利用可能予定）
　マイナポータルで事前の登録（初回登録）手続き
を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカー
ドが健康保険証として利用できるようになります。
　就職や転職、引っ越しなどによる健康保険の変
更があっても、保険者での手続きが完了すれば、
保険証の発行前にマイナンバーカードで受診がで

きます。
　市役所への国民健康保険加入・喪失の届け出は
これまでどおり必要です。
　また、負担割合や限度額適用区分情報について
も医療機関で確認できるようになります。長期入院
該当や特定疾病など、一部の申請は従来どおり手
続きが必要です。
○よくある質問
Q. 3月からは、マイナンバーカードがないと受診

できないのですか。
A.�今までと同じように健康保険証で受診すること
ができます。また、引き続きすべての国民健康保
険および後期高齢者医療保険の加入者に被保険
者証を交付します。

Q. マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証
がなくても医療機関などを受診できますか。

A.�オンライン資格確認が導入されている医療機関・
薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健
康保険証がなくても利用できますが、導入され
ていない医療機関・薬局では、引き続き健康保
険証が必要です。

国保給付係　☎0438（23）7014
後期高齢者医療係　☎0438（23）7024

国民年金保険料の支払いは口座振替+前納
割引制度がお得です
　国民年金保険料は、納付書による現金支払いの
ほか、口座振替やクレジットカード払いもできま
す。納付期限は、対象月の翌月末です。
　また、保険料をまとめて前払いすることを前納
といい、次の表のとおり一定の割引が受けられま
す。割引率は、口座振替が有利で、1カ月早く納め
て50円の割引を受けられる「早割」もあります。
　保険料を滞納した場合は、原則として、2年前の
未納分までさかのぼって納めることができます。納
め忘れ防止には、口座振替やクレジットカードで
の納付が便利です。

○国民年金保険料「割引額」比較（令和2年4月時点）
納付書・クレジット
カード払い 口座振替

早割（当月末振替） ― 1カ月当たり50円
6カ月前納 810円 1,130円
1年分前納 3,520円 4,160円
2年分前納 14,590円 15,840円

木更津年金事務所　☎0438（23）7616
こんなときは年金の届け出を忘れずに！

1. 収入増や離婚した場合など、厚生年金（会社員・
公務員）に加入している配偶者の被扶養者でなく
なったとき
　60歳になるまで国民年金の第1号被保険者に該
当しますので、保険年金課への届け出が必要です。
　なお、国民年金保険料は本人が納付書などで納
めることになります。
2. 会社を退職したとき
　再就職しない場合は第1号被保険者になりますの
で、保険年金課で加入の手続きを行ってください。
　なお、退職日から再就職する日まで1日でも期
間が空く場合にも手続きが必要です。
3. 会社を退職したときに被扶養配偶者がいるとき
　扶養されている配偶者が20歳以上60歳未満の
場合、第3号被保険者から第1号被保険者に種別変
更となりますので、併せて手続きをお願いします。
4.�60歳未満の第3号被保険者の配偶者が65歳に
なったとき
　第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更とな
りますので、保険年金課で手続きを行ってください。
　ただし、配偶者が老齢基礎年金の受給資格期間
を満たしていない場合は、受給資格期間を満たし
た月の翌月1日から種別変更となります。
○持参するもの
　厚生年金でなくなった、あるいは資格がなくなっ
たことを証明できる書類（資格喪失証明書など）、
年金手帳、マイナンバーカード（または氏名・住所
が住民票の記載と一致する通知カード）、本人確認
ができるもの

年金係　☎0438（23）7059

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

　免疫力アップに効果がある貴重なニュージー
ランド産「マヌカハニー」が通常の２倍入ってい
る、この時季にぴったりなハニーラテ。このラテ
アートデザインは、原住民マオリ族の神話に出て
くる、幸運をもたらし安産の意味もある守り神の
「ティキ」です。
　エスプレッソからホットチョコへ変更もでき
ます(テイクアウト可能)。

　お肉料理付きで食事になるパワーサラダで
す。都内に出荷できずに困っていた木更津農家
のレタスを使用しており、ビタミン、ミネラル、
食物繊維、タンパク質を補うことができます。
トッピングには、オーガニックナッツと、雑
穀をたっぷり使いました。手作りドレッシング
3種類の中からお選びいただけます（テイクア
ウトのみ。前日までに電話予約）。

