君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
4月
6日（土）
第13回戦国の里・三舟山&郡ダムお花見ウォーク（受付会場：君津駅南口）
午前9時から午後3時
問 0439-56-2115 君津お花見ウォーク実行委員会（（一社）君津市観光協会内）

本文

署名

7日（日）
山歩きスタンプラリー（森林体験交流センター）※有料
午前11時から午後3時
問 0439-27-2422 森林体験交流センター

市からのお
知らせ

2019/4/1 12:00 市からのお知らせ

20日（土）
陶芸体験（森林体験交流センター）※有料
午前11時から午後3時
申 0439-27-2422 森林体験交流センター
21日（日）
清和の魅力探訪ウォークNo.5～パステルの山なみを愛でながらミツバツツジの里を歩く～（三島神社前の広場集合）
午前9時から午後0時30分
申込期限：4月17日（水）
申 0439-37-2195 清和公民館
28日（日）
鹿野山はしご獅子舞（九十九谷展望公園）
正午奉納
問 0439-56-1325 観光課

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆4月5日(金)
映画上映会「パパはわるものチャンピオン」
◆4月6日(土)
松本ピアノ ミニ・コンサート
～ピアノ大好き！松本ピアノを弾く～
◆4月12日(金)
映画上映会「しゃぼん玉」
◆4月14日(日)
映画上映会「シュガー・ラッシュ：オンライン」
市からのお
知らせ

2019/4/1 18:00

君津市民文化ホール主催イベント
◆4月20日(土)
のお知らせ
オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
太田裕美・庄野真代・渡辺真知子
◆5月6日（月休）
米村でんじろうサイエンスショー・おもしろ科楽館
◆5月10日(金)
映画上映会「万引き家族」
◆5月24日(金)
映画上映会「ぼけますから、よろしくお願いします。」
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
君津警察署からお知らせします。
本日、君津市内において、警察官を名乗り、
「振り込め詐欺の犯人が捕まった」
「暗証番号を変更してほしい」

安心・安全
メール

2019/4/2 15:53 安心・安全メール

といった内容のオレオレ詐欺と思われる電話が多数かかってきています。
電話で公共機関や金融機関を名乗り、お金の話やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、家族などに確認するとともに、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤ
ルに連絡し、相談しましょう。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
こちらは君津市消防本部です。
０４月０５日０９時５８分 君津市川谷２９８番 プラ工業付近で建物火災が発生しています。

火災情報

2019/4/5 10:08 火災情報

火災情報

2019/4/5 10:22 火災情報

※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０４月０５日０９時５８分頃、君津市川谷２９８番 プラ工業付近で発生した建物火災は１０時０５分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日4月7日(日)は、千葉県議会議員一般選挙の投票日です。
有権者の方は、必ず投票しましょう。
市からのお
今日は千葉県議会議員一般選挙
2019/4/7 9:00
投票時間は午後8時までです。
知らせ
の投票日です
本日は投票所入場券に記載された投票所での投票となりますのでご注意ください。

署名
君津市選挙管理委
員会
0439-56-1341

君津警察署からお知らせします。
安心・安全
メール

2019/4/11 18:09 不審電話について

現在君津市内において、警察官を名乗った、振り込め詐欺の不審な電話が多数かかってきております。

君津警察署
0439-54-0110

このような電話があった場合、君津警察署へご連絡をお願いします。
君津市杢師にお住まいの７４歳の女性が本日、正午ころ自宅を徒歩にて外出したまま行方がわからなくなっております。

2019/4/11 21:05 行方不明者について

安心・安全
メール

2019/4/11 22:30 行方不明者の発見について

特徴
身長 １５５センチくらい
体格 小太り
髪型 黒色の長め
服装 チェック柄のズボン
靴 パンプス
見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津市杢師にお住まいの行方不明となっていた７４歳の女性は、富津市内で無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署生活安
全課
0439-54-0110

君津警察署生活安
全課
0439－54－0110

君津警察署からお知らせします。
本日、君津市内において、大手百貨店を名乗り、
「クレジットカードの利用歴がある」
安心・安全
メール

といった内容の不審な電話が多数かかってきています。
2019/4/12 15:45 安心・安全メール
電話でお金やキャッシュカード等の暗証番号の話が出たときは、詐欺の可能性がありますので、すぐに信用せず、家族などに確認するとともに、警察や電話de詐欺相談専
用ダイヤルに連絡し、相談しましょう。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
こちらは君津市消防本部です。
０４月１８日１９時２４分 君津市南久保２丁目１番 カラオケクラブダム君津店付近で建物火災が発生しています。

火災情報

火災情報

市からのお
知らせ

2019/4/18 19:31 火災情報

2019/4/18 19:47 火災情報

2019/4/23 9:00 献血のお知らせ

※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０４月１８日１９時２４分頃、君津市南久保２丁目１番 カラオケクラブダム君津店付近で発生した建物火災は１９時３３分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
本日、君津市保健福祉センターにて君津青年経営研究会及び君津市献血推進協議会共催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。
受付時間 10：00～11：45
13：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（警察署向かい）
献血していただいた方に記念品が贈られます。
ご協力をお願いいたします。
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
健康づくり課 0439-57-2230

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439－53－0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
04月23日14時35分頃、君津市君津１番地 日本製鉄君津製鉄所付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2019/4/23 14:46 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
火災情報

2019/4/23 15:54 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０４月２３日１４時３５分頃、君津市君津１番地 日本製鉄君津製鉄所付近で発生した建物火災は１５時４５分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
5月からの主なイベント・行事予定

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439－53－0119

5月
3日（金・祝）から5日（日・祝）
歴史体験「よろい武者に変身！」（久留里城址資料館）
午前10時30分から午後3時
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/12969.html
問 0439-27-3478 久留里城址資料館
4日（土・祝）ほか
久留里焼き（陶芸）体験＆自然の中で外遊び！（森林体験交流センター）※有料
午前11時から午後3時
https://kimitsu-shinrin.jimdofree.com/
申 0439-27-2422 森林体験交流センター
市からのお
知らせ

2019/5/1 12:00 市からのお知らせ

12日（日）、26日（日）
おもちゃ病院（12日・生涯学習交流センター、26日・子育て支援センター）
午前9時30分から午後2時
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/270.html
問 0439-50-3980 生涯学習交流センター
18日（土）
農業体験「米づくり」（糸川地先・有料）※雨天時は19日（日）
午前10時から午後1時
申込期限:5月8日（水）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=6
申 0439-56-1671 君津市認定農業者協議会事務局（農政課内）
25日（土）
第32回君津市グラウンド・ゴルフ大会（君津グラウンド・ゴルフ場）※雨天時は26日（日）
午前9時開会式（8時45分受付）

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆5月6日（月休）
米村でんじろうサイエンスショー おもしろ科楽館
◆5月10日(金)
映画上映会「万引き家族」
◆5月24日(金)
映画上映会「ぼけますから、よろしくお願いします。」
◆5月26日(日)
松本ピアノコンサートStage on Stage vol.22 風薫る五月に歌うオーボエ
市からのお
知らせ

2019/5/1 18:00

◆5月31日(金)
君津市民文化ホール主催イベント
杉山公章の 歌って健康 歌声コンサートin君津市
のお知らせ
◆6月14日(金)
映画上映会「日日是好日」
◆6月30日(日)
水谷千重子 ありがとうコンサートin千葉・君津
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
---------------メール配信元
君津市民文化ホール
君津市東日笠にお住まいの７２歳の男性が本日、午後３時３０分ごろから行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/5/6 18:24 行方不明者について

特徴
身長
体格
髪型
服装

１７８センチくらい
中肉
白髪混じりの坊主
白と紺色のポロシャツ
紺色のジーンズ
黄色の野球帽
赤色のリュックサック

君津警察署生活安
全課
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
安心・安全
メール

2019/5/6 19:56 行方不明者の発見について

火災情報

2019/5/8 13:05 火災情報

火災情報

2019/5/8 15:46 火災情報

君津市東日笠にお住まいの行方不明となっていた７２歳の男性は、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署生活安
全課
0439－54－0110

こちらは君津市消防本部です。
０５月０８日１２時５６分頃、君津市北子安１０１２番 千葉県君津保健所犬抑留所付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
０５月０８日１２時５６分頃、君津市北子安１０１２番 千葉県君津保健所犬抑留所付近で発生した林野火災は１５時３８分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439－53－0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日、君津市保健福祉センターにて君津市赤十字奉仕団主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

市からのお
知らせ

2019/5/10 9:00 献血のお知らせ

署名

受付時間 10：00～12：30
13：45～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（警察署向かい）
献血していただいた方に記念品が贈られます。
ご協力をお願いいたします。
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
健康づくり課 0439-57-2230

市からのお
知らせ

2019/5/11 17:00 職員採用試験を実施します

令和２年４月１日採用の職員採用試験を実施します。
職種別の採用人数は、一般行政職・上級：４名程度／土木技術職・上級：１名程度／土木技術職・中級：１名程度／建築技術職・上級：２名程度／保健師：１名程度です。
詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/19604.html

---------------メール配信元
君津市職員課
問 0439-56-1386
----------------

君津警察署からお知らせします。
5月12日から13日にかけ、君津市内において、甥の名前を名乗り、自宅を訪問する旨を申し立てる内容のオレオレ詐欺と思われる電話が多数かかってきています。
安心・安全
メール

防災情報

2019/5/13 11:14 安心・安全メール

2019/5/15 10:00

市内全域の防災行政無線から試
験放送が流れます

電話で家族を名乗っても、すぐには信用せず、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談しましょう。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
本日、市民の皆様への情報伝達体制について万全を期すため、国（消防庁）による、「全国瞬時警報システム（Jアラート）の自動試験放送が実施されますので、ご理解、ご
協力をお願いします。
○試験放送日時
５月１５日（水）午前１１時００分
○放送内容
【防災行政無線チャイム】
「これはJアラートのテストです」
危機管理課
※３回繰り返し
0439-56-1290
「こちらは防災きみつです」
【防災行政無線チャイム】
※サイレンは使用しません。
※君津市以外の地域でも、全国的に試験放送が実施されます。
※実際の災害が予想あるいは発生した時は、試験放送を中止する場合があります。
６月１日（土）、君津市民体育館にＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟理事長の青山敏彦さんと、指導委員の桜田敬子さんを講師にお迎えして、ラジオ体操講習会を開催しま
す！

---------------君津市教育委員会
体育振興課
TEL 0439-561698
令和元年度君津市ラジオ体操講習 ご参加いただける方は、５月３１日（金）までに、住所・氏名・ふりがな・性別・電話番号・生年月日を電話・ファックスまたはメールで体育振興課までお伝えください！当日参加
2019/5/15 12:00
FAX 0439-56会を開催します！
も可能です！
1627
mail
○持ち物：室内履き、タオル、飲み物、動きやすい服装でご参加ください。
sports@city.kimitsu
○時間：９時３０分から１２時００分（受付８時４５分から９時２０分）
.lg.jp
---------------https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/7559.html
市内市外、年齢問いません！どなたでもご参加いただけます！
夏期ラジオ体操会に向けて正しいラジオ体操に触れていただける貴重な機会です！ぜひご友人やお子さんと一緒にお気軽にご参加ください！

市からのお
知らせ

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
０５月１９日１５時４７分頃、君津市大井３３３番 エッソ三津和石油房総ＳＳ付近でその他火災が発生しています。
火災情報
2019/5/19 15:57 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
火災情報

2019/5/19 16:21 火災情報

市からのお
知らせ

2019/5/20 12:00

今日からスタート！健康診査を受
けましょう！

こちらは君津市消防本部です。
０５月１９日１５時４７分頃、君津市大井３３３番 エッソ三津和石油房総ＳＳ付近で発生したその他火災は１６時０８分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
君津市では君津市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方の健康診査を実施しています。生活習慣病はかなり進行しても自覚症状がありません。年に
一度の健診で健康状態をチェックしましょう。
対象者：君津市国民健康保険に加入している４０歳以上の方、及び後期高齢者医療制度に加入している方
受診期間：令和元年５月２０日（月）から８月３１日（金）まで
実施場所：４市協力医療機関（受診券同封のチラシを参照）
受診方法：実施医療機関にて個別に受診
費用：無料
対象の方には受診券を送付しましたのでご確認ください。
特定健康診査は加入する医療保険ごとに行われています。組合健保・協会けんぽ・共済組合等の社会保険にご加入の方は、保険証の発行元に直接お問い合わせくださ
い。

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439－53－0119

問い合わせ先
君津市国民健康保険課
国保特定健康診査に関すること TEL：0439-56-1739
後期高齢者健康診査に関すること TEL：0439-56-1179
令和元年5月30日（木）と6月4日（火）の「生活習慣病予防健康診査」会場で子宮頸がん(集団)検診を実施します。（子宮頸がん検診のみの受診もできます）
対象者：君津市に住民登録のある20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の女性
検査内容：問診、視診、子宮頸部細胞診
検診費用：無料
受付時間：9:00～11:00、13:00～14:30
会場：保健福祉センター（ふれあい館）
※事前の申込は不要です。
注）4月以降に医療機関で子宮頸がん個別検診を受けた方は受診できません。
2019/5/20 14:00 子宮頸がん(集団)検診のお知らせ

詳細は市のホームページ又は広報きみつ5月号をご覧ください。
ホームページhttps://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1428.html
子宮頸がんは若年層に多く見られるがんです。
検診を受けて早期発見・治療を！
※子宮頸がん検診（集団）は、秋（10月、11月）にも実施します。詳細は、市のホームページをご覧ください。

君津警察署からお知らせします。
安心・安全
メール

2019/5/24 15:45 安心・安全メール

５月２３日から本日までに、上総地区において、空き巣事件が連続で発生しています。
犯人は、無施錠の裏口ドアなどから侵入し、現金や印鑑、書類などを盗んでいます。
外出する際は、短時間であっても必ず戸締りをし、不審な車や人を見かけた際は１１０番通報をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
震度４の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。

防災情報

2019/5/25 15:22 地震津波情報

君津市健康づくり
課
0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
震度４の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。
防災情報
2019/5/25 15:22 地震津波情報
市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/5/26 7:00

散乱ごみ一掃クリーン作戦の実施
について

本日の散乱ごみ一掃クリーン作戦は、予定通り実施いたしますので、ご協力をお願いします。

健康増進法の改正により、たばこのルールが変わります！望まない受動喫煙をなくすために備えておくことを学びませんか？
期日＝令和元年6月20日（木）
時間＝午後2時から4時（受付は午後1時30分から）
※荒天などで中止になる場合は、君津市ホームページでお知らせします。
会場＝君津市中央図書館（2階視聴覚室）
講師＝大和 浩 医師（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室教授）
受動喫煙防止・がん予防対策講演 内容＝「望まない受動喫煙をなくす」ために備えておくこと
2019/5/29 12:00
会を開催します！
（改正健康増進法で求められる受動喫煙防止対策）
対象者＝どなたでもご参加いただけます。
定員＝160名
参加費＝無料
申込先＝君津市 健康づくり課 健康都市推進室 TEL0439-57-2233
または、市のホームページhttps://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/19994.html
乳がん検診・レディースがん検診申込みのお知らせ
～受診希望者は必ず申込みが必要です～
30歳以上の女性市民の方が対象です。以下の方法で申込みください。

市からのお
知らせ

2019/5/31 10:00

乳がん検診・レディースがん検診
申込みが始まります！

申込期間：
令和元年6月3日(月)～6月28日(金)
※はがきは6月30日消印有効
申込方法：
１、健康づくり課窓口にて申込み
※受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
土曜日・日曜日は窓口での申込みはできません。
２、はがきにて申込み
※電話申込不可、先着順
申込方法等の詳細は、広報きみつ6月号、ホームページ等をご覧ください。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html
～レディースがん検診とは～
乳がん検診に加え、同日同会場で子宮頸がん検診も受診できます。
◆問合せ先◆
健康づくり課 0439-57-2230

署名

君津市市民環境部
環境衛生課
0439-56－1221

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
6月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

8日（土）・9日（日）
甲冑＆着物体験（森林体験交流センター・有料）
午前11時から午後3時
https://kimitsu-shinrin.jimdofree.com/
問 0439-27-2422 森林体験交流センター
15日（土）
君津オープン バドミントン大会（市民体育館・有料）
午前9時から
申込期限：6月6日（木）
申 0439-55-0265 君津市体育協会バドミントン部事務局・齊藤
市からのお
知らせ

2019/6/1 12:00 市からのお知らせ

16日（日）
君津市スポーツ・レクリエーション祭 ソフトバレーボール・インディアカ（市民体育館）
午前9時開会式（8時40分受付）
申込期限：6月6日（木）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/7570.html
問 0439-56-1433 体育振興課
20日（木）
受動喫煙防止・がん対策講演会（中央図書館）
午後2時から（1時30分受付）
定員：160人（先着順）
申込期限：6月14日（金）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/19994.html
申 0439-57-2233 健康づくり課
20日（木）
子育てサポーター「さぽっと」による、おしゃべり広場（生涯学習交流センター・有料）
【申込受付中】君津市スポーツ・レクリエーション祭を開催します。

市からのお
知らせ

2019/6/1 12:00

君津市スポーツ・レクリエーション
祭を開催します！

〈期日〉６月１６日（日）
〈時間〉午前８時４０分（選手集合・受付開始）
〈会場〉君津市民体育館
〈種目〉
◆ソフトバレーボール（女性の部／男女混合の部）
◆インディアカ（女性の部／男女混合の部）
〈対象〉市内在住・在勤の４人から８人のチーム
〈申込方法〉
窓口、電話、ファックス、メールにて参加種目・チーム名・代表者の氏名・住所・電話番号をお伝えください。
〈申込期限〉６月６日（木）
〈申込先〉体育振興課
TEL：０４３９－５６－１４３３
FAX：０４３９－５６－１６２７
Mail：sports@city.kimitsu.lg.jp
HP：https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/7570.html
※各種目の上位のチームは１１月１０日（日）に袖ケ浦市内で行われる君津地区スポーツ・レクリエーション祭の君津市代表となります。
みなさまのご参加をお待ちしています！

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆6月14日(金)
映画上映会「日日是好日」
◆6月19日（水）
映画上映会「ボヘミアン・ラプソディ」
◆7月5日(金)
映画上映会「かぞくいろ」
市からのお
知らせ

2019/6/1 18:00

◆7月19日(金)
君津市民文化ホール主催イベント 映画上映会「こんな夜更けにバナナかよ」
のお知らせ
◆7月31日(水)
サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
---------------メール配信元
君津市民文化ホール
問 0439-55-3300
---------------令和元年第２回君津市議会定例会が、６月３日（月）から６月２１日（金）までの予定で開催されます。本会議・委員会の日程は以下のとおりです。

市からのお
知らせ

６月 ３日（月）午前１０時
６月 ６日（木）午前１０時
６月 ７日（金）午前１０時
６月１０日（月）午前１０時
６月１２日（水）午後 ２時
令和元年第２回君津市議会定例会
2019/6/2 12:00
６月１３日（木）午後 ２時
のお知らせ
６月１４日（金）午後 ２時
６月２１日（金）午後 ２時

本会議（初日）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
総務常任委員会
教育福祉常任委員会
経済環境常任委員会
本会議（最終日）

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

★傍聴を希望される方は、会議当日に市役所８階、議会事務局までお越しください。
★本会議の様子はインターネットのライブ配信からもご覧になれます。
★議案や一般質問の内容等の詳細、本会議のライブ配信については、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/gikai/
参加者が健康に関する取組みを実施し、ポイントをためて応募すると報奨品がプレゼントされます。
対象者：１８歳以上（令和2年３月末時点）の市民の方
応募用紙：健康づくり課又は各行政センター等にて配布しております。
応募期間：令和元年６月３日から令和２年２月２８日まで
提出方法：(1)健康づくり課又は各行政センター窓口に提出
(2)健康づくり課へ郵送、ＦＡＸ、メールで提出
2019/6/3 12:00

6月３日から「令和元年きみつ健康
マイレージ」が始まります！

君津市保健福祉部健康づくり課
君津市保健福祉センター１階
郵便番号 ２９９－１１５２
住所 君津市久保３－１－１
ＴＥＬ ０４３９－５７－２２３３
ＦＡＸ ０４３９－５７－２２３４
Ｍａｉｌ kenkou@city.kimitsu.lg.jp
※詳細は市ＨＰ（https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/18659.html）、広報きみつ、回覧等をご確認ください。

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日、市内において、市役所職員を名乗り、「以前にお知らせした還付金について、まだ手続きがされていないので今日中なら間に合うので金融機関を教えてくれ。その金
融機関の職員を向かわせる。」といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐欺）」と思われる電話がかかってきています。

署名

電話でお金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、家族に確認するとともに、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
安心・安全
メール

安心・安全
メール

2019/6/4 11:06 安心・安全メール

【道路情報】県道の通行止めのお
2019/6/10 19:10
知らせ

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506

雨量が毎時30mm以上となったため、以下の県道の区間が通行止めとなっております。
●県道・大多喜君津線 川谷→市原市大久保

【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017

胃がん検診のお知らせ
～検診を受けて早期発見に努めましょう～
実施期間：令和元年6月11日(火)～7月17日(水)
※会場及び日時の詳細は、広報きみつ、市ホームページ等をご覧ください。
URL:https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/7370.html
市からのお
知らせ

2019/6/10 19:30 胃がん検診のお知らせ

※6/30(日),7/13(土)は大変混雑しますので、平日の受診をお勧めします。

君津市健康づくり
課 0439-57-2230

対象者：40歳以上（昭和55年3月31日以前生まれ）の市民
検査内容：バリウムによる胃部X線検査（前日午後10時以降は食事をしないでください）
検診費用：無料
受診方法：申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
安心・安全
メール

【道路情報】県道の通行止め解除
2019/6/11 8:27
のお知らせ

火災情報

2019/6/13 13:12 火災情報

火災情報

2019/6/13 13:38 火災情報

防災情報

2019/6/15 21:22 気象警報

防災情報

2019/6/16 13:46 気象警報の解除について

火災情報

2019/6/17 19:10 火災情報

雨量により通行止めとなっていた以下の区間の通行止めは解除されました。
●県道・大多喜君津線 川谷→市原市大久保
こちらは君津市消防本部です。
０６月１３日１３時０３分頃、君津市外箕輪２丁目１番 リーガルクリーニング付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０６月１３日１３時０３分頃、君津市外箕輪２丁目１番 リーガルクリーニング付近で発生した建物火災は誤報と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
当地域に、波浪警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
令和元年０６月１５日２１時２２分に発表されていた【波浪警報】は、令和元年０６月１６日１３時２６分に解除されました。
引き続き、今後の気象情報に十分注意して下さい。
こちらは君津市消防本部です。
０６月１７日１９時０５分頃、君津市戸崎１２２２番 萩野建築付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439－53－0119