「X
ダ ブ ル

2マヌカハニーラテ」「春待ちパワーサラダ」

10名
さま

10名
さま

住所　太田4−12−30　☎080（5404）5657

プレゼント提供店

e
イ ー デ ン
den c

カ フ ェ
afe」「

」

住所　矢那1879−1　☎0438（38）4368

プレゼント提供店

ナチュラルカフェ h
ハ ナ ハ コ

anahaco」「

　整骨院・接骨院の国民健康保険が適用される
施術内容の説明（令和2年11月号掲載）について
不足がございました。お詫びして次のとおりご案
内します。

保険が適用される施術例
打撲・挫傷（肉離れ）・捻挫は医師の同意不要
　骨折・脱臼は、応急手当てを除き、あらかじ
め医師の同意（口頭でもよい）を得ることが必要。
※外傷性の傷病でない、負傷原因が労働災害、
などに該当する場合に保険証は使えません。

申し込みは
こちらから

A B



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。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。予防接種や健（検）診などの情報は、市ホームページでもご覧になれます。
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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

2/7 （日）
内

内・小
耳

嶋田医院（小児科なし）
松清医院
小関耳鼻咽喉科医院

永井作1−10−12
清見台南1−9−6
太田4−16−5

☎0438（52）7575
☎0438（98）2065
☎0438（25）1187

2/11（祝）
内・小
内・小

外

竹内基クリニック
ワイスクリニック
木更津東邦病院

請西南4−2−9
本郷1−12−34
菅生725−1

☎0438（30）2266
☎0438（41）1400
☎0438（98）8111

2/14（日）

内・小
内・小

外
袖・耳

池田医院
鹿間医院
はぎわら病院
さくま耳鼻咽喉科医院

本郷1−4−16
木更津1−2−22
木更津1−1−36
袖ケ浦市神納617−1

☎0438（41）0766
☎0438（22）4095
☎0438（22）5111
☎0438（60）2787

2/21（日）
内・小
内・小

耳

やまだこどもクリニック
きさらづ循環器内科・外科
中原耳鼻咽喉科クリニック

ほたる野3−23−6
幸町3−1−12
畑沢南4−1−10

☎0438（30）5325
☎0438（53）8121
☎0438（36）6005

2/23（祝）
内・小
内・小

外

太田山クリニック
おかもと医院（小児は1才以上）
石井病院

太田3−2−2
東太田4−1−1
新田1−5−31

☎0438（22）0321
☎0438（97）6252
☎0438（22）2240

2/28（日）

内・小
内・小

外
耳

港南台どんぐりクリニック
津田医院
重城病院
かみくぼ耳鼻咽喉科

港南台3−4−1
東中央2−1−11
万石341−1
請西南5−25−11

☎0438（30）0006
☎0438（25）4171
☎0438（40）0801
☎0438（36）0002

◆ 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。

木更津市公式アプリ「らづ 
ナビ」で、地図も見ることが
できます。（8ページ参照）

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。

当番医
休日の

夜間の急患は 夜間急病診療所 ☎0438（25）6284
時間 　毎日：午後8時〜11時　 場所 　中央1−5−18　 科目 　内科・小児科
 君津郡市広域市町村圏事務組合　☎0438（25）6121

夜間急病
診療所

木更津
郵便局小児救急電話相談 ☎#8000または ☎ 043（242）9939

  （15歳未満対象） 毎日：午後7時〜翌日午前6時 

救急安心電話相談 ☎#7009または☎03（6735）8305
 月〜土曜日：午後6時〜11時　日曜日・祝日など：午前9時〜午後11時

■ 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。

※事業は、本市に住民登録している人を対象としています。
風しん抗体検査・予防接種無料クーポン

� 1004277
　令和元年度から令和4年3月31日までの3年間、
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの
男性を対象に、風しん抗体検査を実施し、十分な抗
体がない人へ予防接種を実施しています。
今年度の対象者　昭和37年4月2日から昭和54年
4月1日までに生まれた人で令和元年度に未実施の
人（令和2年5月に無料クーポン券を送付済み）
今年度の検査・接種期間　3月31日（水）まで
※転入前の市町村でクーポン券を利用せず本市に転
入した人や紛失した人へクーポン券を発行いたしま
すので、ご希望の際はお問い合わせください。　　　　

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

健康診査� 1001295
　乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査は、集団健
診で実施します。2月対象の人には個別通知をしま
すので、詳しくは個別通知をご覧ください。通知し
た日程で受診できない場合は、必ず健康推進課まで

ご連絡ください。
健診名 対象 会場

乳児健康診査 令和２年10月生まれ
朝日庁舎
別棟健診室

１歳６か月児
健康診査 令和元年７月生まれ

３歳児健康診査 平成29年8月生まれ

【中止】2月のにこにこ健康相談
� 1003769
　お子さんのことで心配なことがあれば、電話相談
を行っていますので、お気軽にご相談ください。

成人
　検診について詳しくは、広報きさらづ令和2年4
月号に折り込みの「令和2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。
� 1004208