総務部危機管理課
0439－56－1290
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
火災情報
2019/6/17 19:29 火災情報
０６月１７日１９時０５分頃、君津市戸崎１２２２番 萩野建築付近で発生した建物火災は鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
本日、市内において、市役所職員を名乗り、「保険料（医療費）の還付金がある。今日中なら間に合うので手続きをしてほしい。」といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐
欺）」と思われる電話がかかってきています。

署名
君津市消防署
0439－53－0119

電話でお金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
安心・安全
メール

2019/6/18 13:29 安心・安全メール

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
君津警察署からお知らせします。

安心・安全
メール

2019/6/18 17:36 振り込み詐欺の電話について

現在、君津市内において、金融機関や市役所職員、息子をかたる詐欺と思われる不審な電話が多数かかっています。
オレオレ詐欺の電話にご注意ください。

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専
門ダイヤル
0120－494－506

現在、君津市内において、君津警察署生活安全課を名乗り、「個人情報が流出している。金融庁に確認する。」といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐欺）」と思われる電
話が多数かかってきています。
電話でお金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
安心・安全
メール

2019/6/19 13:01 安心・安全メール

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
君津警察署からお知らせします。
昨日から本日にかけ、君津市内において、君津警察署員を名乗り、「名簿が流出した。あなたの名前があった。」といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐欺）」と思われる
電話が多数かかってきています。
電話で公共機関や家族を名乗り、お金の話が出たときは、すぐに信用せず電話de詐欺を疑い、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。

安心・安全
メール

2019/6/20 13:00 安心・安全メール
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
震度４の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。

防災情報

2019/6/24 9:13 地震津波情報

防災情報

2019/6/24 9:14 地震津波情報

震度４の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。

火災情報

2019/6/24 15:22 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０６月２４日１５時０９分頃、君津市人見４丁目７番 周西公民館付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
6月24日15時25分現在、コミュニティバス小糸川循環線（内回り）14時30分君津グラウンドゴルフ場発の便において、車両故障のため、遅延が生じています。
市からのお
知らせ

火災情報

市からのお
知らせ

2019/6/24 15:37

車両故障によりコミュニティバス小
糸川循環線が遅延しております

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

【問い合わせ先】
日東交通株式会社富津営業所 0439-87-5400
君津市企画政策部企画課 0439-56-1566
こちらは君津市消防本部です。
2019/6/24 15:57 火災情報
０６月２４日１５時０９分頃、君津市人見４丁目７番 周西公民館付近で発生した建物火災は１５時５１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
6月24日16時15分現在、コミュニティバス小糸川循環線において車両故障が発生したため、君津駅南口15時45分発（外回り中島4便）に遅延が生じています。
また、君津グラウンドゴルフ場16時45分発（内回り中島5便）にも遅延が生じる見込みです。
【16時15分現在】車両故障によるコ ご迷惑をおかけして申し訳ありません
2019/6/24 16:46 ミュニティバス小糸川循環線の遅
【問い合わせ先】
延状況
日東交通株式会社富津営業所 0439-87-5400
君津市企画政策部企画課 0439-56-1566
遅延が生じていたコミュニティバス小糸川循環線は、君津駅南口18時00分発の便（外回り中島5便）から通常運行に戻ります。

市からのお
知らせ

2019/6/24 18:02

コミュニティバス小糸川循環線は通
常運行に戻ります

市からのお
知らせ

高校生向け企業見学＆説明会開
2019/6/28 18:00
催のお知らせ

署名

君津市消防署
0439－53－0119

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
【問い合わせ先】
日東交通株式会社富津営業所 0439-87-5400
君津市企画政策部企画課 0439-56-1566
高校生の地元就職を支援するため、市内の企業をバスで見学して回るツアーを開催します。求人票ではわからない職場の雰囲気や仕事内容にふれることができ、進む業
種がまだ決まっていない方には一日で５つの業種を見学できるまたとないチャンスです。この機会に是非ご参加ください。
日時＝７月１３日（土） 午前１０時から午後５時
対象＝君津市やその近隣市で就職を希望する高校生
定員＝２０名（先着順）
集合場所＝君津市役所北側駐車場
持ち物＝筆記用具、お弁当、飲み物
参加企業＝(株)三枝、(有)亀山温泉ホテル、(株)アグリアドバンス、安房運輸(株)、(株)ブランド、(有)しらいし、(株)協立工業
申込＝経済振興課(keizai@city.kimitsu.lg.jp)に、(1)氏名、(2)住所、(3)学校名、(4)学年、(5)電話番号をメールしてください。

---------------メール配信元
君津市経済振興課
問 0439-56-1327
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
7月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

7日（日）
第19回きみつ七夕まつり（坂田駅前公園、サンプラザビル前）
午前10時から午後7時
http://www.kimikan.server-shared.com/
問 0439-52-2511 きみつ七夕まつり実行委員会
13日（土）
第7回 清和てづくりマーケット（自然休養村管理センター）
午前10時から午後2時
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/20753.html
問 0439-37-2195 清和公民館
市からのお
知らせ

2019/7/1 12:00 市からのお知らせ

14日（日）
久留里夏祭り（久留里駅前周辺）
午前11時から午後9時
https://www.facebook.com/kururimaturi/
問 0439-27-2875 久留里観光交流センター
14日（日）
第11回ミニ鉄道フェスティバル（生涯学習交流センター）
午前9時30分から午後2時
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/8831.html
問 0439-50-3980 生涯学習交流センター
14日（日）
夏やすみ工作（森林体験交流センター・有料）
午前11時から午後3時
https://kimitsu-shinrin.jimdofree.com
問 0439-27-2422 森林体験交流センター
乳がん検診（エコー）の予約に空きがあるため、申込みの受付を令和元年7月5日(金)まで延長します。
※6月28日現在の空き状況をホームページに掲載しています。
対象者
30～39歳、43歳、45歳、47歳、49歳の女性市民の方が対象です。
※令和2年3月31日時点での年齢となります。
以下の方法で申込みください。

市からのお
知らせ

申込期間：
令和元年7月1日(月)～7月5日(金)
※はがきは7月7日消印有効
乳がん検診の申込みを7月5日(金) 申込方法：
2019/7/1 12:00 まで延長します（エコー対象者の
１ 健康づくり課窓口にて申込み
み）
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
２ はがきにて申込み
※電話申込不可、先着順
申込方法等の詳細は、ホームページ(日程・空き状況を掲載中）、広報きみつ6月号等をご覧ください。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html
◆問合せ先◆
健康づくり課
千葉県君津市久保3-1-1
TEL：0439-57-2230

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆7月5日(金)
映画上映会「かぞくいろ」
◆7月19日(金)
映画上映会「こんな夜更けにバナナかよ」
◆7月22日(月)
映画上映会「アース アメイジング・デイ」
◆7月31日(水)
サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
市からのお
知らせ

2019/7/1 18:00

君津市民文化ホール主催イベント
◆8月24日（土）
のお知らせ
きみぶん☆キッズクワイヤー２０１９
◆8月26日（月）
映画上映会「ダンボ」
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
---------------メール配信元
君津市民文化ホール
問 0439-55-3300
---------------胃がん検診実施中です！
～検診を受けて早期発見に努めましょう～
今後の予定
７月３日（水）～７月１７日（水）市内各所で実施
※会場及び日時の詳細は、広報きみつ、市ホームページ等をご覧ください。
URL:https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/7370.html

市からのお
知らせ

2019/7/2 17:00 胃がん検診のお知らせ

※7/１3(土)は大変混雑しますので、平日の受診をお勧めします。

君津市健康づくり
課 0439－572230

対象者：40歳以上（昭和55年3月31日以前生まれ）の市民
検査内容：バリウムによる胃部X線検査（前日の午後10時以降は食事をしないでください）
検診費用：無料
受診方法：申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
7月21日(日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。
投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、今日から期日前投票ができます。
有権者の方は、必ず投票しましょう。
市からのお
知らせ

2019/7/5 9:00

今日から参議院議員通常選挙の
期日前投票ができます

期日前投票期間
7月5日（金）から7月20日（土）まで
場所・時間
君津市役所１階ロビー・上総地域交流センター 午前8時30分から午後8時まで
小糸公民館・清和行政センター・小櫃公民館 午前8時30分から午後5時まで

君津市選挙管理委
員会
0439-56-1341

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
これは君津市メール配信サービスのテストメールです。

2019/7/8 11:58 テストメール

本文

署名

配信カテゴリ
・防災情報
・安心・安全メール
の２つを登録しました。
何かありましたら下記までご連絡ください。
君津市政策推進課 担当：御幸尾（みこお）
0439-56-1265
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市では、交通事故が増加しています。
そこで、皆様が交通事故の被害者や加害者にならないために、君津警察署からお願いがあります。
一つ目は、道路を渡るときは、遠回りでも横断歩道を渡りましょう。
二つ目は、道路を渡るときは、左右の安全をよく確かめましょう。
三つ目は、夜間外出するときは、反射材を身につけ、目立つようにしましょう。

安心・安全
メール

2019/7/10 8:25 交通事故が多発しています

四つ目は、運転中の脇見は厳禁です。運転に集中し、安全確認しましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道に歩行者を認めたら、一時停止しましょう。
また、７月１０日（水）から１９日（金）までの１０日間、夏の交通安全運動を実施中です。
スローガンは「歩行者を 守る気づかい 思いやり」です。
一件でも多くの交通事故を減らすため、ご協力をお願いします。
君津警察署
０４３９－５４－０１１０
胃がん検診はまもなく終了です！
～検診を受けて早期発見に努めましょう～
今後の予定
７月１２日（金）周南公民館、１３日（土）保健福祉センター、１６日（火）周西公民館、１７日（水）保健福祉センターで実施
※詳細は、広報きみつ、市ホームページ等をご覧ください。
URL:https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/7370.html

市からのお
知らせ

2019/7/11 9:00 胃がん検診のお知らせ

※7/１3(土)は大変混雑しますので、平日の受診をお勧めします。
対象者：40歳以上（昭和55年3月31日以前生まれ）の市民
検査内容：バリウムによる胃部X線検査（前日の午後10時以降は食事をしないでください）
検診費用：無料
受診方法：申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

君津市健康づくり
課 0439－572230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署からお知らせします。

本文

署名

令和元年７月１１日午後３時３０分頃、君津市大和田１丁目の路上において、帰宅中の小学生が、後方から男にランドセルを押され、倒される事案が発生しました。
男の特徴は、４０歳くらい、体格普通、服装は黒色半袖シャツ、黒色長ズボン、白色マスク着用です。
安心・安全
メール

2019/7/12 15:54 不審者情報について

通学途中の小学生に対する見守り活動をお願いします。
また、不審な人物や車を見かけた際は１１０番通報するか、君津警察署へご連絡下さい。
君津警察署
0439-54-0110
君津市では、骨髄バンクに登録して骨髄等の提供を行ったドナーと、ドナーの勤務する事業所に、助成金を交付しています。
まずは骨髄バンクへの登録から、命のボランティアを始めてみませんか？
○骨髄バンクへの登録方法：
下記の登録窓口でご登録いただくことができます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細はお問い合わせください。
○献血会場
日時：7月24日（水）10：00～16：00
会場：保健福祉センター（警察署向かい）

市からのお
知らせ

2019/7/17 13:00

骨髄バンクへのドナー登録で、救
える命があります。

○最寄りの登録窓口
君津健康福祉センター〔君津保健所〕
木更津市新田3-4-34
TEL0438-22-3745
※常時受付ではないため、必ず事前にお電話でご確認ください。

健康づくり課
管理調整係
0439－57－2230

○助成金に関するお問い合わせ先
・君津市健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html TEL0439-57-2230
○骨髄等移植・ドナー登録に関する問い合わせ先
・（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp TEL03-5280-1789

火災情報

2019/7/18 7:20 火災情報

火災情報

2019/7/18 10:21 火災情報

市からのお
知らせ

2019/7/21 9:00

今日は参議院議員通常選挙の投
票日です

こちらは君津市消防本部です。
０7月１８日０７時１１分頃、君津市泉３７６番 白山神社付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０７月１８日０７時１１分頃、君津市泉３７６番 白山神社付近で発生した建物火災は１０時１５分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
本日7月21日(日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。
有権者の方は、必ず投票しましょう。
投票時間は午後8時までです。
本日は投票所入場券に記載された投票所での投票となりますのでご注意ください。

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439－53－0119
君津市選挙管理委
員会
0439-56-1341

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日、君津市保健福祉センターにて、君津ライオンズクラブ主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

市からのお
知らせ

受付時間 10：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（警察署向かい）
2019/7/24 9:00 献血のお知らせ
献血していただいた方に記念品が贈られます。
ご協力をお願いいたします。
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
健康づくり課 0439-57-2230
このメールはテストです

防災情報

署名

2019/7/30 12:27 テストメール

危機管理課
0439-56-1290

君津警察署からお知らせします。
安心・安全
メール

火災情報

2019/7/30 16:00 安心・安全メール

2019/8/1 11:59 火災情報

５月から７月にかけて上総地区を中心に、空き巣事件が連続で発生しています。
外出する際は、短時間であっても必ず戸締りをし、不審な車や人を見かけた際は、ナンバーや特徴を確認して１１０番通報をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
こちらは君津市消防本部です。
０８月０１日１１時４３分頃、君津市笹１２４９番 千葉オイレッシュ付近で危険物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
8月からの主なイベント・行事予定

君津市消防署
0439-53-0119

8月2日（金）から4日（日）
第24回 君津市民ふれあい祭り（3日・君津市民花火大会 ほか、4日・廣瀬隆喜選手講演会、ボッチャ体験会、いやさか君津踊り ほか）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/20294.html
問 0439-56-1325 君津市民ふれあい祭り実行委員会(観光課内)
3日（土）
大戸見の神楽（稲荷神社：君津市大戸見3328）
午前10時50分頃
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2267.html
問 0439-56-1380 生涯学習文化課

市からのお
知らせ

2019/8/1 12:00 市からのお知らせ

3日（土）
資料館講座「勾玉づくり体験」（久留里城址資料館）※有料
午前10時から午後3時（2時最終受付）
定員：30人（先着順）
問 0439-27-3478 久留里城址資料館
3日（土）
雨城楊枝体験（森林体験交流センター）※有料
(1)午前10時から10時30分(2)午後1時から1時30分
定員：10人（先着順）
https://kimitsu-shinrin.jimdofree.com/
問 0439-27-2422 森林体験交流センター
7日（水）から
出土遺物公開展「名もなきムラの物語～遺跡からみる君津のくらし～」
◆報告会
▼7日（水）から12日（月）午前9時から午後9時：アピタ君津店
▼13日（火）から25日（日）午前10時から午後6時：中央図書館（金曜日は午後7時まで、19日（月）は休館）

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
令和元年第３回君津市議会定例会が、８月２日（金）から８月２８日（水）までの予定で開催されます。本会議・委員会の日程は以下のとおりです。

市からのお
知らせ

８月 ２日（金）午前１０時
８月 ７日（水）午前１０時
８月 ８日（木）午前１０時
８月１９日（月）午後 ２時
８月２０日（火）午後 ２時
令和元年第３回君津市議会定例会 ８月２１日（水）午後 ２時
2019/8/1 12:00
のお知らせ
８月２８日（水）午後 ２時

本会議、午後 １時 経済環境常任委員会
本会議
本会議
経済環境常任委員会
教育福祉常任委員会
総務常任委員会
本会議

署名

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

○議案や一般質問の内容等の詳細、本会議のライブ配信については、市ホームページをご覧ください。（８月７日の一般質問は開始時間がいつもと異なるのでご注意くださ
い。）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/gikai/

火災情報

2019/8/1 14:33 火災情報

市からのお
知らせ

2019/8/1 16:00 食中毒警報の発令について

★傍聴を希望される方は、会議当日に市役所８階、議会事務局までお越しください。
★本会議の様子はインターネットのライブ配信からもご覧になれます。
こちらは君津市消防本部です。
０８月０１日１１時４３分頃、君津市笹１２４９番 千葉オイレッシュ付近で発生した危険物火災は１４時１９分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
令和元年７月２９日、食中毒警報が発令されました。
食中毒予防の三原則は「細菌を付けない・細菌を増やさない・細菌をやっつける」です。
このことに注意して、食中毒を防ぎましょう。
詳細はホームページ
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1457.html
もしくは下記にお問い合わせください。
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。
◆8月24日(土)
Sugimoto Family Choir CHARITY LIVE vol.17 「Ｇｏｓｐｅｌ 2019」
◆8月26日(月)
映画上映会「ダンボ」
◆9月7日(土)
松本ピアノコンサート Stage on Stage vol.23 「晩夏 一隅を照らす音楽 ピアノとシャンソン」

市からのお
知らせ

2019/8/1 18:00

君津市民文化ホール主催イベント
◆9月8日(日)
のお知らせ
森山良子コンサートツアー2019～2020 ～Prime Songs～
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
---------------メール配信元
君津市民文化ホール
問 0439-55-3300
----------------

君津市消防署
0439－53－0119
君津市保健福祉部
健康づくり課 ０４
３９－５７－２２３０

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日、ジョイフル本田君津店にて、君津市赤十字奉仕団主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

署名

受付時間 10：00～11：45
13：00～16：00
場 所 ジョイフル本田君津店（駐車場）
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
市からのお
知らせ

2019/8/5 9:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html

火災情報

2019/8/5 10:06 火災情報

火災情報

2019/8/5 10:16 火災情報

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/8/5 12:00 職員採用試験を実施します

2019/8/8 12:00

第１９回君津市３×３バスケット
ボール大会開催！

健康づくり課 0439-57-2230
こちらは君津市消防本部です。
08月05日09時44分頃、君津市向郷670番 双信光器製作所付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０９月０５日０９時４４分頃、君津市向郷６７０番 双信光器製作所付近で発生したその他火災（立ち木）は１０時１２分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
令和２年４月１日採用の職員採用試験を実施します。
職種別の採用人数は、一般行政職・初級：２名程度／土木技術職・初級：１名程度／消防職・初級：１名程度です。
詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119
---------------メール配信元
君津市職員課
問 0439-56-1386
----------------

http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/20864.html
９月８日（日）、君津市民体育館で君津市３×３（スリーバイスリー）バスケットボール大会を開催します！
１チーム３人で、コートのサイズは通常のバスケットボールの半分と、比較的少人数で気軽に出来るスポーツである３×３。東京２０２０オリンピックから正式種目に採用され
ることになりましたが、君津市では今年で１９回目の開催となります！
毎年激しくスピーディーな試合が繰り広げられるこの大会。スポーツの秋の始まりに、東京オリンピック２０２０をもっと身近に感じてみませんか？
君津市教育委員会
体育振興課
時 間 ＝ ９：２０から１４：００（予定） 受付９：００から
ＴＥＬ：５６－１６９８
参加資格 ＝ 高校生以上で構成された３人から５人のチーム（男女不問）でチーム代表者が市内在住・在勤・在学のいずれかであること。
ＦＡＸ：５６－１６２７
募 集 ＝ 最大１６チーム（先着順）
E-Mail：
試合方法 ＝ 予選リーグ戦、決勝トーナメント戦
sports@city.kimitsu
申込方法 ＝ 申込用紙に必要事項を記入し、郵送・メールまたはＦＡＸにてお申込ください。申込用紙は市のホームページからダウンロードできます。
.lg.jp
申込期限 ＝ ８月１９日（月）
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/9437.html
君津市中野にお住まいの８４歳の女性が本日、午後４時００分ごろから行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/8/13 19:35 行方不明者について

特徴
身長 １４０センチくらい
体格 中肉
服装 緑色のブラウス
白と黒のチェック柄のズボン

君津警察署生活安
全課
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
安心・安全
メール

2019/8/13 21:41 行方不明者の発見について

君津市中野にお住まいの行方不明となっていた８４歳の女性は、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署生活安
全課
0439－54－0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
当地域に、波浪警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報
2019/8/15 10:09 気象警報
防災情報

2019/8/16 16:51 気象警報の解除について

市からのお
知らせ

2019/8/16 18:02

内みのわ運動公園市民プールは
今年度の営業を終了します

火災情報

2019/8/21 11:29 火災情報

火災情報

2019/8/21 12:26 火災情報

本文

令和元年８月１５日１０時９分に発表されていた【波浪警報】は、令和元年８月１６日１６時１７分に解除されました。
引き続き、今後の気象情報に十分注意して下さい。
内みのわ運動公園市民プールは、現在、漏水が発生しており、その調査と対策のため、今年度は8月18日（日曜日）で営業を終了します。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
こちらは君津市消防本部です。
08月21日11時24分頃、君津市人見1349番 平野輪業本店付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０８月２１日１１時２４分頃、君津市人見１３４９番 平野輪業付近で発生した建物火災は１２時２３分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

署名

総務部危機管理課
0439－56－1290
公園緑地課
0439-56-1282
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

本日、市内において、市役所職員を名乗り、
「還付金がある。手続きの期限が過ぎてしまうので、至急、手続きをしてほしい。」
といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐欺）」と思われる電話がかかってきています。
電話でお金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
安心・安全
メール

2019/8/26 16:18 安心・安全メール

防災情報

2019/8/28 12:42 テスト

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506

子のメールはテストです。
館内のシステムを更新するため、市内の図書館（中央図書館、市民体育館分室、各公民館分室、移動図書館）が休館となります。
期間中は、展示スペースや会議室・自習室なども利用ができません。ご了承ください。

市からのお
知らせ

2019/8/30 18:00 図書館が臨時休館となります

期間＝9月1日（日）から9日（月）
展示スペースの利用抽選会：9月10日（火）午前10時から

危機管理課
0439-56-1290
---------------問い合わせ先
中央図書館
問 0439-52-4646
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

9日（月）
救急の日イベント（アピタ君津店・ロッテリア側入口）
午前9時から正午
問 0439-53-1908 消防署救急隊
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/37/15682.html
15日（日）から21日(土)
ニュージーランド女子ソフトボールトレーニングキャンプ（小糸スポーツ広場ほか）
問 0439-56-1568 政策推進課
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/21852.html

市からのお
知らせ

2019/9/1 12:00 市からのお知らせ

27日（金）
家庭教育講演会（生涯学習交流センター）
午前10時から正午
定員:20人（先着順）※保育あり（先着10人）
申込期限:9月19日（木）
申 0439-50-3980 生涯学習交流センター

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

10月6日（日）
地域のつどい君津地区大会 きみつを歩こうin三舟山2019（三舟山ほか）
午前9時45分から午後3時30分 ※雨天中止
申込期限:9月10日（火）
申 0439-56-1418 生涯学習文化課
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/41/21366.html
10月18日（金）
第5回きみつの地酒まつり（ハミルトンホテルKAZUSA）※有料
午後6時30分から8時（6時受付）
問 0439-56-1327 きみつの地酒まつり実行委員会事務局（経済振興課内）
本日は「防災の日」です。いつどこで発生してもおかしくない大地震に対して自分たちの命を守るために、できる限りの備えをしておくことが必要です。
市では、無料の耐震相談や耐震化に関する支援制度を実施することにより、住宅の耐震化を促進しています。この機会に住まいの耐震性について検討してみませんか？
市からのお
知らせ

2019/9/1 12:00

住まいの耐震化を促進していま
す！

○耐震化に関する支援制度
・木造住宅耐震診断事業
・木造住宅耐震改修補助制度
・木造住宅リフォーム補助制度
※耐震化に関する支援制度は、平成12年5月31日以前に着工された軸組構法（在来工法）の木造住宅（長屋、共同住宅を含む）を所有している方を対象としています。

問い合わせ先
君津市住宅営繕課
電話：0439-561158

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆9月7日(土)
松本ピアノコンサート Stage on Stage vol.23 「晩夏 一隅を照らす音楽 ピアノとシャンソン」
◆9月8日(日)
森山良子コンサートツアー2019～2020 ～Prime Songs～
◆9月13日(金)
映画上映会「ねことじいちゃん」
◆9月27日(金)、28日（土)
映画上映会「あの日のオルガン」
市からのお
知らせ

2019/9/1 18:00

◆10月3日(木)
君津市民文化ホール主催イベント
映画上映会「居眠り磐音」
のお知らせ
◆10月6日(日)
県民芸術劇場 君津公演 千葉交響楽団演奏会
◆10月21日(月)
映画上映会「グリーンブック（字幕スーパー版）」
◆10月27日(日)
ゲッターズ飯田 開運トークライブ
◆10月28日(月)
映画上映会「初恋～お父さん、チビがいなくなりました」
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、君津警察署生活安全課を名乗り、
「詐欺グループが捕まった。預金通帳を確認したい。」
といった内容の「電話ｄｅ詐欺（振り込め詐欺）」と思われる電話が多数かかってきています。

安心・安全
メール

2019/9/2 17:01 安心・安全メール

電話でお金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに信用せず、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506

安心・安全
メール

君津市からお知らせします。
本日、９月４日は首都圏各地において「九都県市一斉の振り込め詐欺撲滅キャンペーン」を実施し、振り込め詐欺の撲滅を呼びかけています。
千葉県内でも電話ｄｅ詐欺の被害が多発しています。
不審な電話がかかってきた場合は、一人で判断せず、家族や警察に相談してください。
2019/9/4 8:30 安心・安全メール
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506

君津市市民生活課
0439-56-1225

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
女子ソフトボールニュージーランド代表ホワイトソックスが東京２０２０オリンピック アジア・オセアニア予選に向けたトレーニングキャンプを実施します！
君津市では９月１６日（月）、１７日（火）に強化試合や公開練習を小糸スポーツ広場で予定しています！強化試合、公開練習は無料で公開していますので、ぜひ、ご来場く
ださい。
（詳細な日程は下記をご覧ください。）

署名

※ご来場の際には、気温が非常に高くなる可能性があるため、こまめな水分補給など、体調管理には十分ご注意ください。

市からのお
知らせ

○ニュージーランド代表強化試合及び公開練習日程
女子ソフトボールニュージーランド ・場所：小糸スポーツ広場
2019/9/4 12:00 代表トレーニングキャンプのお知ら ・日程：
せ
９月１６日：清和大学と練習試合 午前９時３０分から／公開練習 午後２時から
９月１７日：公開練習 午前９時から／東京女子体育大学と練習試合 午後２時から
※ 時間は目安です。また、天候やチーム事情によりスケジュールが中止又は変更になる場合があります。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/21852.html
問合せ先
君津市政策推進課
電話：0439-56-1568
光化学スモッグ注意報の発令

防災情報

2019/9/5 16:26 光化学スモッグ注意報発令

令和元年９月５日
発令時刻 午後４時２０分

君津市環境保全課
0439-56-1212

君津市全域に光化学スモッグ注意報が発令されました。
屋外での運動や自動車の使用を控えるようご協力ください。
光化学スモッグ注意報の解除
防災情報

2019/9/5 18:12 光化学スモッグ注意報解除

令和元年9月5日
解除時刻 午後6時00分

君津市環境保全課
0439-56-1212

君津市全域に発令されていた光化学スモッグ注意報が解除されました。
君津市北子安にお住まいの７９歳の女性が本日、午前８時００分ごろから行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/9/5 18:35 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１４４センチくらい
普通
茶色ショートカット
白色半袖Tシャツ
黒色長ズボン
白色スニーカー

君津警察署生活安
全課
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
安心・安全
メール

2019/9/5 20:05 行方不明者の発見について

火災情報

2019/9/8 2:03 火災情報

火災情報

2019/9/8 2:22 火災情報

君津市北子安にお住まいの行方不明となっていた７９歳の女性は、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。
こちらは君津市消防本部です。
０９月０８日０１時５６分頃、君津市久保５丁目１番 君津中央公園付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０９月０８日０１時５６分頃、君津市久保５丁目１番 君津中央公園付近で発生した建物火災は誤報（花火の煙を見間違えたもの）と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津警察署生活安
全課
0439－54－0110
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
台風15号が接近しています。
台風の接近により、急に雨や風が強くなることが予想されます。
崖や川の近くにお住まいの方は、土砂災害や浸水害に注意してください。
防災情報
2019/9/8 10:46 台風15号にご注意ください
また、風で飛ばされそうなものは固定するか屋内へ移動してください。

本文

署名
君津市総務部危機
管理課
TEL0439-56-1290

最新の台風情報を確認してください。
当地域に、波浪警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報

2019/9/8 12:58 気象警報

防災情報

2019/9/8 16:31 気象警報

当地域に、暴風警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

防災情報

2019/9/8 17:00 自主避難所の開設について

台風１５号の接近に伴い、次の自主避難所を１７時００分に開設しました。
（１）生涯学習交流センター
（２）八重原公民館
（３）周南公民館
（４）小糸公民館
（５）清和公民館
（６）小櫃公民館
（７）上総地域交流センター
（８）亀山コミュニティセンター

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
当地域に、大雨警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報

2019/9/8 22:50 気象警報

防災情報

2019/9/9 2:16 気象警報

防災情報

2019/9/9 4:44 【警戒レベル4】避難勧告の発令

防災情報

2019/9/9 4:55 【警戒レベル4】避難勧告の発令

市からのお
知らせ

2019/9/9 8:28

当地域に、洪水警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ
市からのお
知らせ
市からのお
知らせ

君津市に土砂災害警戒情報が発表されました。
土砂災害の危険度が高まっています。
がけの近くなどにお住いの方は、避難をしてください。
また、小糸川、中村橋の水位が上がってきたため、中島、大井、練木地区の小糸川流域にお住いの方は避難してください。
君津市に土砂災害警戒情報が発表されました。
土砂災害の危険度が高まっています。
がけの近くなどにお住いの方は、避難をしてください。
また、小糸川、中村橋の水位が上がってきたため、中島、大井、練木、上地区の小糸川流域にお住いの方は避難してください。

危機管理課
0439-56-1290

住民票や税証明等の発行を停止し
本日（9月9日）、台風15号による停電のため、住民票や税証明の発行（コンビニ交付サービスを含む）など、一部の窓口サービスを停止しています。
ています
本日（9月9日）、台風15号による影響のため、コミュニティバス（小糸川循環線、人見・大和田・神門線、中島・豊英線）とデマンドタクシーは、現在運休しています。

君津市総務課
0439-56-1581

コミュニティバス・デマンドタクシー
運行状況

君津市企画課
0439-56-1208

運行状況の問合せ先
小糸川循環線＝日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線＝大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
デマンドタクシー＝大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3180
本日（9月9日）、台風15号による停電のため、住民票や税証明の発行（コンビニ交付サービスを含む）など、一部の窓口サービスを停止していましたが、午前10時30分ごろ
住民票や税証明等の発行を再開し
2019/9/9 10:41
市役所本庁舎1階市民課での発行を再開しました。
ました
なお、各行政センターでの発行やコンビニ交付配布サービスは現在ご利用できませんのでご了承ください。
清掃工場へのごみの搬入を停止し 本日（9月9日）、台風15号による停電のため、清掃工場へのごみの搬入を停止しています。
2019/9/9 11:23
ています
なお、通常のごみ収集については順次対応中ですが、道路状況等により作業が遅延していますので、次回の収集日に出すなどの対応にご協力ください。
かずさ水道広域連合企業団よりお知らせします。
現在、市内各所で停電になっていることにより、加圧施設から給水している区域は断水となっております。
また、今後停電が長引くことで、水道水の蓄えがなくなる恐れがあります。
2019/9/9 12:15 節水のお願い
大変申し訳ございませんが、電気が復旧するまでの間、節水をしていただきますようよろしくお願いいたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
https://www.kazusa-kouiki.jp/
2019/9/9 9:12

危機管理課
0439-56-1290

君津市総務課
0439-56-1581
クリーン推進課
0439-52－5353
かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風15号の影響により、君津市内で鉄塔2基が倒壊し、君津市を含む南房総エリアで大規模な停電が発生しています。
東京電力グループによれば、現時点では、君津市内での本日中の全面復旧は困難な見通しとなっております。

署名

詳しくは東京電力ホールディングスのホームページをご覧ください。
http://www.tepco.co.jp/press//2019/1517227_8709.htmlrelease
停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
防災情報

2019/9/9 17:24 君津市内の停電について
スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

千葉カスタマーセ
ンター
0120－995－007

携帯はこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/cgi-bin/search_mobile.cgi?code=12&q=%8CN%92%C3%8Es&%8C%9F%8D%F5=%8C%9F%8D%F5

防災情報

2019/9/9 17:26 避難所の開設について

なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
市内での停電に伴い、次の避難所を開設しました。
（１）生涯学習交流センター
（２）周西公民館
（３）八重原公民館
（４）周南公民館
（５）小糸公民館
（６）清和公民館
（７）小櫃公民館
（８）上総地域交流センター
避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。
明日（9／10）午前の周西公民館での乳がん検診（マンモグラフィ）は、会場を保健福祉センターに変更して行います。

危機管理課
0439-56-1290

〈変更前〉
日時：令和元年9月10日（火）
午前9時30分～11時
会場：周西公民館
市からのお
知らせ

2019/9/9 17:29

9/10周西公民館での乳がん検診
（マンモグラフィ）をお申込みの方へ

防災情報

2019/9/9 17:56 【更新】避難所の開設について

市からのお
知らせ

2019/9/9 18:16

ごみの収集業務及び清掃工場へ
のごみの搬入を中止します

〈変更後〉
日時：令和元年9月10日（火）
午前9時30分～11時
会場：保健福祉センター
＊会場以外の変更はありません。
市内での停電に伴い、次の避難所を開設します。
（１）生涯学習交流センター
（２）周西公民館
（３）八重原公民館
（４）周南公民館
（５）小糸公民館
（６）清和公民館
（７）小櫃公民館
（８）上総地域交流センター
避難所では、非常食や飲料水を用意します。停電で不安な方はこれらの避難所に避難してください。
台風15号の影響による停電により、ごみの処理施設が稼働できないため、復旧までの間ごみの収集業務を中止します。
また、清掃工場でのごみの受け入れも引き続き中止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

健康づくり課
0439-57-2230

危機管理課
0439-56-1290

クリーン推進課
0439-52－5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
コミュニティバス小糸川循環線については、明日（9月10日）の始発便から運行を再開し、通常運行に戻ります。
また、コミュニティバス（人見・大和田・神門線、中島・豊英線）については、運行の安全が確保でき次第、運行を再開する予定です。
デマンドタクシーについては、停電の影響により新規の予約ができません。
ご不便をおかけしますが今しばらくお待ちください。
市からのお
コミュニティバス・デマンドタクシー
2019/9/9 19:58
知らせ
の運行状況について
運行状況の問い合わせ先
小糸川循環線＝日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線＝大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
デマンドタクシー＝大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3180
コミュニティバス小糸川循環線については、本日（9月10日）の始発便より運行を再開いたします。
コミュニティバス中島・豊英線については、本日（9月10日）の始発便より粟倉－鈴木病院前間のみ運行を再開いたします。
コミュニティバス人見・大和田・神門線については、運行の安全が確保でき次第、運行を再開する予定です。
デマンドタクシーについては、停電の影響により新規の予約ができません。
市からのお
コミュニティバス・デマンドタクシー ご不便をおかけしますが今しばらくお待ちください。
2019/9/10 6:03
知らせ
の運行状況について
運行状況の問い合わせ先
小糸川循環線＝日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線＝大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
デマンドタクシー＝大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3180
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
現在、停電による断水が市内各所で発生しております。
つきましては、本日午前9時から午後5時まで、避難場所等において給水活動を実施します。
・周南公民館
市からのお
・小糸公民館
2019/9/10 7:00 給水活動実施のお知らせ
知らせ
・清和公民館
・亀山コミュニティセンター
・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場

防災情報

2019/9/10 7:54 【追加】給水活動実施のお知らせ

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
現在、停電による断水が市内各所で発生しております。
つきましては、本日午前9時から午後5時まで、避難場所等において給水活動を実施します。
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
・上総地域交流センター【追加】
・亀山コミュニティセンター
・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場

署名

君津市企画課
0439-56-1566

君津市企画課
0439-56-1566

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
本日（9／10）午前の周西公民館での乳がん検診（マンモグラフィ）は、停電の影響により、会場を保健福祉センターに変更して行います。
〈変更前〉
日時：令和元年9月10日（火）
午前9時30分～11時
会場：周西公民館
市からのお
知らせ

2019/9/10 8:20

9/10周西公民館での乳がん検診
（マンモグラフィ）をお申込みの方へ

市からのお
知らせ

台風15号の停電の影響により、図書館システムの停止及び復旧に時間を要するため、当分の間臨時休館とさせていただきます。
図書館の臨時休館が延長となりま 開館の目途が立ちましたらお知らせいたします。
2019/9/10 8:30
す
返却期限を過ぎた資料をお持ちの方は中央図書館の返却ポストに入れていただくか、開館日以降になるべくお早めにご返却ください。
ご利用を予定していた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

〈変更後〉
日時：令和元年9月10日（火）
午前9時30分～11時
会場：保健福祉センター
＊会場以外の変更はありません。

健康づくり課
0439-57-2230

---------------問い合わせ先
中央図書館
問 0439-52-4646
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風15号の影響により、君津市内で鉄塔2基が倒壊し、君津市を含む南房総エリアで大規模な停電が発生しています。
東京電力グループによれば、復旧時期については、現在確認中とのことです。

署名

復旧状況等については、東京電力ホールディングスのホームページ【9月10日更新】をご覧ください。
http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1517280_8709.html
防災情報

2019/9/10 8:50

君津市内の停電について【9月10
日午前8時現在】

停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

千葉カスタマーセ
ンター
0120－995－007

携帯はこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/cgi-bin/search_mobile.cgi?code=12&q=%8CN%92%C3%8Es&%8C%9F%8D%F5=%8C%9F%8D%F5
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
コミュニティバス人見・大和田・神門線は4便（午前10時5分君津市役所発）から運行を再開いたします。

市からのお
知らせ

2019/9/10 9:35

2019/9/10 9:56

市からのお
知らせ

防災情報

コミュニティバス・デマンドタクシー
の運行状況について

9/12・9/13赤ちゃん育児相談につ
いて

コミュニティバス小糸川循環線については、本日（9月10日）の始発便より運行を再開しています。
コミュニティバス中島・豊英線については、本日（9月10日）の始発便より粟倉－鈴木病院前間のみ運行を再開しています。
デマンドタクシーについては、停電の影響により新規の予約ができません。
ご不便をおかけしますが今しばらくお待ちください。
運行状況の問い合わせ先
小糸川循環線＝日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線＝大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
デマンドタクシー＝大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3180
台風15号の影響により、9/12・9/13の赤ちゃん育児相談（保健福祉センター）は中止します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
高速バス君津・東京線は、上り午前10時11分君津駅発から運行を再開いたしました。
また、君津・羽田空港線は上り午後4時君津製鉄所発、下り午後3時35分羽田空港（国際線ターミナル）発より、運行を再開いたします。

2019/9/10 10:20 高速バスの運行状況について

高速バス運行状況の問い合わせ先
日東交通運輸部
0438-23-1812
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
現在行っている給水活動ですが、午後5時までを予定していましたが、午後9時まで延長いたします。
実施場所は以下のとおりです。
・周南公民館
・小糸公民館
【更新】本日の給水活動は午後9時
2019/9/10 13:13
・清和公民館
まで実施します
・上総地域交流センター
・亀山コミュニティセンター
・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場

君津市企画課
0439-56-1566

健康づくり課
0439-57-2233
君津市企画課
0439-56-1566

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
台風15号の影響により、君津市内で鉄塔2基が倒壊し、君津市を含む南房総エリアで大規模な停電が発生しています。
東京電力グループから、本日中に、市内の停電37,700軒中、37,500軒を復旧する予定との計画が発表されました。
復旧状況等については、東京電力ホールディングスのホームページ【9月10日更新】をご覧ください。
http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1517281_8709.html
防災情報

2019/9/10 13:22

君津市内の停電について【9月10
日午後1時現在】

停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html
携帯はこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/cgi-bin/search_mobile.cgi?code=12&q=%8CN%92%C3%8Es&%8C%9F%8D%F5=%8C%9F%8D%F5
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。

千葉カスタマーセ
ンター
0120－995－007

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
家屋に被害があった方へ、ブルーシートを支給しています。
各行政センターに200枚ずつ本庁に400枚ほど用意しました。
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。
なお、数が限られておりますので、必要最小限の枚数とし、設置についてはご自分でお願いいたします。
防災情報
2019/9/10 13:51 ブルーシートのを支給します
用途は、家屋用に限らせていただきます。
配布場所＝市役所南側駐車場、各行政センター
配布期間＝午後2時から
サイズ＝3.6m×5.4m
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/22311.html
本日（9／11）の夜間急病診療は、はぎわら病院で行います。
＊保険証・医療受給者証等を必ず持参してください。

市からのお
知らせ

本日（9／11）の夜間急病診療所に
2019/9/10 16:53
ついて

〈診療時間〉午後8時～午後11時
〈診療科目〉内科・小児科
はぎわら病院
住所：木更津市木更津1-1-36
電話：0438-22-5111

署名

危機管理課
0439-56-1290

健康づくり課
0439-57-2230

先ほどのメールに日付の誤りがありましたので訂正します。
本日（9／10）の夜間急病診療は、はぎわら病院で行います。
＊保険証・医療受給者証等を必ず持参してください。
市からのお
知らせ

2019/9/10 17:31

〈診療時間〉午後8時～午後11時
【訂正】本日（9／10）の夜間急病診
〈診療科目〉内科・小児科
療所について

健康づくり課
0439-57-2230

はぎわら病院
住所：木更津市木更津1-1-36
電話：0438-22-5111
長引く停電による熱中症対策のため、ただいまから生涯学習交流センターを特別避難所とします。
障害のある方、体調のすぐれない方、妊産婦・乳幼児のご家族を優先といたします。
避難する際は、交通に十分に注意してください。

防災情報

防災情報

また、市内での停電に伴い、次の避難所を本日9月10日(火曜日)も引き続き開設します。
（１）生涯学習交流センター（特別避難所）
（２）周西公民館
（３）八重原公民館
（４）周南公民館
（５）小糸公民館
（６）清和公民館
（７）小櫃公民館
（８）上総地域交流センター
避難所では、非常食や飲料水を用意します。停電で不安な方はこれらの避難所に避難してください。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において午後9時まで行います。
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
【9月10日 午後6時現在】給水活動 ・上総地域交流センター
2019/9/10 19:32
について
・亀山コミュニティセンター
・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
明日(9月11日)についても、同実施場所に午前9時から午後9時まで行います。
2019/9/10 17:37

特別避難所及び避難所の開設に
ついて

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

危機管理課
0439-56-1290

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津・東京線：運行再開
君津・羽田空港線:運行再開
館山・羽田空港・横浜線：運行再開
君津・新宿線：9月11日(水曜日)始発から運行再開
日東交通ホームページ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/

市からのお
知らせ

2019/9/10 19:55 公共交通機関の運行状況

本文

コミュニティバス・デマンドタクシーの運行状況
小糸川循環線：運行中
中島・豊英線：粟倉－鈴木病院前間のみ運行
人見・大和田・神門線：運行中
デマンドタクシー：停電の影響により新規の予約ができません
各路線への問い合わせ先
コミュニティバス小糸川循環線
日東交通株式会社富津営業所 電話：0439－87－5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線
大新東株式会社君津営業所 電話：0439－50－3120
デマンドタクシー
大新東株式会社君津デマンド営業所 電話：0439－27－3180

署名

君津市企画課
0439-56-1566

JRの運行状況
JR内房線：9月11日(水曜日)は、姉ヶ崎駅から安房鴨川駅で終日運転取りやめ
JR久留里線：9月11日(水曜日)は、終日全線運転取りやめ
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx

市からのお
知らせ

安心・安全
メール

市からのお
知らせ

ごみの収集業務及び清掃工場へ
2019/9/10 20:32
のごみの搬入を再開します

2019/9/11 0:57 行方不明者について

可燃ごみ、不燃ごみの収集を明日(9月11日)から再開いたします。
資源ごみの収集は、9月12日からとなりますのでご注意ください。
また、清掃工場でのごみの受け入れは、9月11日午前10時から再開予定です。
破損した建物の部材等の搬入については、事前にクリーン推進課へご相談ください。
君津市大井にお住まいの９０歳の女性が昨日、午前９時３０分以降に自宅を出たまま行方がわからなくなっております。
特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５３センチくらい
やせ型
茶髪短め
色不明の長袖シャツ
黒色の長ズボン

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
JR内房線：9月11日(水曜日)は、木更津駅から安房鴨川駅間で終日運転取りやめとなります。
また、千葉駅から木更津駅間は、大幅本数減での運転となります。
最新の情報は下記よりご確認ください。
2019/9/11 5:49 JRの運行状況
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx

クリーン推進課
0439-52-5353

君津警察署生活安
全課
0439-54-0110

君津市企画課
0439-56-1566

東京電力では、昨日中の復旧に向け作業を進めてきましたが、作業が終了せず、いまだ復旧できない地区があります。
防災情報

2019/9/11 6:19

君津市内の停電について【9月11
日午前6時15分現在】

今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
千葉カスタマーセンター
電話：0120-995-007

千葉カスタマーセ
ンター
0120－995－007

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
日時＝9月11日(水)午前9時30分から午後6時
場所＝市役所1階ロビー
市役所1階ロビーでスマートフォン 注意事項
防災情報
2019/9/11 10:36
などの充電ができます
・充電器、ケーブルは用意していませんので持参してください。
・貴重品などは各自でしっかりと管理してください。
・一人あたり1端末まで、30分以内です。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。