子宮頸がん検診（個別検診）�※要申し込み
� 1004212
内 容 問診・視診・子宮頸部の細胞診
対 象 20歳以上（平成13年3月31日以前生ま
れ）の人
期 間 3月31日（水）まで
場 所 協力医療機関
負 担 金 1,300円（体部検診を実施した場合は
2,600円）
申込方法 3月12日（金）までに、住所・氏名・生
年月日・日中連絡可能な電話番号を市ホームページ
申し込みフォームまたは電話、はがき（「子宮頸がん
検診」と明記）、窓口で申し込み。

若年期健康診査を受診した人へ� 1007345
　今年度は、感染予防の観点から、個別保健指導対
象者を除き、健診結果を郵送で返却しています。ま
た、生活習慣病予防についての動画を公開していま

すので、健診結果と併せてご覧ください。
　個別相談をご希望する人は、
電話またはEメールでお申し込
みください。

成人保健係� ☎0438（23）8376
令和2年度高齢者等への検査助成事業のお知

らせ� 1007604

　本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
や重症化を防止する観点から、新型コロナウイルス
感染症を疑う症状などがなく、本人の希望により実
費で検査を行った場合、その費用の一部を市が助成
するものです（助成を希望する場合は、検査前にご
相談ください）。
対 象 本市に住所のある65歳以上の人または
次の基礎疾患（①慢性閉塞性肺疾患�②慢性腎臓病�
③糖尿病�④高血圧�⑤心血管疾患）のある人が実施
したPCR検査（令和3年1月1日（祝）から3月31日
（水）までに協力医療機関で実施したものに限る）

助成金額 検査費用の一部の額
助成回数 1人1回限り
　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。

予防係� ☎0438（38）6981

君津地域の発熱相談
窓口一覧は
こちらから

発熱したときは相談を
　発熱などの症状を感じたら、日頃通院してい
る医療機関に電話で相談してください。相談先
に困った場合は、千葉県発熱相談コールセン
ター、健康推進課、発熱相談医療機関などに連
絡してください。

千葉県発熱相談コールセンター（24時間受け付け）
� ☎03（6747）8414

健康推進課� ☎0438（38）6981
� � 0438（25）1350

令和３年度のがん検診は予約制となります！
　令和３年度から、大腸がん検診以外のがん検
診は予約制となります。詳しくは広報きさらづ
令和３年４月号に掲載予定です。

　施設の利用停止に伴い、今月の自立生活体操は中止となりました。
高齢者福祉課　☎0438（23）2630　 0438（25）1213

一部を除く市有施設の
利用を停止しています

本号で掲載している情報は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で内容が変更または中止と
なる場合があります
　イベントなどに参加を希望される場合は、事前にお問い
合わせください。

期間　当面の間
利用停止している施設　 1006961
� •�市民会館（改修工事のため3月26日（金）まで休館）
� •�市民総合福祉会館　•�公民館　•�図書館
� •�市民体育館（柔・剣道場含む）　•�市営貝渕庭球場
� •�市営弓道場　•�江川総合運動場　•�市営野球場
� •�桜井運動場　•�港南台中央公園（複合施設）
� •�鳥居崎海浜公園（3on3）　•�潮浜公園（スケートパーク）
� •�小櫃堰公園（庭球場・複合施設）　•�旧安西家住宅
� •�スパークルシティ6階の自習＆ワークスペース
� •�市民活動支援センター（きさらづみらいラボ）
� •�金田地域交流センター（きさてらす）
� •�清見台コミュニティセンター附属体育館
� •�健康増進センター�いきいき館
� •�老人福祉センター
※各施設の詳しい状況などは、市ホームページをご覧ください。

自立生活体操（２月分）は中止となりました

各施設の
詳細は

こちらから

動画は
こちらから



木更津店　木更津市潮浜2-1-51 TEL 0438-30-6444

相談しやすい葬儀社

賃貸物件専門店だから…安心賃貸物件専門店だから…安心
 お部屋さがしなら お部屋さがしなら
㈲三共土地建物

千葉県知事免許（4）第14102
（公社）全国宅地建物取引業保証協会員  公正取引協議会加盟事業者

☎0438-98-5555 
水曜日
定　休

〒292-0043　木更津市東太田1-10-25

http://sankyott.co.jp

ポリテクセンター君津
テクニカルメタルワーク科テクニカルメタルワーク科 産業機械オペレーション科

検索 ポリテク君津お問合せ先 千葉県君津市坂田428 ポリテクセンター君津／訓練課　☎０４３９‒５７‒６３１３　URL：https://www3.jeed.go.jp/kimitsu/poly/index.html

費     用 無料（ただし、テキスト代は自己負担）

募集期間 令和3年2月15日（月）～3月24日（水）

選 考 日 令和3年4月3日（土）

製造業・建設業で求められるアーク溶接法を中心とした
金属加工作業について技能・技術・知識を学びます。
また、重量物運搬で必要となる荷役機械の運転操作及び
作業方法等も学びます。