本文

署名
危機管理課
0439-56-1290

君津市大井にお住まいの９０歳代の女性は、無事発見されました。
安心・安全
メール

2019/9/11 11:29 行方不明者について

ご協力ありがとうございました。
君津警察署
0439-54-0110
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。
なお、数が限られているため、１人当たり2枚までの配布にご協力をお願いします。設置はご自身でお願いいたします。
用途は、家屋用に限らせていただきます。

防災情報

市からのお
知らせ

配布期間＝9月11日(水)午後2時から
配布場所・枚数＝
▼中央図書館 500枚
家屋に被害があった方へ、ブルー
2019/9/11 13:30
▼小糸行政センター 200枚
シートを支給しています
▼清和行政センター 200枚
▼小櫃行政センター 200枚
▼松丘コミュニティセンター 100枚
▼亀山コミュニティセンター 100枚
サイズ＝3.6ｍ×5.4ｍ
https://www.city.kimitsu.lg.jp//soshiki/6/22311.html
高齢者の運動教室は台風15号の影響による停電のため中止します。
今週中止とする会場は以下の通りです。
●健康増進事業
生きがい支援センター・メディカルスポーツセンター・上総公民館・清和公民館
健康づくり課からのお知らせ（高齢
2019/9/11 14:20
●健康増進モデル事業
者の運動教室について）
指導員が派遣させる教室
正木・怒田沢・奥米・三田・久留里・中野・末吉・坂畑

危機管理課
0439-56-1290

健康づくり課
健康都市推進室
57－2233

ご不明な点は健康づくり課にご連絡ください。
JR内房線：午後3時30分頃から、千葉駅から君津駅まで延伸されます。通常より本数を減らして運転します。
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx
市からのお
知らせ

防災情報

2019/9/11 15:14

公共交通機関の運行状況【9月11
日午後3時現在】

高速バス君津・羽田空港線：本日（9月11日）[上り]午後4時君津製鉄所発の便、及び[下り]午後5時35分羽田空港（国際線ターミナル）発の便が運休します。
その他の便については、通常運行になります。

高速バス運行状況の問い合わせ先
日東交通運輸部
0438-23-1812
現在、八重原公民館、小糸公民館にて携帯電話・スマートフォンの無料充電サービスを実施しています。
八重原公民館、小糸公民館で携帯
明日9月12日午前8時まで利用できます。
2019/9/11 16:04 電話・スマートフォンの無料充電
[注意]充電器・ケーブル等は必ず持参してください。
サービスを実施しています
なお、このサービスは日産自動車株式会社様のご厚意により提供されるものです。

君津市企画課
0439-56-1566

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
停電の復旧状況
東京電力より、台風15号の影響による停電のうち、千葉県君津市の一部（高坂、坂田、東坂田、陽光台、君津台、常代、馬登、宮下、六手、大山野、小山野、皿引、尾車、草
牛、内蓑輪、外箕輪、南子安、箕輪、杢師）については、まもなく復旧を見込んでいるとの発表がありました。
防災情報

火災情報

2019/9/11 16:46

君津市内の停電について【9月11
日午後4時30分現在】

2019/9/11 18:58 火災情報

今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
千葉カスタマーセンター
電話：0120-995-007
こちらは君津市消防本部です。
０９月１１日１８時４８分頃、君津市中島７１８番 中島東公園付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

数に限りがあるため、1歳未満のお子様１人あたり６本までの配布とさせていただきます。ご協力お願いいたします。
市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/9/11 19:04 液体ミルクを配布します。

配布場所：生涯学習交流センター（特別避難所）
時 間：９月１１日午後７時から
※今後、その他の避難所でも配布する予定です。

9月12日(木曜日)は、君津市立小・中学校のうち、
南子安小学校、小櫃小学校
君津市立小学校・中学校を休校し
2019/9/11 19:33
君津中学校、周南中学校、小櫃中学校
ます
が、午前中のみ授業を行います。
その他の学校は、休校となります。
神門コミュニティセンターは本日9月11日（水曜日）から開館しています。（浴室をのぞく）
2019/9/11 19:42

市内コミュニティセンターの開館状
停電の影響により、市内各地で断水が発生しております。節水のため、しばらくの間、浴室の利用を中止します。
況
その他の市内のコミュニティセンターは停電にのため、引き続き復旧までの間、臨時休館いたします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

防災情報

火災情報

本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において午後9時まで行います。
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
・上総地域交流センター
・亀山コミュニティセンター
給水活動について【9月11日 午後7 ・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
2019/9/11 20:15
時現在】
明日(9月12日)については、上記実施場所に、
・小櫃公民館
・松丘コミュニティセンター
・君津市民文化ホール
を加えた計9か所にて、
午前9時から午後9時まで行います。

2019/9/11 20:26 火災情報

署名

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
こちらは君津市消防本部です。
０９月１１日１８時４８分頃、君津市中島７１８番 中島東公園付近で発生した建物火災は２０時２２分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119
健康づくり課
すこやか親子係
０４３９－５７－２２
３３
連絡がつかない場
合は避難所へ連絡
してください。
生涯学習交流セン
ター
０４３９－５０－３９
８０
---------------問い合わせ先
学校教育課
問 0439-56-1421
------------------------------問い合わせ先
市民生活課
問 0439-56-1483
----------------

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
署名
資源ごみの収集を明日(9月12日)から再開いたします。
なお、収集地区は、きみつクリーンカレンダーどおりとなります。
市からのお
資源ごみ収集の再開及び清掃工
環境衛生課
2019/9/11 20:28
知らせ
場へのごみの直接搬入について
0439-56-1227
また、清掃工場へのごみの搬入は、月曜日から土曜日の午前9時から11時30分までと、午後1時から4時までです。
なお、破損した建物の部材等の搬入については、事前にご相談ください。
東京電力より、台風15号の影響による停電のうち、千葉県君津市の一部（泉、市宿、糸川、大井、大井戸、大野台、荻作、鎌滝、上、行馬、清和市場、塚原、中島、日渡根、
糠田、根本、東猪原、福岡、六手、八重原）については、まもなく復旧を見込んでいるとの発表がありました。
防災情報

2019/9/11 20:52

君津市内の停電について【9月11
日午後8時45分現在】

火災情報

2019/9/11 21:03 火災情報

防災情報

2019/9/11 21:12 君津市内の停電について

火災情報

2019/9/11 21:18 火災情報

今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
千葉カスタマーセンター
電話：0120-995-007
こちらは君津市消防本部です。
０９月１１日２０時５５分頃、君津市三直１３０４番 台谷三角公園付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
市内で続いている停電についてお知らせします。
段階的に復旧は進んでいるものの、東京電力では、全面復旧は、9月13日以降になる見込みと発表しました。
http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1517377_8709.html
こちらは君津市消防本部です。
０９月１１日２０時５５分頃、君津市三直１３０４番 台谷三角公園付近で発生したその他火災は２１時１１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
東京電力より、台風15号の影響による停電のうち、千葉県君津市の一部（内蓑輪、北子安、郡、外箕輪、南子安、三直、八重原、内箕輪、西原、山本、戸崎）については、ま
もなく復旧を見込んでいるとの発表がありました。

防災情報

2019/9/11 21:28

君津市内の停電について【9月11
日午後9時15分現在】

今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
千葉カスタマーセンター
電話：0120-995-007
東京電力より、台風15号の影響による停電のうち、千葉県君津市の一部（以下地域の一部；内箕輪、外箕輪、北久保、南久保、久保、貞元、八幡、高坂、台、人見、常代、
中野、杢師、北子安、南子安、陽光台、君津台、大鷲、練木、三直）については、まもなく復旧を見込んでいるとの発表がありました。

防災情報

2019/9/12 6:07

君津市内の停電について【9月12
日午前6時00分現在】

今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
千葉カスタマーセンター
電話：0120-995-007

君津市消防署
0439-53-0119
君津市危機管理課
電話：0439-561290
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時または10時から、午後9時まで行います。
場所を4か所追加しました。

防災情報

［午前9時から］
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
給水活動について【9月12日 午前9 小櫃公民館【追加】
2019/9/12 9:32
時現在】
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター【追加】
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール【追加】

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

［午前10時から］
周西公民館【追加】
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
1歳未満のお子様１人あたり６本までの配布とさせていただきます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

市からのお
知らせ

2019/9/12 10:43

乳児用液体ミルクを配布していま
す。

市からのお
知らせ

2019/9/12 10:44 国保松丘診療所の開院状況

場所：生涯学習交流センター（特別避難所）
周西公民館
八重原公民館
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
国保松丘診療所(広岡1726-1)は、本日9月12日(木)は午後5時まで、9月13日(金)は午前9時から午後5時まで開院しております。
なお、停電及び断水のため、一部診察できない場合があります。

健康づくり課
すこやか親子係
０４３９－５７－２２
３３

国民健康保険課
0439-56-1171

必要な方は、最寄りの施設までお越しください。
なお、数が限られているため、１人当たり2枚までの配布にご協力をお願いします。設置はご自身でお願いいたします。
用途は、家屋用に限らせていただきます。

防災情報

配布期間＝9月12日(木)午後2時から
配布場所・枚数＝
▼中央図書館 約1000枚
家屋に被害があった方へ、ブルー ▼小糸行政センター 400枚
2019/9/12 13:20
シートを支給しています
▼清和行政センター 400枚
▼小櫃行政センター 400枚
▼上総行政センター 400枚
▼松丘コミュニティセンター 100枚
▼亀山コミュニティセンター 100枚
サイズ＝3.6ｍ×5.4ｍ
https://www.city.kimitsu.lg.jp//soshiki/6/22311.html

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午後9時まで行います。
（場所を4か所追加しました。）
水を入れる容器を、必ず持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等

防災情報

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

<場所>
市役所北側駐車場バス車庫前【追加】
漁業資料館【追加】
(旧)坂田共同調理場【追加】
君津台 ちょうすけやま公園【追加】
給水活動について【9月12日 午後2
2019/9/12 14:51
周西公民館
時45分 現在】
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
高速バス鴨川・東京線(アクシー号)は[上り]午後3時30分亀田病院発、[下り]午後3時30分浜松町発より運行を再開いたしましたが、道路状況により、運行経路を一部変えて
運行しています。
市内の停留所は、君津ふるさと物産館のみ、停車します。
※笹、松丘、平山、久留里城三の丸跡、久留里駅前、俵田、小櫃駅前、富崎神社の停留所には停車しません。
君津市企画課
2019/9/12 15:34 高速バスの運行状況について
0439-56-1566
高速バス運行状況の問い合わせ先
日東交通運輸部
0438-23-1812
9月13日(金)は電気と水道が復旧していない君津市立小中学校は休校となります。
▼休校となる小中学校
・貞元小学校
・中小学校
・秋元小学校
---------------・三島小学校
問い合わせ先
9月13日(金)君津市立小中学校の ・久留里小学校
2019/9/12 18:33
学校教育課
休校について
・松丘小学校
問 0439-56-1421
・坂畑小学校
---------------・久留里中学校
・松丘中学校
・亀山中学校

2019/9/12 19:11

JRの運行状況【9月12日午後6時現
在】

その他の小中学校は、午前中のみ授業を行います。
JR内房線:9月13日(金)午後から、君津駅から安房鴨川駅間で運転再開の見込み
JR久留里線：9月13日(金)は、終日全線運転取りやめ
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx

君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
現在、久保配水場の給水区域は、揚水施設(井戸)が停電により停止しているため、多くの地域で断水しています。

防災情報

2019/9/12 22:42

久保配水場の給水区域の断水に
ついて

■断水地域
・JR内房線路の北側 人見(一部を除く)
・人見1丁目
・大和田
・君津台 1から3丁目
・陽光台 1から3丁目
・北久保 1から2丁目
・高坂
・久保 (1から5丁目を除く)
・坂田
・東坂田 1から4丁目
・西坂田 1から4丁目

署名

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

■9月13日(金)の給水活動場所
日時＝9月13日(金)午前9時から午後9時
・君津市役所北側駐車場 バス車庫前
・漁業資料館(人見1294-14)
・(旧)坂田共同調理場(坂田518)
・君津台 ちょうすけやま公園
・周西公民館
注意事項＝水を入れる容器を、必ず持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
現在、久保配水場の給水区域は、揚水施設(井戸)が停電により停止しているため、多くの地域で断水しています。
■断水地域
JR内房線路の北側 人見(一部を除く)、人見1丁目、大和田、君津台 1から3丁目、陽光台 1から3丁目、北久保 1から2丁目、高坂、久保 (1から5丁目を除く)、坂田、東坂田
1から4丁目、西坂田 1から4丁目

防災情報

2019/9/12 23:06

【訂正】久保配水場の給水区域の
断水について

■9月13日(金)の給水活動場所
日時＝9月13日(金)午前9時から午後9時
・君津市役所北側駐車場 バス車庫前
・漁業資料館(人見1294-14)
・(旧)坂田共同調理場(坂田518)
・【変更】君津台 みょうおうづか公園
・周西公民館
注意事項＝水を入れる容器を、必ず持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

明日(9月13日)の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/12 23:21

給水活動について【9月12日 午後
11時現在】

■実施場所
君津市役所北側駐車場 バス車庫前
漁業資料館(人見1294-14)
(旧)坂田共同調理場(坂田518)
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
JR内房線:9月13日(金)は、千葉駅から佐貫町駅間で本数を減らして運転しています。佐貫町から館山駅間は午前8時頃運転再開の見込みです。
市からのお
知らせ

2019/9/13 7:08

JRの運行状況【9月13日午前7時現 JR久留里線：9月13日(金)は、終日全線運転見合わせ
在】
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

君津市企画課
0439-56-1566

本日(9月13日)の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

■実施場所
君津市役所北側駐車場 バス車庫前
漁業資料館(人見1294-14)
(旧)坂田共同調理場(坂田518)
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
給水活動について【9月13日 午前9
2019/9/13 8:57
周南公民館
時現在】
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
ポリテクセンター君津と亀山やすらぎ館で携帯電話やスマートフォンなどの無料充電サービスを実施します。
防災情報

市からのお
知らせ

ポリテクセンター君津と亀山やすら
9月13日(金)午前10時から午後4時30分・ポリテクセンター君津1階・101教室(君津市坂田428)
2019/9/13 9:53 ぎ館でスマートフォンなどの無料充
電サービスを実施します
9月13日(金)午前10時から午後5時・亀山やすらぎ館(君津市川俣旧川俣8)
注意事項＝一人あたり1端末まで、30分以内。充電器・ケーブル等は必ず持参してください。
国保松丘診療所（広岡１７２６－１）について、本日９月１３日（金）は午後５時まで、９月１４日（土）は午前９時から正午まで開院しております。
2019/9/13 10:20 国保松丘診療所の開院状況
なお、停電及び断水のため、一部診察ができない場合があります。

危機管理課
0439-56-1290
国民健康保険課
0439-56-1171

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
市からのお
知らせ

2019/9/13 10:24 国保小櫃診療所の開院状況

本文

国保小櫃診療所（末吉１０４６）について、９月１７日（火）は午前９時から午前１１時３０分まで開院しております。
なお、断水等の状況次第で、一部診察ができない場合があります。

署名
小櫃診療所
0439-35-2020
国民健康保険課
0439-56-1171

JR内房線：千葉駅から館山駅間で運行中。倒木の影響で、一部の電車で遅れと運休がでています。
市からのお
知らせ

JRの運行状況【9月13日午前10時 JR久留里線：終日全線運転見合わせ
現在】
JR関東エリアの運行情報
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx
以下のカテゴリを登録してあります。
・防災情報
・安心・安全メール
2019/9/13 11:21 テストメール
・市からのお知らせ
2019/9/13 11:00

2019/9/13 11:26 【お詫び】誤配信のお詫び

君津市企画課
0439-56-1566

問合せ 君津市政策推進課 0439-56-1288
先ほどの件名「テストメール」は誤配信です。
訂正してお詫び申し上げます。
問合せ 君津市政策推進課 0439-56-1288
入浴に必要な道具を持参の上、ご利用ください。

場所＝君津市民文化ホール(君津市三直622)
陸上自衛隊の協力により、臨時の 開設時間＝
お風呂を開設します
9月13日(金)午後3時から午後9時
9月14日(土)午後1時から午後9時
9月15日(日)午後1時から午後9時
持ち物＝風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替えなど

防災情報

2019/9/13 11:59

市からのお
知らせ

南子安コミュニティセンターは9月12日（木曜日）から開館しています。
市内コミュニティセンターの開館状 貞元コミュニティセンターは9月13日（金曜日）に開館しました。
2019/9/13 13:56
況
神門コミュニティセンターは9月11日（水曜日）に開館しましたが、断水のため、復旧が確認されるまで、臨時休館いたします。
松丘コミュニティセンターと亀山コミュニティセンターは停電のため、引き続き復旧が確認されるまで、臨時休館いたします。

危機管理課
0439-56-1290

---------------問い合わせ先
市民生活課
問 0439-56-1483
----------------

家屋に被害があった方へブルーシートを支給します。
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。
防災情報

2019/9/13 14:31

配布日時＝9月13日（金曜日）午後3時から
家屋に被害があった方へ、ブルー
配布場所＝中央図書館、小糸行政センター、清和行政センター、小櫃行政センター、上総行政センター
シートを支給します
注意事項
・ブルーシートの用途は家屋用に限らせていただきます。
・数量に限りがあるため、一世帯あたり2枚までの配布にご協力をお願いします。
・設置はご自身でお願いします。

危機管理課
0439-56-1290

君津警察署からお知らせします。

安心・安全
メール

今後、災害に便乗した、詐欺や悪質商法が発生する可能性があります。
屋根の点検・修理などを依頼する場合は、会社名などを確認した上、見積りを取るなどの方法で、きちんと工事内容・金額を確認してから契約をするようにしてください。
保険が適用される、補助金が出るなど、業者からの情報を簡単に信用せず、きちんと確認をしてください。
2019/9/13 14:44 安心・安全メール
また、空き巣の発生も懸念されますので、お出かけの際は、玄関等の鍵を締めるようにしてください。
鍵が締まらないなどのやむを得ない場合は、貴重品を身につけて外出するようにしましょう。
君津警察署
0439-54-0110

君津市市民生活課
0439-56-1225

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
(1)
君津市役所 1階ロビー
日時＝9月13日(金曜日) 午前9時から午後6時

本文

署名

(2)
ポリテクセンター君津1階・101教室
日時＝9月13日(金曜日) 午前10時から午後4時30分
住所＝君津市坂田428
防災情報

2019/9/13 15:55

(3)
スマートフォンなどの無料充電サー
亀山やすらぎ館
ビスを実施しています
日時＝9月13日(金曜日)午前10時から午後5時
住所＝君津市川俣旧川俣8

危機管理課
0439-56-1290

(4)
周西公民館・八重原公民館・周南公民館・小糸公民館・小櫃公民館
日時＝24時間いつでも
注意事項
一人あたり1端末まで、30分以内
充電器・ケーブル等は必ず持参してください。
高速バス君津・新宿線は、台風の影響により、９月１４日（土）～１６日（月）までの間、下記便が運休となります。
【上り】
・君津駅南口駅発 ６時１分、１３時２１分

市からのお
知らせ

【下り】
・バスタ新宿発 ８時３０分、１８時３０分
2019/9/13 17:17 高速バスの運行状況について
詳細は、下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.nitto-kotsu.co.jp/pdf/20190913.pdf

君津市企画課
0439-56-1566

高速バス運行状況のお問い合わせ
日東交通案内所
0438－23－0151
乳幼児でミルクが必要な方は、下記にて液体ミルクを配布しています。なお、数に限りがありますので、予めご了承ください。

市からのお
知らせ

乳児用液体ミルクを配布していま
2019/9/13 21:00
す。

場所：生涯学習交流センター（特別避難所）
周西公民館
八重原公民館
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター

健康づくり課
すこやか親子係
０４３９－５７－２２
３３

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

明日(9月14日)の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/13 23:06

給水活動について【9月13日 午後
10時現在】

■実施場所
君津市役所北側駐車場 バス車庫前
漁業資料館(人見1294-14)
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

※(旧)坂田共同調理場(坂田518)では行いません。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日、断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

市からのお
知らせ

■実施場所
君津市役所北側駐車場 バス車庫前
漁業資料館(人見1294-14)
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
給水活動について【9月14日 午前8
2019/9/14 8:37
小糸公民館
時30現在】
清和公民館
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール
※本日は(旧)坂田共同調理場(坂田518)での給水は行いません。

ゴミに関するお問い合わせについ
2019/9/14 8:51
て

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
停電のため不通となっておりました清掃工場(クリーン推進課)の電話が復旧いたしました。
ごみの収集や清掃工場へのごみの直接搬入についてのお問い合わせは、今後はクリーン推進課までお願いします。
また、台風15号により破損した建物の部材等の処理については、クリーン推進課にお問い合わせください。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
来週17日(火曜日)に予定している高齢者の運動教室は台風15号の影響により中止します。

署名

●健康増進モデル事業
指導員が派遣される予定の教室
浦田・安住・大岩・東日笠・黄和田畑・市宿
●屋外運動習慣化事業
ふれあい広場
市からのお
知らせ

2019/9/14 9:06

健康づくり課からのお知らせ（高齢
なお、以下の事業については予定どおり実施します。
者の運動教室について）

健康づくり課
健康都市推進室
57－2233

●健康増進事業
生きがい支援センター・メディカルスポーツセンター
●健康増進モデル事業
指導員が派遣される予定の教室
高坂・坂田（記念館）・糠田・中野東前
ご不明な点は健康づくり課にご連絡ください。
テスト
2019/9/14 11:08 テストメール
市からのお
知らせ

問 政策推進課 0439-56-1288
デマンドタクシーについては、停電の影響により新規の予約ができなかったデマンドタクシーは通常運行となりました。
デマンドタクシーの通常運行につい
2019/9/14 11:23
予約電話番号
て
大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3188
場所＝君津メディカルスポーツセンター（西君津11-1）
日時＝
9月14日(土曜日)午前10時30分から午後8時30分
9月15日(日曜日)午前10時30分から午後6時30分
9月16日(月曜日)午前10時30分から午後6時30分

防災情報

2019/9/14 12:28 入浴施設を無料で利用できます
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。

君津市企画課
0439-56-1566

君津市経済振興課
0439-56-1531

注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝君津メディカルスポーツセンター 0439-88-0611
全線で運行を見合わせているJR久留里線の代行バスを運行します。運行情報などは、お問い合わせください。
市からのお
知らせ

2019/9/14 12:46

運行区間
JR久留里線の代行バスを運行しま
木更津駅から久留里駅
す
実施日程
9月14日(土曜日)午後7時30分まで
家屋に被害があった方へブルーシートを支給します。
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。

防災情報

2019/9/14 14:40

配布日時＝9月14日（土曜日）午後5時まで
家屋に被害があった方へ、ブルー 配布場所＝生涯学習交流センター、小糸行政センター、清和行政センター、小櫃行政センター、上総行政センター
シートを支給します
注意事項
・ブルーシートの用途は家屋用に限らせていただきます。
・数量に限りがあるため、一世帯あたり2枚までの配布にご協力をお願いします。
・各配布場所での在庫が無くなり次第終了します。

JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
家屋に被害があった方へブルーシートを支給します。
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。

防災情報

火災情報

本文

配布日時＝9月14日（土曜日）午後5時まで
【訂正】家屋に被害があった方へ、 配布場所＝生涯学習交流センター、小糸行政センター、秋元小学校【訂正】、小櫃行政センター、上総行政センター
ブルーシートを支給します
注意事項
・ブルーシートの用途は家屋用に限らせていただきます。
・数量に限りがあるため、一世帯あたり2枚までの配布にご協力をお願いします。
・各配布場所での在庫が無くなり次第終了します。
こちらは君津市消防本部です。
９月１４日１４時５８分頃、君津市黄和田畑３２７番 目標 槽谷工務店付近で建物火災が発生しています。
2019/9/14 15:04 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
2019/9/14 14:59

署名

危機管理課
0439-56-1290

君津市消防署
0439-53-0119

今回の災害にともなう、心身の不安や体調不良などの健康相談に保健師が対応します。
※受診が必要な方は直接、医療機関へお願いします。
市からのお
知らせ

2019/9/14 15:05

健康に関する臨時相談窓口を開設
します。

開設場所：生涯学習交流センター（特別避難所内）
上総地域交流センター（避難所内）
開設時間：１４日（土）午後３時３０分から午後７時

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月14日(土)は、以下の場所で
午前9時から午後9時まで給水活動を行います。

防災情報

■実施場所
君津市役所 北側駐車場バス車庫前
漁業資料館(人見1294-14)
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
給水活動について【9月14日 午後4 小糸公民館
2019/9/14 16:01
時現在】
秋元小学校
自然休養村管理センター【追加】
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
君津市民文化ホール
※(旧)坂田共同調理場では行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
入浴に必要な道具を持参の上、ご利用ください。

本文

署名

(1)
場所＝君津市民文化ホール(君津市三直622)
開設日時＝
9月14日(土)午後1時から午後9時
9月15日(日)午後1時から午後9時

防災情報

(2)
場所＝清和公民館(君津市西粟倉57)
陸上自衛隊の協力により、臨時の
2019/9/14 16:21
開設日時＝
お風呂を開設します
9月14日(土)午後7時から午後9時
9月15日(日)午後1時から午後9時

危機管理課
0439-56-1290

(3)
場所＝松丘コミュニティセンター(君津市広岡1840－1)
開設日時＝
9月14日(土)午後7時から午後9時
9月15日(日)午後1時から午後9時

火災情報

2019/9/14 16:27 火災情報

防災情報

2019/9/14 16:31

持ち物＝風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替えなど
こちらは君津市消防本部です。
９月１４日１４時５８分頃、君津市黄和田畑３２７番 粕谷工務店付近で発生した建物火災は１６時２３分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
鹿野山ゴルフ倶楽部では、鹿野山地区の住民を対象に、クラブハウス横の水道を開放しています。

君津市消防署
0439-53-0119

ご利用の際は、容器等を持参してください。
【鹿野山地区の方】鹿野山ゴルフ倶
場所＝鹿野山ゴルフ倶楽部（君津市鹿野山288）
楽部で給水できます
問合せ先
0439－37－2206（マザー牧場）
今回の災害にともなう、心身の不安や体調不良などの健康相談に保健師が対応します。
※受診が必要な方は直接、医療機関へお願いします。

市からのお
知らせ

開設場所：生涯学習交流センター（特別避難所内）
上総地域交流センター（避難所内）
小糸公民館
健康に関する臨時相談窓口を開設
清和公民館
2019/9/14 20:00
します。
小櫃公民館
開設時間：１５日（日）午前１０時から午後５時
１６日（月）午前１０時から午後５時

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

明日（９月１５日）の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前９時から午後９時まで行います。

防災情報

2019/9/14 22:10

給水活動について【9月14日 午後
10時現在】

君津市民文化ホール
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
自然休養村管理センター
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

※君津市役所北側駐車場バス車庫前、漁業資料館（人見1294-14）では行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
屋根被災された家屋へブルーシート養生をしていただける方を急募します！
15日の降雨予報に伴い、15日に参加できる方を至急募集しています。
参加できる方は君津市災害ボランティアセンターへ是非ご連絡ください。
16日以降で参加可能な方もご連絡をお待ちしています。
防災情報

2019/9/14 23:09

＜急募！＞災害ボランティア【被災 受付時間＝9月15日（日曜日）午前9時から正午まで
家屋へのブルーシート養生】
申し込み先＝
君津市災害ボランティアセンター（君津市社会福祉協議会）
電話：0439-57-2250
FAX：0439-54-2941
E-mail：mail@kimitsu-shakyo.or.jp
本日も、全線で運行を見合わせているJR久留里線の代行バスを運行します。運行情報などは、お問い合わせください。

配信元
君津市厚生課
0439-56-1183

運行区間
木更津駅から久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/15 7:00

実施日程
JR久留里線の代行バスを運行しま
9月15日(日曜日) 午前8時30分から午後7時30分まで
す

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133
本日、9月15日(日)は、清掃工場でのごみの受け入れは行っていません。
明日、9月16日(月・祝)は、受け入れを行います。
防災情報

2019/9/15 8:00

本日9月15日(日)、清掃工場は、お
■清掃工場へのごみの搬入について
休みです
通常の受付は、月曜日から土曜日の午前9時から11時30分までと午後1時から4時までです。
また、破損した建物の部材などの搬入は、事前にご相談ください。
なお、お問い合わせは9月16日以降にお願いいいたします。

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

君津市民文化ホール
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
給水活動について【9月15日 午前8
2019/9/15 8:56
自然休養村管理センター
時現在】
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

※君津市役所北側駐車場バス車庫前、漁業資料館（人見1294-14）では行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
家屋に被害があった方へブルーシートを支給します。
必要な方は、最寄りの施設までお越しください。

防災情報

2019/9/15 10:15

市からのお
知らせ

2019/9/15 12:00

配布日時＝9月15日（日曜日）午後5時まで
家屋に被害があった方へ、ブルー 配布場所＝生涯学習交流センター、小糸行政センター、秋元小学校、小櫃行政センター、上総行政センター
シートを支給します
注意事項
・ブルーシートの用途は家屋用に限らせていただきます。
・数量に限りがあるため、一世帯あたり2枚までの配布にご協力をお願いします。
・各配布場所での在庫が無くなり次第終了します。
人見こども園開園に伴う説明会を
一部中止します

台風15号の影響により、9月18日(水)に周西公民館で予定していた人見こども園開園に伴う説明会は中止とさせていただきます。
なお、9月28日(土)については実施する予定です。

危機管理課
0439-56-1290

君津市子育て支援
課
0439-56-1479

今回の災害にともなう、心身の不安や体調不良などの健康相談に保健師が対応します。
※受診が必要な方は直接、医療機関へお願いします。

市からのお
知らせ

開設場所：生涯学習交流センター（特別避難所内）
上総地域交流センター（避難所内）
小糸公民館
健康に関する臨時相談窓口を開設
清和公民館
2019/9/15 12:16
しています。
小櫃公民館

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

開設時間：１５日（日）午前１０時から午後５時
１６日（月）午前１０時から午後５時

市内で続いている停電についてお知らせします。
東京電力では、地区ごとの復旧までに要する期間について、段階的に復旧し、9月27日（金曜日）までにおおむね復旧するとの見通しを発表しました。
http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1517578_8709.html
防災情報

2019/9/15 12:44 君津市内の停電について
今後の情報につきましては、随時お知らせします。
なお、切れた電線等を発見した場合は、絶対に触れずに東京電力までご連絡をお願いします。
東京電力カスタマーセンター
電話：0120-995-007

君津市危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
コミュニティバス中島・豊英線は、鈴木病院前から粟倉間での運行となっていましたが、粟倉から県民の森までについても運行を再開し、通常運行となりました。
市からのお
知らせ

防災情報

2019/9/15 14:09

コミュニティバスの運行状況につい
て

これにより、コミュニティバス各線は、全線通常運行となりました。
運行状況の問い合わせ先
小糸川循環線＝日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
人見・大和田・神門線、中島・豊英線＝大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
市内での停電に伴い、次の避難所を引き続き開設しています。
また、9月15日(日)夜から9月16日(月・祝日)にかけ雨が予想されるため、自主避難所を開設しました。
がけの近くや雨漏りなどで不安な方はお早めに避難してください。

避難所
(1)生涯学習交流センター（特別避難所）
(2)周西公民館
(3)八重原公民館
自主避難所を開設しました【9月15 (4)周南公民館
2019/9/15 15:00
日午後2時現在】
(5)小糸公民館
(6)清和公民館
(7)小櫃公民館
(8)上総地域交流センター
(9)松丘コミュニティセンター【追加】
(10)亀山コミュニティセンター【追加】

署名

君津市企画課
0439-56-1566

危機管理課
0439-56-1290

避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。

市からのお
知らせ

2019/9/15 15:00 災害時の食中毒を防ぎましょう

災害にあった地域では、一時的に衛生環境が不良な状態となり細菌性の食中毒が発生しやすい状況となります。食中毒の予防の観点からご自宅や避難所における食品の
適切な取扱いに注意してください。
（飲み水について）
湧水や井戸水は水害等の被害にあつた場合は細菌による汚染などで水質が変化している可能性があります。井戸水等は問題がないことが確認されるまで、飲まないよう
にしましょう。市販のお水等を飲むようにし、やむ得ない場合は、必ず煮沸しましょう。
健康づくり課 0439-57-223

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/9/15 16:06 車中泊をしている方へ

2019/9/15 17:00

【訂正】災害時の食中毒を防ぎま
しょう

車の中で長時間、足を伸ばせない状態が続くと、エコノミー症候群を発症しやすくなります。
長時間同じ姿勢をならないよう気を付けるとともに、適度に水分補給も行いましょう。
体調も崩しやすいことから、最寄りの避難所を是非ご利用ください。
災害にあった地域では、一時的に衛生環境が不良な状態となり細菌性の食中毒が発生しやすい状況となります。食中毒の予防の観点からご自宅や避難所における食品の
適切な取扱いに注意してください。
（飲み水について）
湧水や井戸水は水害等の被害にあった場合は細菌による汚染などで水質が変化している可能性があります。井戸水等は問題がないことが確認されるまで、飲まないように
しましょう。市販のお水等を飲むようにし、やむ得ない場合は、必ず煮沸しましょう。
健康づくり課 0439-57-2233

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３
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種別
送信日時
件名
本文
市役所のホームページでは、災害関連情報を多言語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・タガログ語）で配信しています。
以下のＵＲＬより、ご確認ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html

署名

【英語】
The disaster-related information is distributed on the city hall website in multiple languages (English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai and Tagalog).
Please refer to the following URL.
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html
【中国語・簡体字】
在市役所的网站主上，用多国言（英・中文・国・葡萄牙・西班牙・泰・塔加洛）布害相信息。
在以下URL。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html
市からのお
知らせ

災害関連情報を多言語で配信して 【中国語・繁体字】
2019/9/15 17:20 います(English, 中文, , portugues, 在市役所的網站主頁上，用多國語言（英語・中文・韓國語・葡萄牙語・西班牙語・泰語・塔加洛語）發布災害相關信息。
espaol, , Tagalog)
請在以下URL確認。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html

君津市まちづくり
推進課
TEL:0439-56-1565

【韓国語】
(
) .
URL .
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html
【ポルトガル語】
A prefeitura divulga por meio de sua home page, informacoes relacionadas a desastres em diversos idiomas(ingles, chines, coreano, portugues, espanhol, tailandes, tagalo).
Confira na URL abaixo:
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/userguide/2830.html

市からのお
知らせ

2019/9/15 20:01 炊き出しのお知らせ

【スペイン語】
La informacion relacionada con los desastres se encuentra divulgado en la pagina de internet del ayuntamiento de la ciudad en varios idiomas (ingles, chino, coreano,
君津市赤十字奉仕団のご協力により、あたたかいご飯とおかず（肉じゃが）の炊き出しを行いますのでご希望の方はお越しください。
日時
9月16日(月曜日・祝日)午前11時30分から
※なくなり次第終了となります。
会場
・小糸公民館
・清和公民館
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
全線で運行を見合わせているJR久留里線の代行バスを運行します。運行情報などは、お問い合わせください。

君津市厚生課
0439-56-1183

運行区間
木更津駅から久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/15 21:45

実施日程
JR久留里線の代行バスを運行しま
9月16日(月曜日・祝日) 午前8時30分から午後7時50分まで
す
問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
現在、一部の指定ごみ袋取扱店で、可燃ごみ用指定袋が不足する状況となっており、また、未だ営業を再開することができない取扱店もみられます。このため、可燃ごみの
ごみ出しは、9月30日の収集分までの間、不燃物用指定ごみ袋の代用を可能とします。

防災情報

2019/9/16 8:00

■ごみ処理のルール厳守にご協力ください
不燃ごみ用指定袋でも可燃ごみを (１)必ず分別ルールを守り、可燃ごみと不燃ごみを混ぜないでください。
出すことができます
(２)不燃ごみ用指定袋を利用して、可燃ごみをごみステーションに出す場合には、可燃ごみであることを表示してください。
（例 マジック等で袋に直接「可燃ごみ」と書く・「可燃ごみ」の張り紙をする など）
(３)可燃ごみ用指定袋は破れやすい材質なため、不燃ごみを可燃ごみ用指定袋で出すことは、絶対にしないでください。

署名

クリーン推進課
0439-52-5353

安全かつ迅速なごみ処理のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

君津市民文化ホール
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
給水活動について【9月16日 午前8
2019/9/16 8:23
自然休養村管理センター
時現在】
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場
※君津市役所北側駐車場バス車庫前、漁業資料館（人見1294-14）では行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
(1)
陸上自衛隊の協力による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで毎日 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等＝
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/16 8:30

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068番地の3
日程＝
・9月16日（月曜日・祝日）午後1時から午後9時まで
・9月17日（火曜日）午前10時から午後9時まで
＊9月17日以降、当面の間は午前10時から午後9時までの間、開館いたします。
持ち物＝・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。

署名

危機管理課
0439-56-1290

(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月16日(月曜日・祝日)午前10時30分から午後6時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
このたびの台風により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
9月22日(日)は、君津市議会議員一般選挙の投票日です。
今日から期日前投票ができます。
有権者の方は、投票所にお越しくださるようお願いいたします。
市からのお
知らせ

防災情報

2019/9/16 8:30

今日から君津市議会議員一般選
挙の期日前投票ができます

2019/9/16 11:07

臨時入浴施設の一部開設見合わ
せについて

期日前投票期間
9月16日（月）から9月21日（土）まで
場所・時間
君津市役所１階ロビー・上総地域交流センター 午前8時30分から午後8時まで
小糸公民館・清和行政センター・小櫃公民館 午前8時30分から午後5時まで
本日、予定しておりました陸上自衛隊による臨時入浴施設について、風雨の影響により、一部、開設見合わせとなりました。
開設見合わせとなる施設は次のとおりです。
場所：清和公民館（西粟倉57）
施設：男性用風呂
復旧時刻は未定となっておりますので、わかり次第お知らせします。
※女性用風呂は利用できます。

君津市選挙管理委
員会
0439-56-1341

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

本日、午後9時まで給水活動行っています。
活動場所に、午後2時から市営藤林団地近接駐車場を追加します。

防災情報

2019/9/16 12:48 給水活動の場所を追加します

君津市民文化ホール
君津台みょうおうづか公園
周西公民館
周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
自然休養村管理センター
小櫃公民館
上総地域交流センター
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
市営藤林団地近接駐車場（午後2時から追加）

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を、必ず持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

防災情報

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
▼休校となる小・中学校
・久留里小学校
・坂畑小学校
・久留里中学校
・亀山中学校
9月17日(火)君津市立小・中学校の ▼代休となる中学校
2019/9/16 15:03
休校について
・君津中学校
・周南中学校
・周東中学校
・周西南中学校
・八重原中学校
その他の小中学校は、午前中のみ授業を行います。
先ほどお送りしたメールの周西南中学校について、代休となる中学校としていましたが、代休ではなく午前中のみ授業を行います。
▼休校となる小・中学校
・久留里小学校
・坂畑小学校
・久留里中学校
【訂正】9月17日(火)君津市立小・中
2019/9/16 15:30
・亀山中学校
学校の休校について
▼代休となる中学校
・君津中学校
・周南中学校
・周東中学校
・八重原中学校
その他の小中学校は、午前中のみ授業を行います。
本日、一部開設を見合わせていた陸上自衛隊による臨時入浴施設については復旧しました。
場所：清和公民館（西粟倉57）
2019/9/16 16:34 臨時入浴施設の復旧について
施設：男性用風呂
利用時間：午後9時まで

---------------問い合わせ先
学校教育課
問 0439-56-1421
----------------

---------------問い合わせ先
学校教育課
問 0439-56-1421
----------------

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
市内での停電に伴い、避難所を開設していますが、9月16日(月・祝)午後5時から一部の避難所を閉鎖しました。

防災情報

2019/9/16 17:11 一部の避難所を閉鎖しました

避難所
(1)生涯学習交流センター（特別避難所）
(2)周西公民館
(3)周南公民館
(4)小糸公民館
(5)清和公民館
(6)小櫃公民館
(7)上総地域交流センター
(8)八重原公民館【閉鎖】
(9)松丘コミュニティセンター【閉鎖】
(10)亀山コミュニティセンター【閉鎖】

署名

危機管理課
0439-56-1290

避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月17日（火）の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/16 19:31 給水活動について

君津市民文化ホール
周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
自然休養村管理センター
小櫃公民館
上総地域交流センター
（旧）平山共同調理場【追加】
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場
市営藤林団地近接駐車場
※君津台みょうおうづか公園と周西公民館では行いません。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
全線で運行を見合わせているJR久留里線の代行バスを運行します。運行情報などは、お問い合わせください。
運行区間
木更津駅から久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/16 19:32

実施日程
JR久留里線の代行バスを運行しま
9月17日(火曜日) 午前6時20分から午後8時00分まで
す

火災情報

2019/9/17 4:36 火災情報

火災情報

2019/9/17 7:10 火災情報

問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133
こちらは君津市消防本部です。
９月１７日０４時２３分頃、君津市南子安８丁目３番 目標 千葉信用金庫君津東支店八重原出張所付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
９月１７日０４時２３分頃、君津市南子安８丁目３番 千葉信用金庫君津東支店八重原出張所付近で発生した建物火災は０７時０４分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
2019/9/17 13:27 これはテストメールです

市からのお
知らせ

防災情報

2019/9/17 14:10

本文

君津市メール配信サービスの受信確認用のテストメールです。

9月18日(水)君津市立小・中学校の
9月18日(水)は君津中学校以外は授業を行います。
再開について

台風15号により、ご家庭で建物の瓦や壁材などの破損により発生したごみを災害廃棄物として清掃工場で受け入れています。
日程
月曜日から土曜日の午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで
注意事項
・木材などは、太さ9cm、長さ150cm以内
台風15号により発生した災害廃棄
2019/9/17 14:27
・一度の搬入は、200kg以内
物の受け入れについて
・迅速な廃棄物処理のため分別にご協力ください。

署名
情報発信元
君津市役所 政策
推進課課
電話：0439-561288
---------------問い合わせ先
学校教育課
問 0439-56-1421
----------------

クリーン推進課
0439-52-5353

安全かつ迅速なごみ処理のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/22583.html
君津警察署からお知らせします。

安心・安全
メール

2019/9/17 15:01 安心・安全メール

現在、県内の台風１５号の被災地に、「市役所から依頼されて家屋調査を行っている。」などと不審者による訪問や電話が相次いで発生しています。
災害時には、それに便乗した様々な悪質商法が発生します。
不審な電話や訪問、勧誘等を受けたときは、その場ですぐに判断せず、市役所に確認したり、最寄りの警察署や消費者センターにご相談ください。

君津市市民生活課
0439-56-1225

君津警察署
0439-54-0110
君津市消費生活センター
0439-56-1529
市内での停電に伴い、避難所を開設していますが、9月17日(火)午後6時に一部の避難所を閉鎖しました。

防災情報

2019/9/17 18:10 一部の避難所を閉鎖しました

避難所
(1)生涯学習交流センター（特別避難所）
(2)周西公民館
(3)小糸公民館
(4)清和公民館
(5)小櫃公民館
(6)上総地域交流センター
(7)周南公民館【閉鎖】
避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。

危機管理課
0439-56-1290

台風１５号による停電・断水等の影響により９月１８日（水）以降当面の間、次の地区における指導員が派遣される運動教室については中止します。自主運営教室の実施の
可否については、各教室での判断に一任します。指導員派遣の再開については、復旧の状況を踏まえ、お知らせします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

市からのお
知らせ

【当面中止となる運動教室】
講師の派遣が予定されている小糸、清和、小櫃、上総地区の運動教室
健康づくり課からのお知らせ（高齢
2019/9/17 18:28
生きがい支援センター、小櫃公民館、上総公民館、清和公民館
者の運動教室について）
【予定通り実施する運動教室】
講師の派遣が予定されている君津地区の運動教室
メディカルスポーツセンター

市からのお
知らせ

ご不明な点は健康づくり課までご連絡ください。
市内５か所に設置していた健康に関する相談窓口は9月17日（火）をもって閉鎖しました。
健康に関する臨時相談窓口を終了 健康相談を希望される方は、君津市保健福祉センターふれあい館健康づくり課までご連絡ください。
2019/9/17 20:00
します

健康づくり課 健康
都市推進室
０４３９－５７－２２
３３

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
全線で運行を見合わせているＪＲ久留里線の救済バスを運行します。
運行情報などは、下記の連絡先へお問い合わせください。
運行区間
ＪＲ木更津駅からＪＲ久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/17 20:01

ＪＲ久留里線の救済バスを運行し
ます

本文

実施日程
9月18日（水）午前5時50分から午後7時50分まで

署名

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月18日（水）の断水に伴う給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/17 21:00 給水活動について

周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
自然休養村管理センター
小櫃公民館
上総地域交流センター
（旧）平山共同調理場
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場
市営藤林団地近接駐車場
※君津市民文化ホールでは行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
(1)
陸上自衛隊の協力による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで毎日 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

安心・安全
メール

2019/9/17 21:00

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

清和地区国道４６５号全面通行止
2019/9/18 12:21
めのお知らせ

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068番地の3
日程＝当面の間は午前10時から午後9時までの間、開館いたします。
持ち物＝入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。
(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金)まで 午前10時30分から午後8時30分(時間が延長されました)
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
日時＝ライフラインの復旧まで 午前10時から午後8時(火曜日定休)
所在地＝君津市笹1954-17
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
台風１５号の影響で倒木が発生している国道４６５号において、自衛隊による倒木撤去作業を行うため全面通行止めを実施します。
日時：令和元年９月１９日（木）午前９時から午後５時
場所：国道４６５号 東粟倉交差点から大岩Ｔ字路まで
（房総スカイライン入口東粟倉交差点から大岩２８４番地 石井食堂交差点まで）
交通規制：全面通行止め
以下のリンク先で位置図を確認できます。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/29/22939.html