令和3年5月生募集中！！

訓練期間 令和3年5月6日（木）
　　～8月31日（火）の4か月間

訓練期間 令和3年5月10日（月）
        ～10月29日（金）の6か月間

建設機械（ショベルやブルドーザー等）及び荷役機械（フォー
クリフトやクレーン等）の８つの運転技能資格を身に着け、建
設業や流通業、製造業など幅広い分野への就職を目指します。ロボットにはできない、

『人の手』の仕事　
大型機械を操る

『運転する』仕事　

GUIDE
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。

ホームページは
こちら

注意事項
・	予約は持ち込む日の1カ月前から前日正午まで（前日
が祝日の場合は前々日の正午まで）。

・予約時、持ち込むごみの種類・量などを伺います。
ごみの持ち込みができない日（2月）
　2月11日（木）・23日（火）は祝日のため、
クリーンセンターの業務・ごみの受け入れ
業務は行いません。

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

　事業を開始するための心構えや事業計画の作成方
法、マーケティングの考え方など、創業前に知ってお
くべき実践的知識を学べます。
日時 2月27日、3月6日・13日・20日
	 	 （いずれも土曜日・全4回）
	 	 午前9時〜午後3時
場所 木更津商工会館	6階会議室（潮見1−17−59）　
対象 創業を予定している人や創業に興味がある人
定員 20人（先着順）
申込方法　らづ−Bizホームページまたは電話で申し込み。

木更津市産業・創業支援センター「らづ−Biz」	
☎0438（53）7100　 0438（53）7101

産業振興課　☎0438（23）8460　 0438（23）0075	 　

３月21日(日)千葉県知事選挙

投票事務従事者の感染症対策
・マスクを着用します。
・	投票所にアルコール消毒液、飛沫防止のビニール障壁を設
置します。

・鉛筆や記載台を消毒します(使い捨て鉛筆も用意)。
・投票所の定期的な換気を行います。
・ソーシャルディスタンスの確保や場内整理などを行います。
・従事する職員の体調管理を徹底します。
皆さんにお願いする対策
・マスクの着用、咳エチケットへの協力。
・投票所入場前後、アルコール消毒液での手指消毒。
・投票所内での不必要な会話を控える。
・持参した鉛筆などの使用可（鉛筆・シャープペンシル推奨）。
・期日前投票の利用やすいている時間での来場。
・来場前後のうがい手洗い。
　発熱や体調不良などの症状がある場合は、投票事務従事者
に申し出てください。
　投票所内の混雑状況によっては、ソーシャルディスタンス
が取れるよう、場内整理にご協力をお願いします。

第10期創業塾 土曜日のみ クリーンセンターへの
ごみの持ち込みが事前予約制となります

予約方法
①	市公式アプリ「らづナビ」内
「ごみ持込予約」から予約（要
アカウント登録）

②	電話で予約
	 ☎0438（36）1133
	（平日の午前9時〜午後4時）
※電話の場合、土・日曜日、
祝日、振休、年末年始は受け
付けしません。

投票できる人　満18歳以上で市内に引き続き３カ月以上居住
し、選挙人名簿に登載されている人。

選挙管理委員会
☎0438（23）8476　 0438（25）9300

来たれ! 創業者

混雑防止を目的に、2月6日（土）から導入します

安全に投票を行えるよう感染症対策を行います
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イオンモール木更津は
7/12から開始

令和元年7月21日執行の参議院選挙
当日投票所の混雑状況

参考

令和元年7月21日執行の参議院選挙
期日前投票所別投票者数
投票が始まり、前半はすいていましたが、後半
になると混雑する投票所がありました。
木更津市役所朝日庁舎は、最終日に向け、大変
混雑しました。
富来田公民館は、すいていました。
イオンモール木更津は、週末は少し混みました
が余裕はありました。平日はすいていました。

図1

図2

場所 金田みたて海岸（中島4416）
内容 東京湾アクアライン付近の景観を望みながら、
自然の魅力を体感できる新たな里海アクティビティ
の「シーカヤック無料体験（ガイド付き）」ができます。
対象 市内在住の人
定員 ４組８人（応募多数の場合抽選）
	 	 ※1組2人での応募となります。
申込方法　2月15日（月）までの間に電話
で申し込み。

きさらづＤＭＯ（（一社）木更津市観光協会内）
	 ☎0438（38）5575（平日の午前9時〜午後5時）

詳しくは
こちらから

午前11時頃〜

里海アクティビティ事業
〜きさらづシーカヤック体験〜

3/8
（月）

詳しくは
こちらから