署名

危機管理課
0439-56-1290

【問い合わせ先】
君津土木事務所維
持課：0438-255136
君津市建設部管理
課：0439-56-1351

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
(1)
陸上自衛隊の協力による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで毎日 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/18 15:23

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで毎日（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426

署名

危機管理課
0439-56-1290

(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金曜日)まで 午前10時30分から午後8時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
日時＝ライフラインの復旧まで 午前10時から午後8時(火曜日定休)
明日（９月１９日（木曜日））のコミュニティバス中島・豊英線は、国道４６５号の通行止めに伴い、８時３０分～１７時３０分まで、粟倉～県民の森間が運休となります。
市からのお
知らせ
市からのお
知らせ

コミュニティバスの運行状況につい
運行に関するお問い合わせ
て
大新東(株)0439-50-3120
住民票の写しや税証明などの証明書の発行を小糸行政センターと上総行政センターで再開しました。
証明書の発行を再開しました（小 なお、転入や転出などの届出は本庁市民課窓口のみで受付しています。
2019/9/18 16:32
糸・上総行政センター）
また、清和行政センターと小櫃行政センターでは、現在、証明書の発行ができませんのでご了承ください。
台風15号の被害により、一般家庭から発生した災害廃棄物の搬入場所を新たに設置します。
2019/9/18 16:06

君津市企画課
0439-56-1566
君津市市民課
Tel 0439-56-1131
Fax 0439-501150

場所＝久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場368－1）【9月19日から】
日程＝月曜日から土曜日の午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで
なお、君津市清掃工場での受け入れは引き続き実施しています。
防災情報

2019/9/18 17:20

台風15号により発生した災害廃棄 注意事項
物搬入場所の増設について
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・一度の搬入は、200kg程度以内としてください。
・迅速な廃棄物処理のため分別にご協力ください。
安全かつ迅速なごみの処理のため、ご理解とご協力をお願いします。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/22583.html

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

9月19日（木曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/18 21:00 給水活動について

周南公民館
小糸公民館
秋元小学校
自然休養村管理センター
小櫃公民館
上総地域交流センター
（旧）平山共同調理場
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
明日（9月19日(木)）、全線で運行を見合わせているＪＲ久留里線の救済バスを運行します。
運行情報などは、下記の連絡先へお問い合わせください。
運行区間
ＪＲ木更津駅からＪＲ久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/18 21:00

ＪＲ久留里線の救済バスを運行し
ます

実施時間
午前5時50分から 1～2時間に1本程度
問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月19日（木曜日）の予定をお知らせします。

本文

署名

(1)
陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/18 21:05

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426
(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金曜日)まで 午前10時30分から午後8時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
お風呂の無料開放・臨時開設が追加になりました。

本文

署名

(1)
陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/19 13:27

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426

危機管理課
0439-56-1290

(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金曜日)まで 午前10時30分から午後8時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611

火災情報

2019/9/19 15:05 火災情報

火災情報

2019/9/19 15:36 火災情報

(4)
濃溝温泉 千寿の湯
こちらは君津市消防本部です。
９月１９日１４時５９分頃、君津市豊田旧菅間田２６番 目標 豊田青年館付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
９月１９日１４時５９分頃、君津市豊田旧菅間田２６番 豊田青年館付近で発生した建物火災は１５時３１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月20日（金曜日）の予定をお知らせします。

本文

署名

(1)
陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/19 21:00

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426

危機管理課
0439-56-1290

(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金曜日)まで 午前10時30分から午後8時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月20日（金曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※時間が変更になりましたのでご注意ください。

防災情報

2019/9/19 21:00 給水活動について

君津市消防小糸分署【追加】（君津市鎌滝441）
秋元小学校
自然休養村管理センター
上総地域交流センター
（旧）平山共同調理場
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
※周南公民館、小糸公民館、小櫃公民館では行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
明日（9月20日(金)）、全線で運行を見合わせているＪＲ久留里線の救済バスを運行します。
運行情報などは、下記の連絡先へお問い合わせください。

署名

運行区間
ＪＲ木更津駅からＪＲ久留里駅
市からのお
知らせ

2019/9/19 22:20

ＪＲ久留里線の救済バスを運行し
ます

実施時間
午前5時50分から 1～2時間に1本程度

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

問合せ先
JR久留里駅
0439－27－3260
JR木更津駅
0438－22－3133
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月20日（金曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/9/20 10:36

給水活動について時間が一部変
更となります

2019/9/20 12:00 車中泊をしている方へ

2019/9/20 12:30 災害時の食中毒を防ぎましょう

君津市消防小糸分署【追加】（君津市鎌滝441）
秋元小学校
自然休養村管理センター
上総地域交流センター
（旧）平山共同調理場
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
台風の影響により大規模な停電が発生してから、10日あまりが過ぎました。車の中で長時間、足を伸ばせない状態が続くと、エコノミー症候群を発症しやすくなります。
長時間同じ姿勢をならないよう気を付けるとともに、適度に水分補給も行いましょう。
体調も崩しやすいことから、最寄りの避難所を是非ご利用ください。
台風の影響により大規模な停電が発生してから、10日あまりが過ぎました。災害にあった地域では、一時的に衛生環境が不良な状態となり細菌性の食中毒が発生しやすい
状況となります。食中毒の予防の観点からご自宅や避難所における食品の適切な取扱いに注意してください。
（飲み水について）
湧水や井戸水は水害等の被害にあった場合は細菌による汚染などで水質が変化している可能性があります。井戸水等は問題がないことが確認されるまで、飲まないように
しましょう。市販のお水等を飲むようにし、やむを得ない場合は、必ず煮沸しましょう。
健康づくり課 0439-57-2233

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

9月20日（金曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

君津市消防小糸分署
秋元小学校
自然休養村管理センター
午後2時から給水活動の場所を追 上総地域交流センター
2019/9/20 12:59
加します
（旧）平山共同調理場
松丘コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
三島神社入り口【午後2時より追加】（君津市宿原1119）

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
台風15号により、ご家庭で建物の瓦や壁材などの破損により発生した災害廃棄物のみを臨時で9月22日（日曜日）に受け入れます。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。

防災情報

防災情報

▼受入場所
・君津市清掃工場（君津市三直1552-35）
・久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場368-1）
▼受入時間
9月22日（日曜日）
（午前の部） 午前9時から午前11時30分まで
（午後の部） 午後1時から午後4時まで
▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ、受け入れいたします。
・樹木
・屋根材
・瓦
台風15号により発生した災害廃棄
2019/9/20 13:06
・トタン材
物の臨時受け入れについて
・畳
・壁材
・物置 など
▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・通常の可燃・不燃・資源ごみの受け入れは行いませんので、ご遠慮ください。
※通常の受入日
月曜日から土曜日（祝日含む）（午前の部） 午前9時から午前11時30分まで
（午後の部） 午後1時から午後4時まで
・一度の搬入は、200kg程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限は設けませんが、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・家屋の倒壊などによる多量の廃棄物の処理については、事前にご相談ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/22583.html
市内での停電に伴い、避難所を開設していますが、9月20日(金)午後3時に一部の避難所を閉鎖しました。

2019/9/20 15:09 一部の避難所を閉鎖しました

避難所
(1)生涯学習交流センター（特別避難所）
(2)小糸公民館
(3)清和公民館
(4)小櫃公民館
(5)上総地域交流センター
(6)周西公民館【閉鎖】
避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。

クリーン推進課
0439-52-5353

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本の貸出などの業務を以下の日程のとおり再開します。

市からのお
知らせ

2019/9/20 16:00 中央図書館業務再開のお知らせ

本文

▼中央図書館
9月24日（火曜日）
▼移動図書館ひまわり号巡回
9月24日（火曜日）
※巡回する施設の状況によっては、巡回を休止する場合があります。
▼市民体育館分室
9月25日（水曜日）
▼周南公民館分室
9月24日（火曜日）
▼中央図書館会議室の利用
9月28日（土曜日）
注意事項
避難所となっている分室については、再開は未定となっております。

署名

---------------問い合わせ先
中央図書館
問 0439-52-4646
----------------

長い間、ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
また、休館中につきましてはご理解とご協力ありがとうございました。
9月20日（金曜日）の予定をお知らせします。
※支援施設が増えました。
(1)
陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/20 17:34

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426
(3)
君津メディカルスポーツセンター
日時＝9月20日(金曜日)まで 午前10時30分から午後8時30分
所在地＝君津市西君津11-1
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※タオルの貸出しサービスは有料(1枚150円)。
注意事項＝断水の影響等で変更の可能性がありますので、あらかじめお問い合わせの上、ご利用ください。
問合せ先＝電話 0439-88-0611
(4)
濃溝温泉 千寿の湯

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風15号により家屋等へ被害を受けた方を対象に発行する「り災証明書」、「ひ災届出証明書」について、申請の受付に係る特設会場を設けます。

署名

保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真等、現場の状況がわかる書類を必ずご用意いただき、申請してください。

防災情報

2019/9/20 18:36

台風15号による「り災証明書」等の
特設申請会場を設けます

○日程 令和元年9月21日（土曜日）から ※土日祝日も実施。終了時期は未定。
○時間 午前9時から午後5時15分まで
○場所 君津市役所1階 特設会場
持ち物
・身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど）
・印章（はんこ）
・被害状況がわかる写真複数枚（写真は返却しません）
※写真については、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真をお願いいたします。

財政部納税課
0439-56-1161

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
令和元年９月２４日から９月２７日の乳がん検診は、予定どおり実施いたします。受付時間については、受診通知書をご確認ください。
なお、災害対応により、会場内でご不便等をおかけする可能性があります。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
市からのお
知らせ

2019/9/20 19:00

健康づくり課からのお知らせ（乳が 【９月２４日（火）小糸公民館】
ん検診について）
駐車が困難な場合は、近隣の「生きがい支援センター」駐車場（君津市糠田１０３－１）をご利用ください。
【９月２５日（水）～２７日（金）保健福祉センター】
駐車が困難な場合は、近隣の「君津市役所」駐車場（君津市久保２－１３－１）をご利用ください。

健康づくり課 管理
調整係
０４３９－５７－２２
３０

全線で運転を見合わせていたJR久留里線は、本日9月20日（金曜日）から下記の列車より木更津駅から久留里駅間で運転を再開する予定です。

市からのお
知らせ

2019/9/20 19:10 JR久留里線の運行状況

【上り】
久留里駅19時44分発 木更津駅行き
【下り】
木更津駅19時51分発 久留里駅行き
なお、久留里駅から上総亀山駅間は、9月21日（土曜日）から当面の間、マイクロバスや乗合タクシーによる代行輸送を実施します。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/22339.html

君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
9月21日（土曜日）の予定をお知らせします。
※支援施設が増えました。
(1)
陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) まで 午後1時から午後9時まで
場所＝君津市民文化ホール（君津市三直622）
清和公民館（君津市西粟倉57）
松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/20 21:00

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)
老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（ただし、9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）※日程が一部変更になりました
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426

署名

危機管理課
0439-56-1290

(3)
濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
日時＝ライフラインの復旧まで 午前10時から午後8時(火曜日定休)
所在地＝君津市笹1954-17
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-39-3791
(4)
特別養護老人ホーム夢の郷
所在地＝君津市杉谷3-1
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月21日（土曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/20 21:00 給水活動について

秋元小学校
自然休養村管理センター
三島神社入り口
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
※君津市消防小糸分署、上総地域交流センター、（旧）平山共同調理場、松丘コミュニティセンターでは行いません。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
台風15号により家屋等へ被害を受けた方を対象に発行する「り災証明書」、「ひ災届出証明書」について、申請の受付に係る特設会場を設けます。
保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真等、現場の状況がわかる書類を必ずご用意いただき、申請してください。

防災情報

2019/9/21 8:00

台風15号による「り災証明書」等の
特設申請会場を設けます

○日程 令和元年9月21日（土曜日）から ※土日祝日も実施。終了時期は未定。
○時間 午前9時から午後5時15分まで
○場所 君津市役所1階 特設会場
持ち物
・身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど）
・印章（はんこ）
・被害状況がわかる写真複数枚（写真は返却しません）
※写真については、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html

財政部納税課
0439-56-1161

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
被災されてお困りのことはないですか？
君津市役所本庁舎4階で被災に伴う各種相談を行っています。

本文

相談内容＝福祉・住宅・電気・水道・弁護士による法律相談
被災者支援相談窓口を開設してい
開設期間＝9月21日(土)から23日(月)
ます
開設時間＝午前9時から午後5時15分
※受付：午後5時まで、法律相談は午後4時30分まで
会場＝君津市役所・本庁舎4階
注意事項＝法律相談は1人約10分程度でお願いします。相談の内容によっては後日担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
ライオンズクラブの皆様のご協力により、清和公民館で炊き出しを行います。

防災情報

2019/9/21 11:46

防災情報

2019/9/21 14:20 清和公民館で炊き出しを行います

防災情報

2019/9/21 18:21

防災情報

【農家の皆様へ】台風15号による農
2019/9/21 19:40
業被害の記録をお願いします

停電復旧後の火災（通電火災）に
注意してください

期間＝9月21日(土)から25日(水)
時間＝▼正午から▼午後5時から
場所＝清和公民館
注意事項＝数に限りがあります(約200食)。炊き出しの内容は日替わりです。
停電が復旧し電力が供給された場合、停電前に使用していた電気機器や損傷した配線から出火する恐れがあります。
ブレーカーを落とし電気機器や配線の確認をお願いします。
市では、台風15号の影響により発生した農業の被害状況を把握するため、被害調査を行っています。
農家の皆様におかれましては、台風15号により農業用施設や農作物に被害が生じた場合は、被害状況の写真記録と保存をお願いします。
台風15号被災対策の支援事業が創設された際には、速やかに農家の皆様にお知らせします。

署名

危機管理課
0439-56-1290

危機管理課
0439-56-1290
君津市消防本部予
防課
0439-53-1904
君津市農政課
0439-56-1391

被害状況の記録方法や留意点は市のホームページを確認してください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/22575.html
9月22日（日曜日）以降の予定をお知らせします。
(1)陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) 午後1時から午後9時まで
場所＝
・君津市民文化ホール（君津市三直622）
・清和公民館（君津市西粟倉57）
・松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等＝
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/21 21:00

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)老人憩いの家すえよし
所在地＝君津市末吉1068-3
日程＝9月24日(火曜日)まで（9月23日(月曜日・祝日)は臨時休業日）
時間＝午前10時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426
(3)濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
日時＝ライフラインの復旧まで 午前10時から午後8時(火曜日定休)
所在地＝君津市笹1954-17
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-39-3791
(4)特別養護老人ホーム夢の郷
所在地＝君津市杉谷3-1
日程＝9月24日(火曜日)まで
時間＝月曜日から土曜日は午後4時から午後8時、日曜日は午前9時から午後6時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

9月22日（日曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/21 21:00 給水活動について

秋元小学校
自然休養村管理センター
三島神社入り口
亀山コミュニティセンター
市営藤林団地近接駐車場
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
被災されてお困りのことはないですか？
君津市役所本庁舎4階で被災に伴う各種相談を行っています。
防災情報

2019/9/22 8:00

相談内容＝福祉・住宅・電気・水道・弁護士による法律相談
被災者支援相談窓口を開設してい
開設期間＝9月22日(日)、23日(月・祝)
ます
開設時間＝午前9時から午後5時15分
※受付：午後5時まで、法律相談は午後4時30分まで
会場＝君津市役所・本庁舎4階
注意事項＝法律相談は1人約10分程度でお願いします。相談の内容によっては後日担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
台風15号により家屋等へ被害を受けた方を対象に発行する「り災証明書」、「ひ災届出証明書」について、申請の受付に係る特設会場を開設しています。

危機管理課
0439-56-1290

保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真等、現場の状況がわかる書類を必ずご用意いただき、申請してください。

防災情報

市からのお
知らせ

2019/9/22 8:00

2019/9/22 9:00

台風15号による「り災証明書」等の
特設申請会場を開設しています

今日は君津市議会議員一般選挙
の投票日です

○日程 当面の間、毎日 ※土日祝日も実施
○時間 午前9時から午後5時15分まで
○場所 君津市役所1階 特設会場
持ち物
・身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど）
・印章（はんこ）
・被害状況がわかる写真複数枚（写真は返却しません）
※写真については、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
本日9月22日(日)は、君津市議会議員一般選挙の投票日です。
投票時間は午後8時までです。
投票日当日は投票所入場券に記載された投票所での投票となりますのでご注意ください。
有権者の方は、投票所にお越しくださるようお願いいたします。

財政部納税課
0439-56-1161

君津市選挙管理委
員会
0439-56-1341

本日(9月22日(日))、ベストバランス様の店舗にて、支援物資の配布が行われます
防災情報

防災情報

【支援情報】支援物資の配布が行
2019/9/22 10:24
われます

2019/9/22 16:42 今後の気象情報について

場所＝君津市杢師1-11-25 電話0439-52-0024
時間＝午前11時から午後1時
物資＝乾電池、おにぎり、飲料水、缶詰、懐中電灯など。（数は少ないですがブルーシートもあります）
気象庁の発表によると、今夜から明日未明にかけて雷を伴い、まとまった雨が降る予報となっています。
市では、次の避難所を開設しておりますので、心配な方は避難してください。
避難所
(1)生涯学習交流センター
(2)小糸公民館
(3)清和公民館
(4)小櫃公民館
(5)上総地域交流センター
避難する際には、ご自身の飲料水・食料・毛布などの用意をお願いします。

君津市危機管理課
0439-56-1290

君津市危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月23日（月曜日・祝日）の予定をお知らせします。

本文

署名

(1)陸上自衛隊による、臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) 午後1時から午後9時まで
※君津市民文化ホールは9月23日(月曜日・祝日)までで終了となります。
場所＝
・君津市民文化ホール（君津市三直622）
・清和公民館（君津市西粟倉57）
・松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等＝
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

お風呂を無料開放・臨時開設して
2019/9/22 21:00
います

(2)濃溝温泉 千寿の湯
対象＝停電・断水地域の方（入浴料無料）
日時＝ライフラインの復旧まで 午前10時から午後8時(火曜日定休)
所在地＝君津市笹1954-17
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-39-3791

危機管理課
0439-56-1290

(3)特別養護老人ホーム夢の郷
所在地＝君津市杉谷3-1
日程＝9月24日(火曜日)まで
時間＝月曜日から土曜日は午後4時から午後8時、日曜日は午前9時から午後6時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-50-3301
(4)新君津ベルグリーンカントリークラブ
所在地＝君津市東猪原12
日程＝9月21日（土曜日）から9月28日（土曜日）午後1時から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月23日（月曜日・祝日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。

防災情報

2019/9/22 21:00 給水活動について

秋元小学校
自然休養村管理センター
三島神社入り口
亀山コミュニティセンター
道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場
※市営藤林団地近接駐車場では行いません

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
被災されてお困りのことはないですか？
君津市役所本庁舎4階で被災に伴う各種相談を行っています。

防災情報

2019/9/23 8:00

相談内容＝福祉・住宅・電気・水道・農業・弁護士による法律相談
被災者支援相談窓口を開設してい 開設期間＝9月23日(月・祝)
ます
開設時間＝午前9時から午後5時15分
※受付：午後5時まで、法律相談は午後4時30分まで
会場＝君津市役所・本庁舎4階
注意事項＝法律相談は1人約10分程度でお願いします。相談の内容によっては後日担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/23171.html

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風15号により家屋等へ被害を受けた方を対象に発行する「り災証明書」、「ひ災届出証明書」について、申請の受付に係る特設会場を開設しています。

署名

保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真等、現場の状況がわかる書類を必ずご用意いただき、申請してください。

防災情報

2019/9/23 8:00

台風15号による「り災証明書」等の
特設申請会場を開設しています

○日程 当面の間、毎日 ※土日祝日も実施
○時間 午前9時から午後5時15分まで
○場所 君津市役所1階 特設会場
持ち物
・身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど）
・印章（はんこ）
・被害状況がわかる写真複数枚（写真は返却しません）
※写真については、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真をお願いいたします。

財政部納税課
0439-56-1161

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
防災情報

防災情報

2019/9/23 9:15 本日の気象情報

2019/9/23 18:10 避難所を閉鎖しました

現在、市内では強い風が吹いています。この風は、夜まで続く見込みです。復旧活動に当たっては十分ご注意ください。

危機管理課
0439-56-1290

台風15号の影響により開設していた避難所は、すべて閉鎖しました。
(1)生涯学習交流センター（特別避難所）
(2)小糸公民館
(3)清和公民館
(4)小櫃公民館
(5)上総地域交流センター
9月24日（火曜日）の予定をお知らせします。

危機管理課
0439-56-1290

(1)
陸上自衛隊による臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日) 午後3時から午後9時まで
※開始時間が変更となります。
場所＝
・清和公民館（君津市西粟倉57）
・松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）
持ち物等＝
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

お風呂を無料開放・臨時開設して
2019/9/23 21:00
います

(2)
老人憩いの家すえよし
日程＝9月24日(火曜日)まで
時間＝午前10時から午後9時
所在地＝君津市末吉1068-3
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-35-4426
(3)
特別養護老人ホーム夢の郷
所在地＝君津市杉谷3-1
日程＝9月24日(火曜日)まで
時間＝午後4時から午後8時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
問合せ先＝電話 0439-50-3301
(4)
亀山温泉ホテル

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

9月24日（火曜日）の給水活動については、以下の実施場所において、午前9時から午後7時まで行います。
※秋元小学校のみ午前9時から午後9時まで行います。
防災情報

2019/9/23 21:00 給水活動について

秋元小学校
自然休養村管理センター
三島神社入り口
亀山コミュニティセンター
※道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場では行いません

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
現在、台風15号により被害を受けた県内各地において、
「保険をもらえる手続きをしてあげる。」「すぐに修理してあげる。」
などと不審な人物が訪問してきたり、電話がかかってきたりする事案が相次いで発生しています。
万が一、契約してしまってもクーリングオフ制度などを利用し、解約できる場合があります。
消費生活センターでは以下のとおり相談を受け付けております。
防災情報

2019/9/24 10:59

消費生活センター相談日のお知ら
日付＝9月24日（火曜日）から9月27日（金曜日）
せ
時間＝9時から15時
問合せ先＝君津市消費生活センター 0439-56-1529

消費生活センター
0439-56-1529

日付＝9月28日（土曜日）
時間＝9時から16時
問合せ先＝千葉県消費者センター 047-434-0999

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

2019/9/24 15:16

住民票の写し・証明書等の発行を
再開しました（小櫃行政センター）

2019/9/24 17:24 災害時の食中毒を防ぎましょう

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/23172.html
住民票の写しや税証明などの証明書の発行を小櫃行政センターで再開しました。
なお、転入や転出などの届出は本庁市民課窓口のみで受付しています。
また、清和行政センターでは、現在、証明書の発行ができませんのでご了承ください。
台風の影響により大規模な停電が発生してから、2週間あまりが過ぎました。災害にあった地域では、一時的に衛生環境が不良な状態となり細菌性の食中毒が発生しやす
い状況となります。食中毒の予防の観点から食品の適切な取扱いに注意してください。
（飲み水について）
湧水や井戸水は水害等の被害にあった場合は細菌による汚染などで水質が変化している可能性があります。井戸水等は問題がないことが確認されるまで、飲まないように
しましょう。市販のお水等を飲むようにし、やむを得ない場合は、必ず煮沸しましょう。
健康づくり課 0439-57-2233

君津市市民課
Tel 0439-56-1131
Fax 0439-501150

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月25日（水曜日）の予定をお知らせします。

本文

署名

(1)陸上自衛隊による臨時のお風呂
日程＝9月27日(金曜日)まで 午後1時から午後9時まで
場所＝
・清和公民館（君津市西粟倉57）
・松丘コミュニティセンター（君津市広岡1840－1）【9月25日(水曜日)までで終了】
持ち物等＝
・女性用風呂にはベビーバスの用意があります。
・入浴に必要な道具を持参のうえ、ご利用ください。（風呂桶、石鹸、シャンプー、タオル、着替え など）

防災情報

2019/9/24 21:00

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)亀山温泉ホテル
所在地＝君津市豊田旧菅間田65
日程＝当面の間 午前11時30分から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝0439-39-2121

危機管理課
0439-56-1290

(3)新君津ベルグリーンカントリークラブ
所在地＝君津市東猪原12
日程＝9月28日（土曜日）まで 午後1時から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-70-5130
(4)東京ベイプラザホテル
所在地＝木更津市新田2-2-1
日程＝当面の間 午前11時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※携帯電話の充電も利用できます。充電機器などは持参してください。
問合せ先＝電話 0438-25-8888
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
9月25日（水曜日）の給水活動については、以下の場所・時間で行います。
場所＝秋元小学校
時間＝午前9時から午後9時
防災情報

2019/9/24 21:00 給水活動について

場所＝三島神社入り口
時間＝午前9時から午後7時

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

※自然休養村管理センター、亀山コミュニティセンターでは行いません。
注意事項＝水を入れる容器を持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
君津市市民課
Tel 0439-56-1131
Fax 0439-501150

市からのお
知らせ

2019/9/25 12:00

各行政センターで通常業務を再開
各行政センターで一部停止していた住民票の写しや税証明など証明書の発行、及び転入や転出などの住民異動届の受付を再開しました。
しました

防災情報

2019/9/25 13:52

台風１５号の影響による停電・断水に伴い、市民の皆様に提供してまいりました、陸上自衛隊による臨時のお風呂(清和公民館および松丘コミュニティセンター)につきまして
自衛隊による臨時お風呂の閉鎖と は、２５日を最後に閉鎖いたします。
危機管理課
お見送りについて
0439-56-1290
設置してくださった自衛隊の皆様が、２６日午後１時に現地を引き上げますので、お見送りいただける方は清和公民館または松丘コミュニティセンターまでお越しください。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月26日（木曜日）の予定をお知らせします。

本文

署名

(1)亀山温泉ホテル
所在地＝君津市豊田旧菅間田65
日程＝当面の間 午前11時30分から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝0439-39-2121

防災情報

2019/9/25 21:54

お風呂を無料開放・臨時開設して
います

(2)新君津ベルグリーンカントリークラブ
所在地＝君津市東猪原12
日程＝9月28日（土曜日）まで 午後1時から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-70-5130

危機管理課
0439-56-1290

(3)東京ベイプラザホテル
所在地＝木更津市新田2-2-1
日程＝当面の間 午前11時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※携帯電話の充電も利用できます。充電機器などは持参してください。
問合せ先＝電話 0438-25-8888
※陸上自衛隊による臨時のお風呂は9月25日(水曜日)で支援が終了し、
9月26日(木曜日)午後1時に現地を引き上げます。
お見送りいただける方は清和公民館または松丘コミュニティセンターまでお越しください。
ライオンズクラブの皆様のご協力により、清和公民館でお弁当の配布を行います。
防災情報

2019/9/26 16:00

清和公民館でお弁当の配布を行い 期間＝９月２６日(木)
ます
時間＝１６時から１８時まで
場所＝清和公民館
注意事項＝数に限りがあります(約250食)。
9月27日（金曜日）の予定をお知らせします。

危機管理課
0439-56-1290

(1)亀山温泉ホテル
所在地＝君津市豊田旧菅間田65
日程＝当面の間 午前11時30分から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝0439-39-2121

防災情報

2019/9/26 21:00 お風呂を無料開放しています

(2)新君津ベルグリーンカントリークラブ
所在地＝君津市東猪原12
日程＝9月28日（土曜日）まで 午後1時から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-70-5130
(3)東京ベイプラザホテル
所在地＝木更津市新田2-2-1
日程＝9月27日（金曜日）まで 午前11時から午後9時
持ち物＝入浴に必要なもの（タオル、石鹸、シャンプー、着替えなど）
※携帯電話の充電も利用できます。充電機器などは持参してください。
問合せ先＝電話 0438-25-8888

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真などの現場状況がわかる書類を必ずご用意の上、申請してください。

署名

日程＝当面の間、毎日 ※土日も実施
時間＝午前9時から午後5時15分まで
場所＝君津市役所1階 納税課(3番窓口)
※9月28日(土)から10月4日(金)までは、午前9時30分から午後4時30分の間、各行政センターでも写真により一部損壊が確認できるものに限り、証明書の即日発行が可能と
なります。
防災情報

2019/9/27 9:00

対象
台風15号による「り災証明書等」の
り災した本人、または同居の親族
申請を受け付けています
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。

財政部納税課
0439-56-1161

持ち物
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
・印章(はんこ)
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
※写真は、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真を用意していください
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
ライオンズクラブの皆様のご協力により、清和公民館でお弁当の配布を行います。
防災情報

2019/9/27 15:30

清和公民館でお弁当の配布を行い 日程＝９月２７日(金)
ます
時間＝１６時から（なくなり次第終了）
場所＝清和公民館
注意事項＝数に限りがあります(約300食)。
台風１５号の影響により休止しておりました小糸・清和・小櫃・上総地区の健康増進事業・モデル事業の運動教室は、９月３０日より通常どおり再開いたします。
●健康増進事業
生きがい支援センター・清和公民館・小櫃公民館・上総公民館

市からのお
知らせ

2019/9/27 16:00

健康づくり課からのお知らせ（高齢
●健康増進モデル事業
者の運動教室を再開します）
指導員が派遣される教室

危機管理課
0439-56-1290

健康づくり課 健康
都市推進室
０４３９－５７－２２
３３

ご不明な点は健康づくり課までご連絡ください。

火災情報

2019/9/27 17:07 火災情報

火災情報

2019/9/27 17:14 火災情報

防災情報

2019/9/27 19:50

台風15号被害に関する「弁護士に
よる法律相談」を実施します

こちらは君津市消防本部です。
９月２７日１６時５７分頃、君津市貞元１５２番 目標 ＪＡ君津ジャスポートさだもとＳＳ付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
９月２７日１６時５７分頃、君津市貞元１５２番 ＪＡきみつジャスポートさだもとＳＳ付近で発生したその他火災は１７時０８分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
被災されて何かお困りのことがありましたら、ぜひお越しください。
開設期間＝9月28日（土曜日）
会場 ＝小糸公民館、小櫃公民館
開設時間＝午前10時から午後3時30分 ※受付：午後3時まで
開設期間＝9月29日（日曜日）
会場 ＝清和公民館、上総地域交流センター
開設時間＝正午から午後4時 ※受付：午後3時30分まで
注意事項＝法律相談は1人約15分程度でお願いします。

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

市民生活課
0439-56-1441

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
台風15号で被害を受けた方へ住宅相談を実施します。

防災情報

2019/9/27 20:12

台風15号被害に関する住宅相談を
実施します

本文

開設期日＝９月２８日（土）
会場＝小糸公民館、小櫃公民館
開設時間＝午前９時３０分から午後４時３０分
開設期日＝９月２９日（日）
会場＝清和公民館、上総地域交流センター
開設時間＝午前９時３０分から午後４時３０分

署名

君津市住宅営繕課
0439-56-1621

※相談の内容によっては、後日、別の担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
台風15号により、ご家庭で建物の瓦や壁材などの破損により発生した災害廃棄物のみを、臨時で9月29日（日曜日）に受け入れます。
なお、場内整備等のため、9月30日（月曜日）の災害廃棄物の受け入れは休止します。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。

防災情報

▼受入場所
・君津市清掃工場（君津市三直１５５２－３５）
・久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場３６８－１）
▼受入時間
９月２９日（日）
（午前の部） 午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部） 午後１時から午後４時まで
▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
・樹木
・屋根材
台風15号により発生した災害廃棄
2019/9/27 20:47
・瓦
物を臨時で受け入れます
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など
▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・通常の可燃・不燃・資源ごみの受け入れは行いませんので、ご遠慮ください。
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・家屋の倒壊などによる多量の廃棄物の処理については、事前にご相談ください。
・迅速な廃棄物処理のため分別にご協力ください。

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真などの現場状況がわかる書類を必ずご用意の上、申請してください。

署名

受付時間・場所
(1)君津市役所1階 納税課（3番窓口）
期間＝当面の間、毎日 ※9月28日（土曜日）、29日（日曜日）も実施します。
時間＝午前9時から午後5時15分まで

防災情報

(2)各行政センター
期間＝【特設窓口】9月28日（土曜日）から10月4日（金曜日）まで
時間＝午前9時30分から午後4時30分まで
※この期間中は、各行政センターでも、写真により一部損壊が確認できるものに限り、証明書の即日発行が可能となります。
台風15号による「り災証明書等」の ※この期間以降も申請の受付は行います。
2019/9/28 8:00
申請を受け付けています
対象
り災した本人、または同居の親族
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。

財政部納税課
0439-56-1161

持ち物
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
・印章(はんこ)
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
※写真は、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真を用意していください
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
台風15号により、ご家庭で建物の瓦や壁材などの破損により発生した災害廃棄物のみを、臨時で9月29日（日曜日）に受け入れます。
なお、場内整備等のため、9月30日（月曜日）の災害廃棄物の受け入れは休止します。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。

防災情報

▼受入場所
・君津市清掃工場（君津市三直１５５２－３５）
・久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場３６８－１）
▼受入時間
９月２９日（日）
（午前の部） 午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部） 午後１時から午後４時まで
▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
・樹木
・屋根材
台風15号により発生した災害廃棄
2019/9/28 8:00
・瓦
物を臨時で受け入れます
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など
▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・通常の可燃・不燃・資源ごみの受け入れは行いませんので、ご遠慮ください。
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・家屋の倒壊などによる多量の廃棄物の処理については、事前にご相談ください。
・迅速な廃棄物処理のため分別にご協力ください。

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
9月28日（土曜日）の予定をお知らせします。

防災情報

2019/9/28 8:30 お風呂を無料開放しています

本文

(1)亀山温泉ホテル
所在地＝君津市豊田旧菅間田65
日程＝当面の間 午前11時30分から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝0439-39-2121

署名

危機管理課
0439-56-1290

(2)新君津ベルグリーンカントリークラブ
所在地＝君津市東猪原12
日程＝9月28日（土曜日）まで 午後1時から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝電話 0439-70-5130
台風15号で被害を受けた方へ、法律相談・住宅相談を実施します。
被災されて何かお困りのことがありましたら、ぜひお越しください。

防災情報

(1)
期日＝9月28日(土)
会場＝小糸公民館、小櫃公民館
時間＝
［法律相談］午前10時から午後3時30分 ※受付：午後3時まで
台風15号被害に関する「弁護士に
［住宅相談］午前9時30分から午後4時30分
2019/9/28 8:30 よる法律相談」と「住宅相談」を実
施します
(2)
期日＝9月29日(日)
会場＝清和公民館、上総地域交流センター
［法律相談］正午から午後4時 ※受付：午後3時30分まで
［住宅相談］午前9時30分から午後4時30分

［法律相談に関す
ること］
君津市市民生活課
0439-56-1441
［住宅相談に関す
ること］
君津市住宅営繕課
0439-56-1621

※法律相談は1人約15分程度でお願いします。
※相談の内容によっては、後日、担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
台風15号で被害を受けた方へ、法律相談・住宅相談を実施します。
被災されて何かお困りのことがありましたら、ぜひお越しください。

防災情報

(1)
期日＝9月28日(土)
会場＝小糸公民館、小櫃公民館
時間＝
［法律相談］午前10時から午後3時30分 ※受付：午後3時まで
台風15号被害に関する「弁護士に
［住宅相談］午前9時30分から午後4時30分
2019/9/28 12:00 よる法律相談」と「住宅相談」を実
施します
(2)
期日＝9月29日(日)
会場＝清和公民館、上総地域交流センター
［法律相談］正午から午後4時 ※受付：午後3時30分まで
［住宅相談］午前9時30分から午後4時30分
※法律相談は1人約15分程度でお願いします。
※相談の内容によっては、後日、担当課より折り返しの連絡になる場合があります。

［法律相談に関す
ること］
君津市市民生活課
0439-56-1441
［住宅相談に関す
ること］
君津市住宅営繕課
0439-56-1621

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真などの現場状況がわかる書類を必ずご用意の上、申請してください。

署名

受付時間・場所
(1)君津市役所1階 納税課（3番窓口）
期間＝当面の間、毎日 ※9月28日（土曜日）、29日（日曜日）も実施します。
時間＝午前9時から午後5時15分まで

防災情報

(2)各行政センター
期間＝【特設窓口】9月28日（土曜日）から10月4日（金曜日）まで
時間＝午前9時30分から午後4時30分まで
※この期間中は、各行政センターでも、写真により一部損壊が確認できるものに限り、証明書の即日発行が可能となります。
台風15号による「り災証明書等」の ※この期間以降も申請の受付は行います。
2019/9/29 8:00
申請を受け付けています
対象
り災した本人、または同居の親族
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。

財政部納税課
0439-56-1161

持ち物
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
・印章(はんこ)
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
※写真は、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真を用意していください
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
台風15号で被害を受けた方へ、法律相談・住宅相談を実施します。
被災されて何かお困りのことがありましたら、ぜひお越しください。

防災情報

期日＝9月29日(日)
台風15号被害に関する「弁護士に
会場＝清和公民館、上総地域交流センター
2019/9/29 8:30 よる法律相談」と「住宅相談」を実
［法律相談］正午から午後4時 ※受付：午後3時30分まで
施します
［住宅相談］午前9時30分から午後4時30分
※法律相談は1人約15分程度でお願いします。
※相談の内容によっては、後日、担当課より折り返しの連絡になる場合があります。
9月29日（日曜日）の予定をお知らせします。

防災情報

2019/9/29 8:30 お風呂を無料開放しています

(1)亀山温泉ホテル
所在地＝君津市豊田旧菅間田65
日程＝当面の間 午前11時30分から午後8時
持ち物＝タオル・着替え等（石鹸、シャンプーなどは有ります）
問合せ先＝0439-39-2121

［法律相談に関す
ること］
君津市市民生活課
0439-56-1441
［住宅相談に関す
ること］
君津市住宅営繕課
0439-56-1621

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風１５号により、ご家庭で建物の瓦や壁材などの破損により発生した災害廃棄物の搬入場所を新たに設置します。
▼受入場所
三島神社入り口（君津市宿原１１１９）【１０月１日から】
▼受入時間
月曜日から土曜日の午前９時から午前１１時３０分まで、午後１時から午後４時まで

署名

また、９月３０日（月）は場内整備等のため君津市清掃工場及び久留里スポーツ広場での受け入れを一時休止します。
なお、１０月１日（火）から受け入れを再開します。

防災情報

▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
・樹木
・屋根材
・瓦
・トタン材
台風１５号により発生した災害廃棄
2019/9/30 8:00
・畳
物の搬入場所を増設します
・壁材
・物置 など

クリーン推進課
0439-52-5353

▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・家屋の倒壊などによる多量の廃棄物の処理については、事前にご相談ください。
・迅速な廃棄物処理のため分別にご協力ください。
本日(9月30日(月))、ベストバランス様の店舗にて、支援物資の配布が行われます
防災情報

【支援情報】支援物資の配布が行
2019/9/30 10:00
われます

2019/9/30 10:44 テストメール

場所＝君津市杢師1-11-25 電話0439-52-0024
時間＝午前11時から午後1時
物資＝乾電池、おにぎり、飲料水、お米、缶詰、懐中電灯など
これはテストメールです。
登録した配信カテゴリ
・防災情報
・安心・安全メール
・市からのお知らせ

君津市危機管理課
0439-56-1290

政策推進課 56-1288
市からのお
知らせ

「第３９回 生きた水の里 久留里
2019/10/1 17:16
城まつり」は中止となりました

先日発生した台風１５号の影響により、１０月２７日（日）に開催を予定していた「第３９回 生きた水の里 久留里城まつり」は、中止となりましたのでお知らせいたします。

問い合わせ先
観光課 ０４３９ー
５６―１３２５

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
10月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

10月13日（日）・14日（月・祝）
きみつ枝豆収穫祭（市宿地先の畑）※有料
午前10時から午後3時 ※少雨決行
問 0439-56-1671君津市認定農業者協議会事務局（農政課内）
http://www.kimitsu-nintei.com/edamame/
10月18日（金）
第5回きみつの地酒まつり（ハミルトンホテルKAZUSA）※有料
午後6時30分から8時（6時受付）
問 0439-56-1327 きみつの地酒まつり実行委員会事務局（経済振興課内）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/15652.html
市からのお
知らせ

2019/10/1 19:00 市からのお知らせ

10月26日（土）
きみつ秋花火2019-音と光の響演午後3時30分開場、4時30分開会式・セレモニー・イベント開始、6時30分打ち上げ
問 0439-56-1325 きみつ秋花火実行委員会事務局（観光課内）
http://kimitsu-akihanabi.com/

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

◆以下のイベントは、台風15号の影響で中止となりました
10月19日（土）健康と福祉のふれあいまつり
10月27日（日）第39回 生きた水の里 久留里城まつり
◆SNSなどでも情報を発信中
多言語対応スマホ向けアプリ「カタポケ」
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/20337.html
君津市役所フェイスブック
https://www.facebook.com/city.kimitsu/
きみぴょん公式インスタグラム
https://www.instagram.com/kimipyon_official/
光化学スモッグ注意報の発令

防災情報

2019/10/2 15:38 光化学スモッグ注意報発令

令和元年10月2日
発令時刻 午後3時20分

君津市環境保全課
0439-56-1212

君津市全域に光化学スモッグ注意報が発令されました。
屋外での運動や自動車の使用を控えるようご協力ください。
光化学スモッグ注意報の解除
防災情報

2019/10/2 17:29 光化学スモッグ注意報解除

令和元年10月2日
解除時刻 午後5時20分
君津市全域に発令されていた光化学スモッグ注意報が解除されました。

君津市環境保全課
0439-56-1212

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆10月3日(木)
映画上映会「居眠り磐音」
◆10月6日(日)
令和元年度 県民芸術劇場 君津公演 千葉交響楽団演奏会
◆10月21日(月)
映画上映会「グリーンブック（字幕スーパー版）」
◆10月27日(日)
ゲッターズ飯田 開運トークライブ
市からのお
知らせ

2019/10/2 18:00

◆10月28日(月)
君津市民文化ホール主催イベント
映画上映会「初恋～お父さん、チビがいなくなりました」
のお知らせ
◆11月27日(水) ※9月13日(金)より延期
映画上映会「ねことじいちゃん」
◆11月29日(金)
エマニュエル・チェクナヴォリアン ヴァイオリン・リサイタル
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。

防災情報

---------------メール配信元
君津市民文化ホール
問 0439-55-3300
台風15号の被災者の方へ、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、相談窓口を開設します。
住宅の修理や再建に関する不安や疑問について、専門家が技術的な面から相談にお答えします。（相談無料）
【台風15号被害】専門家による住宅
2019/10/2 18:00
期間＝１０月５日（土）から１０月１１日（金）※土・日も実施します
相談を実施します
時間＝午前９時から午後１７時まで（事前予約不要）
場所＝君津市役所１階
雨量規制のため、以下の国道県道の区間が通行止めとなっております。

安心・安全
メール

【道路情報】国道県道の通行止め
2019/10/4 9:28
のお知らせ

安心・安全
メール

【道路情報】国道県道の通行止め
2019/10/4 13:46
解除のお知らせ

●国道410号 大坂→辻森
●国道465号 黄和田畑→大多喜
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川
雨量により通行止めとなっていた以下の区間の通行止めは解除されました。
●国道410号 大坂→辻森
●国道465号 黄和田畑→大多喜
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川

問い合わせ先
住宅営繕課
0439-56-1621
【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017
【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
保険金や見舞金等の申請を行う場合など、必要な証明書についてよくご確認の上、写真などの現場状況がわかる書類を必ずご用意の上、申請してください。

署名

[受付時間・場所]
場所＝君津市役所1階 納税課(3番窓口)、各行政センター ※各行政センターでは、申請の受付のみ行います。
期間＝当面の間、毎日 ※10月5日(土曜日)、6日(日曜日)も実施
時間＝午前9時から午後5時15分まで

防災情報

2019/10/4 19:30

[対象]
台風15号による「り災証明書等」の り災した本人、または同居の親族
申請を受け付けています
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。

財政部納税課
0439-56-1161

[持ち物]
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
・印章(はんこ)
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
※写真は、複数方向から撮影し、被害部分が明確にわかるような写真を用意していください
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
台風１５号により、ご家庭で発生した災害廃棄物を臨時で１０月６日（日曜日）に三島神社入り口で受け入れを行います。
なお、１０月６日（日曜日）は、清掃工場及び久留里スポーツ広場駐車場での受け入れを行いませんので、ご了承ください。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。
▼受入場所
・三島神社入り口（君津市宿原１１１９）
▼受入時間
１０月６日（日）
（午前の部） 午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部） 午後１時から午後４時まで

防災情報

▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
・樹木
・屋根材
三島神社入り口での災害廃棄物の
2019/10/4 20:00
・瓦
臨時受け入れについて
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など

クリーン推進課
0439-52-5353

▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。

防災情報

火災情報

火災情報

▼注意点
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
・家屋の倒壊などによる多量の廃棄物の処理については、事前にご相談ください。
台風15号の被災者の方へ、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、相談窓口を開設しています。
住宅の修理や再建に関する不安や疑問について、専門家が技術的な面から相談にお答えします。（相談無料）
【台風15号被害】専門家による住宅
2019/10/5 10:00
期間＝１０月５日（土）から１０月１１日（金）※土・日も実施します
相談を実施しています
時間＝午前９時から午後１７時まで（事前予約不要）
場所＝君津市役所１階
こちらは君津市消防本部です。
１０月０５日１０時４９分頃、君津市三直１０２２番 日輪寺付近で林野火災が発生しています。
2019/10/5 10:55 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
2019/10/5 11:45 火災情報
１０月０５日１０時４９分頃、君津市三直１０２２番 日輪寺付近で発生した林野火災は１１時３９分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

問い合わせ先
住宅営繕課
0439-56-1621
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
久留里駅から上総亀山駅間で運行を見合わせているJR久留里線は、10月11日（金曜日）の下記の列車より全線で運行を再開する予定です。

市からのお
知らせ

2019/10/8 20:00

JR久留里線の運行再開予定につ
いて

【上り】
上総亀山駅14時26分発 木更津駅行き
【下り】
木更津駅13時01分発（久留里駅13時53分発） 上総亀山駅行き

署名

君津市企画課
0439-56-1566

なお、久留里駅から上総亀山駅間のバスによる代行輸送は、10月11日（金曜日）で終了します。
代行輸送の時刻表は下記のページをご確認ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/22339.html
防災情報

2019/10/9 13:07 テスト

テスト配信
メールが届きましたら、ご連絡ください。

危機管理課 宮崎
0439-56-1290

防災情報

2019/10/9 13:28 テストメール

これはテスト配信です。

危機管理課
0439-56-1290

防災情報

台風15号の被災者の方へ、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、相談窓口を開設しています。
住宅の修理や再建に関する不安や疑問について、専門家が技術的な面から相談にお答えします。（相談無料）
【台風15号被害】専門家による住宅
2019/10/9 14:00
期間＝１０月１１日（金）まで
相談を実施しています
時間＝午前９時から午後１７時まで（事前予約不要）
場所＝君津市役所１階
君津警察署からお知らせします。

問い合わせ先
住宅営繕課
0439-56-1621

昨日から本日にかけて、君津市内において、
「市役所職員を名乗った者が突然台風被害の調査といって、自宅に上がり込んでくる」
といった内容の相談が多数寄せられています。
安心・安全
メール

君津市では、事前の連絡をせずに被害調査を行うことはありませんので、ご注意ください。
2019/10/9 14:36 安心・安全メール
また、災害時にはそれに便乗した様々な悪質商法などが発生しますので、不審な電話や訪問、勧誘等を受けたときは、その場ですぐに判断せず、市役所に確認したり、最
寄りの警察署や消費者センターにご相談ください。

君津市市民生活課
0439-56-1225

君津警察署
0439-54-0110
君津市消費生活センター
0439-56-1529
10月10日現在、12日（土曜日）夜から13日（日曜日）昼頃にかけて、台風19号の接近により、急な雨や風が強くなることが予想されます。

防災情報

2019/10/10 8:00 台風19号にご注意ください

●事前の備え
・お住まいの地域のハザードマップを確認してください。
・崖や川の近くにお住まいの方は、土砂災害や浸水害に注意してください。
・風で飛ばされそうなものは固定するか屋内へ移動してください。
・避難時の持ち出し品の確認をお願いします。
・停電などに備えて、食料や水、懐中電灯（電池も忘れずに）などを備蓄しておきましょう。（３日分）
・不要不急の外出は控えましょう。
・事前に携帯電話などを充電するとともに、充電手段を確保しましよう。
・自家用車のガソリンを満タンにしましょう。
・断水したときのためにお風呂に水を張りましょう。
●気象庁（台風情報）
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
●君津市の防災リンク集
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/15250.html

君津市総務部危機
管理課
TEL0439-56-1290

最新の台風情報を確認してください。

火災情報

2019/10/10 11:33 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
10月10日11時23分頃、君津市西粟倉78番 粟倉橋付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
火災情報
2019/10/10 12:02 火災情報
10月10日11時23分頃、君津市西粟倉78番 粟倉橋付近で発生した建物火災は11時58分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
台風１９号の接近に伴い、二次被害の防止のため、災害廃棄物の受入れを明日１０月１１日（金）から一時休止します。
災害廃棄物の受入れを一時休止し
防災情報
2019/10/10 20:00
受入れ再開は、１０月１４日（月・祝）を予定しています。
ます
なお、台風通過後の状況等により、再開日が変更となる場合があります。
10月11日現在、12日（土曜日）から13日（日曜日）にかけて、大型で猛烈な台風19号の接近により、大雨や強風が予想されます。
今後の気象情報に十分注意し、事前の準備をお願いします。

防災情報

●事前の備え
・お住まいの地域のハザードマップを確認してください。
・崖や川の近くにお住まいの方は、土砂災害や浸水害に注意してください。
・風で飛ばされそうなものは固定するか屋内へ移動してください。
・避難時の持ち出し品の確認をお願いします。
・停電などに備えて、食料や水、懐中電灯（電池も忘れずに）などを備蓄しておきましょう。（３日分）
・不要不急の外出は控えましょう。
台風19号に厳重な警戒と備えをお
2019/10/11 8:00
・事前に携帯電話などを充電するとともに、充電手段を確保しましよう。
願いします
・自家用車のガソリンを満タンにしましょう。
・断水したときのためにお風呂に水を張りましょう。
・先の台風で被害を受けた家屋等は飛散防止のための養生をお願いします。
●気象庁（台風情報）
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
●君津市の防災リンク集
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/15250.html

署名
君津市消防署
0439-53-0119
クリーン推進課
0439-52-5353

君津市総務部危機
管理課
TEL0439-56-1290

最新の台風情報を確認してください。

防災情報

防災情報

台風１９号の接近に伴い、二次被害の防止のため、災害廃棄物の受入れを明日１０月１１日（金）から一時休止します。
災害廃棄物の受入れを一時休止し 受入れ再開は、１０月１４日（月・祝）を予定しています。
ます
なお、台風通過後の状況等により、再開日が変更となる場合があります。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/22583.html
台風19号の接近に伴い、10月12日（土曜日）から14日（月曜日・祝日）は、受付を一時休止します。
受付の再開は、15日（火曜日）からを予定しています。
「り災証明書」等の申請の受付を一
2019/10/11 8:00
なお、台風通過後の状況等により、再開日がとなる場合があります。
時休止します
2019/10/11 8:00

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/22372.html
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
木更津市高柳にお住まいの７１歳の女性が、１０月５日の午後１時３０分頃から徒歩で行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/10/11 10:43 行方不明者について

身長
体格
髪
服装

１６２センチくらい
やせ型
黒色 おかっぱ
白色長袖
ジーンズ
ピンク色のスニーカー

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110

クリーン推進課
0439-52-5353

財政部納税課
0439-56-1161

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風19号の接近に備え、次の避難所を13時00分に開設します。
（１）健康福祉センターふれあい館(福祉避難所）
（２）生涯学習交流センター
（３）周西中学校
（４）八重原公民館
（５）周南公民館
（６）小糸公民館
（７）清和公民館
防災情報
2019/10/11 12:21 避難所の開設について
（８）小櫃公民館
（９）上総地域交流センター
（10）松丘コミュニティセンター
（11）亀山コミュニティセンター
※福祉避難所は高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難者では不安のある方を受け入れるための避難所とします。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

署名

危機管理課
0439-56-1290

令和元年10月11日 14時00分

防災情報

台風19号の接近に備え、【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始を市内全域に発令しました。
また、次の避難所を13時00分に開設しています。
（１）保健福祉センターふれあい館(福祉避難所）
（２）生涯学習交流センター
（３）周西中学校
（４）八重原公民館
（５）周南公民館
（６）小糸公民館
（７）清和公民館
（８）小櫃公民館
警戒レベル３「避難準備・高齢者等 （９）上総地域交流センター
2019/10/11 14:17
避難開始」情報の発令について
（10）松丘コミュニティセンター
（11）亀山コミュニティセンター
●福祉避難所（健康福祉センターふれあい館）は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。避難をお考
えの方は以下の点にご留意ください。
・保健師はおりますが、医療や介護サービスの提供は出来ません。
・介助等については、ご家族のご協力をお願いします。
・ベッドの設備はありませんので、できるだけご自宅でお使いのマットやクッション等をお持ちください。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風１９号の接近に伴い、明日１０月１２日（土曜日）、各公共交通機関において下記のとおり計画運休を実施します。

署名

【ＪＲ】
▼ＪＲ内房線：午前１０時頃から君津駅～安房鴨川駅間、正午頃から千葉駅～君津駅間
▼ＪＲ久留里線：終日全線
※なお、明後日１０月１３日（日曜日）は、少なくとも昼頃まで運転を見合わせる予定です。
【ＪＲ東日本関東エリアの運行情報】
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx

市からのお
知らせ

2019/10/11 16:40

公共交通機関の計画運休につい
て

【コミュニティバス・デマンドタクシー】
▼小糸川循環線：
・外回り中島３便（午後１時１５分君津駅南口発）から
・内回り７便（午後２時１０分君津グラウンドゴルフ場発）から
▼人見・大和田・神門線：６便（正午君津市役所発）から
▼中島・豊英線：終日全線
▼デマンドタクシー：終日全線

君津市企画課
0439-56-1566

◎運行状況の問合せ先
▼小糸川循環線：日東交通株式会社富津営業所 電話0439-87-5400
▼人見・大和田・神門線、中島・豊英線：大新東株式会社君津営業所 電話0439-50-3120
▼デマンドタクシー：大新東株式会社君津デマンド営業所 電話0439-27-3180
【高速バス】
終日全線
◎運行状況の問合せ先
日東交通株式会社運輸部 電話0438-23-1812
台風19号の接近に伴い、中止になるイベントをお知らせします。
・八重原地区文化祭(10月12日、13日)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/23776.html
市からのお
知らせ

・上総地区文化祭(10月12日、13日)
中止になるイベントのお知らせでし https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/23776.html
2019/10/11 17:30
ます
・きみつ枝豆収穫祭(10月13日)
※14日は開催を予定しています。
http://www.kimitsu-nintei.com/edamame-cat/
・周南地区文化祭(10月19日、20日)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/23776.html

---------------問い合わせ先
政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
台風19号の接近に伴い、臨時休館になる施設をお知らせします。
※10月11日(金)15時時点の情報です。

本文

署名

・亀山湖畔公園（稲ヶ崎キャンプ場・長崎キャンプ場） 10月11日(金)、12日(土)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/31/23869.html
・君津市観光交流センター 10月12日(土)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/23902.html
・防犯ボックス10月12日(土)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/23823.html
・君津メディカルスポーツセンター 10月12日(土)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/22384.html
市からのお
知らせ

臨時休館になる施設をお知らせし
・君津市農村環境改善センター 10月12日(土)
2019/10/11 18:00
ます
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/23871.html

---------------問い合わせ先
政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

・老人憩いの家すえよし 10月12日(土)から当面の間
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/20/22376.html
・地域福祉センターゆうゆう館 10月12日(土)、13日(日)
※14日(月・祝)は休館日
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/18/23859.html
・君津市自然休養村管理センター 10月12日(土)、13日(日)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/23875.html
・公民館全館 10月12日(土)、13日(日)
※14日(月・祝)は休館日です
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/23786.html
台風の接近に伴い、本日午後５時から以下の国道県道の区間が通行止めとなっております。
安心・安全
メール

市からのお
知らせ

2019/10/11 18:11

【道路情報】国道県道の通行止め
のお知らせ

2019/10/11 20:10 ＪＲの計画運休について

●国道410号 大坂→大岩
●国道465号 黄和田畑→大多喜方面
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川方面
●県道大多喜君津線 川谷→市原市大久保
台風１９号の接近に伴い、明日１０月１２日（土曜日）の最終列車を下記のとおり予定していますが、今後の台風の状況により変更となる場合があります。
なお、明後日１０月１３日（日曜日）は、少なくとも昼頃まで運転を見合わせる予定です。
【ＪＲ内房線】
○千葉駅～君津駅間
（下り）千葉駅１３時００分発～君津駅１３時４８分着
（上り）君津駅１１時５６分発～木更津駅１２時０４分着、木更津駅１２時１４分発～千葉駅１２時５４分着
〇君津駅～館山駅間
（下り）君津駅１２時３６分発～館山駅１３時３６分着
（上り）館山駅１０時３８分発～木更津駅１２時０４分着
〇館山駅～安房鴨川駅間
（下り）館山駅１１時３９分発～安房鴨川駅１２時２３分着
（上り）安房鴨川駅１２時０２分発～館山駅１２時４２分着
【ＪＲ久留里線】
○木更津駅～上総亀山駅間 終日運転取りやめ
【ＪＲ東日本千葉支社ホームページ】
https://www.jreast.co.jp/chiba/
当地域に、波浪警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

防災情報

2019/10/12 4:29 気象警報

【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017

君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
当地域に、大雨、暴風警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報
2019/10/12 6:41 気象警報

本文

署名

台風１９号の影響により、各交通事業者から計画運休が発表されています。
なお、ＪＲは当初の計画よりも早く運転を取りやめます。（概ね午前１１時以降順次）
今後の運行状況につきましては、各交通事業者のホームページにて順次更新されますので、そちらをご確認ください。
市からのお
知らせ

2019/10/12 11:04

公共交通機関の運行情報につい
て

ＪＲ東日本ホームページ
https://www.jreast.co.jp/chiba/

君津市企画課
0439-56-1566

日東交通株式会社ホームページ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
10月12日（土）11時30分現在の避難所の開設状況は以下のとおりです。

防災情報

2019/10/12 11:33 避難所の開設について

（１）健康福祉センターふれあい館(福祉避難所）
（２）生涯学習交流センター ※満員になりました。
（３）周西中学校
（４）八重原公民館 ※満員になりました。
（５）南子安小学校体育館 ※新規開設
（６）周南公民館
（７）小糸公民館
（８）清和公民館
（９）小櫃公民館
（10）上総地域交流センター
（11）松丘コミュニティセンター
（12）亀山コミュニティセンター
※福祉避難所は高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難者では不安のある方を受け入れるための避難所とします。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

10月12日（土）現在の避難所の開設状況は以下のとおりです。

防災情報

2019/10/12 13:06 避難所の開設状況について

（１）健康福祉センターふれあい館(福祉避難所）
（２）生涯学習交流センター ※満員になりました。
（３）君津市民文化ホール ※新たに避難所として開設しました。
（４）周西中学校
（５）八重原公民館 ※満員になりました。
（６）南子安小学校体育館
（７）周南公民館
（８）小糸公民館 ※満員になりました。
（９）周東中学校 ※新たに避難所として開設しました。
（10）清和公民館
（11）秋元小学校 ※新たに避難所として開設しました。
（12）小櫃公民館 ※満員になりました。
（13）上総地域交流センター
（14）松丘コミュニティセンター
（15）亀山コミュニティセンター
●福祉避難所（健康福祉センターふれあい館）は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。避難をお考
えの方は以下の点にご留意ください。
・保健師はおりますが、医療や介護サービスの提供は出来ません。
・介助等については、ご家族のご協力をお願いします。
・ベッドの設備はありませんので、できるだけご自宅でお使いのマットやクッション等をお持ちください。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
市内全域に警戒レベル４避難勧告を発令しました。
台風の接近により土砂災害の危険度が高まっています。
がけの近くにお住まいの方は、避難を開始してください。
また、大雨により河川の水位が上昇しておりますので、
河川の近くにお住まいの方は避難を開始してください。

防災情報

本文

現在、避難できる避難所は、
・保健福祉センターふれあい館(福祉避難所）
・君津市民文化ホール
・周西中学校
・南子安小学校体育館
・周南公民館
・周東中学校
・清和公民館
【警戒レベル４】避難勧告を発令し ・秋元小学校
2019/10/12 13:24
ました
・上総地域交流センター
・農村環境改善センター ※新たに追加しました
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター

署名

危機管理課
0439-56-1290

●福祉避難所（健康福祉センターふれあい館）は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。避難をお考
えの方は以下の点にご留意ください。
・保健師はおりますが、医療や介護サービスの提供は出来ません。
・介助等については、ご家族のご協力をお願いします。
・ベッドの設備はありませんので、できるだけご自宅でお使いのマットやクッション等をお持ちください。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
市内全域に警戒レベル４避難勧告が発令されています。
台風の接近により土砂災害の危険度が高まっています。
がけの近くにお住まいの方は、避難を開始してください。
また、大雨により河川の水位が上昇しておりますので、
河川の近くにお住まいの方は避難を開始してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津市民文化ホール
・周西中学校
・南子安小学校体育館
・周東中学校
・秋元小学校
【警戒レベル４】避難勧告が発令さ ・農村環境改善センター
2019/10/12 13:38
れています
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
・特別養護老人ホーム夢の郷（福祉避難所）
●福祉避難所（保健福祉センターふれあい館）は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。避難をお考
えの方は以下の点にご留意ください。
・保健師はおりますが、医療や介護サービスの提供は出来ません。
・介助等については、ご家族のご協力をお願いします。
・ベッドの設備はありませんので、できるだけご自宅でお使いのマットやクッション等をお持ちください。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本日（10／12）の夜間急病診療所は、台風の影響により休診となります。
緊急の場合は、消防本部（0439-53-0119）へお問い合わせください。
市からのお
本日（10／12）の夜間急病診療所
2019/10/12 13:40
知らせ
について

本文

署名
健康づくり課
0439-57-2230

保健福祉センターふれあい館が避難者で満員となったため、新たに特別養護老人ホーム「夢の郷（君津市杉谷３－１）」を福祉避難所として開設しました。
●福祉避難所は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。避難をお考えの方は以下の点にご留意くだ
さい。
防災情報

2019/10/12 14:03

特別養護老人ホーム夢の郷（福祉 避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
避難所）について
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

特別養護老人ホーム夢の郷
君津市杉谷３－１
0439－50－3301
新たに福祉避難所として開設した特別養護老人ホーム「夢の郷（君津市杉谷３－１）」は、現在、一般の避難者も受け入れています。
すでに河川の水位が上昇しており、激しい雨・風となっていますので避難される方は十分注意して行動してください。
防災情報

特別養護老人ホーム夢の郷は一
2019/10/12 14:48 般の避難所としてもご利用いただ
けます

特別養護老人ホーム夢の郷
君津市杉谷３－１
0439－50－3301

危機管理課
0439-56-1290

10月12日（土）現在の避難所の開設状況は以下のとおりです。
【現在、受入中の避難所】
・君津市民文化ホール
・南子安小学校体育館
・周東中学校
・秋元小学校
・農村環境改善センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
・特別養護老人ホーム夢の郷（福祉避難所（君津市杉谷３－１）※一般の避難所としてもご利用いただけます。

防災情報

2019/10/12 15:50 避難所の開設状況について

【満員となっている避難所】
・保健福祉センターふれあい(福祉避難所）
・生涯学習交流センター
・周西中学校
・八重原公民館
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
●福祉避難所は、高齢者や障害のある方、妊産婦などで、一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
すでに河川の水位が上昇しており、激しい雨・風となっていますので十分注意して行動してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
当地域に、洪水警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報
2019/10/12 15:51 気象警報

本文

署名

震度４の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。
防災情報

市からのお
知らせ

防災情報

市からのお
知らせ

2019/10/12 18:24 地震津波情報

2019/10/12 19:33

コミュニティバス・デマンドタクシー
の運行について

明日１０月１３日（日曜日）、コミュニティバス・デマンドタクシーは下記の便から運行を再開する予定です。
なお、道路状況等の安全が確認され次第、運行再開となりますので、予定より遅れる場合があります。
【コミュニティバス】
○小糸川循環線：外回り中島３便（午後１時１５分君津駅南口発）、内回り７便（午後２時１０分君津グラウンドゴルフ場発）
○人見・大和田・神門線：６便（正午君津市役所発）
○中島・豊英線：下り５便（午後０時１８分鈴木病院前発）、上り８便（午後０時４５分粟倉発）
【デマンドタクシー】午後１時

君津市企画課
0439-56-1566

【避難勧告の解除】
10月13日（日曜日）午前2時48分、市内に発表されていたすべての気象警報が解除されたこと、また、河川の水位が低下したことから、発令していた「警戒レベル４避難勧
告」は4時40分に解除しました。
【避難所情報】
現在は、以下の避難所を開設しています。避難される方は、軽食及び飲料水などをお持ちのうえ、避難してください。
・保健福祉センターふれあい館（福祉避難所）
【警戒レベル４】避難勧告の解除に ・生涯学習交流センター
危機管理課
2019/10/13 9:23
ついて
・小糸公民館
0439-56-1290
・清和公民館
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
※周西中学校、八重原公民館、周南公民館、君津市民文化ホール、南子安小学校、周東中学校、秋元小学校、農村環境改善センター、松丘コミュニティーセンター、亀山コ
ミュニティセンター、特別養護老人ホーム 夢の郷は閉鎖しました。

2019/10/13 11:29

公共交通機関の運行情報につい
て

本日１０月１３日（日曜日）、コミュニティバス・デマンドタクシーは下記の便から運行を再開します。
【コミュニティバス】
○小糸川循環線：外回り中島３便（午後１時１５分君津駅南口発）、内回り７便（午後２時１０分君津グラウンドゴルフ場発）
○人見・大和田・神門線：６便（正午君津市役所発）
○中島・豊英線：下り５便（午後０時１８分鈴木病院前発）、上り８便（午後０時４５分粟倉発）
【デマンドタクシー】午後１時

君津市企画課
0439-56-1566

かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日、10月13日(日)午後1時から午後9時まで、亀山コミュニティセンターにて給水活動を行います。
防災情報

2019/10/13 13:24 給水活動を行います
ペットボトルやポリタンクなど、水を入れる容器を持参してください。

防災情報

2019/10/13 16:43 避難所開設体制について

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
10月13日17時より、避難所開設状況は以下のとおりとします。避難される方は、軽食及び飲料水などをお持ちのうえ、避難してください。
・保健福祉センターふれあい館（福祉避難所）
・生涯学習交流センター
・小糸公民館
・上総地域交流センター
※清和公民館、小櫃公民館は閉鎖します。
●福祉避難所は高齢者や障害のある方、妊産婦などで一般的な避難所では不安のある方を受け入れるための避難所です。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

本文

署名

本日、午後9時まで給水活動行っています。
活動場所に、道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場を追加します。
防災情報

2019/10/13 17:11 給水活動の場所を追加します

給水活動場所
・亀山コミュニティセンター
・道の駅 ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

注意事項＝水を入れる容器を、必ず持参してください。例：ペットボトル、ポリタンク等
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
台風１５号及び１９号の被害による災害廃棄物の受け入れを１０月１４日（月）から再開します。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。
▼受入場所
君津市清掃工場
（君津市三直１５５２－３５）
久留里スポーツ広場駐車場
（君津市久留里市場３６８－１）
三島神社入り口
（君津市宿原１１１９）
▼受入時間
（午前の部）午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部）午後１時から午後４時まで
防災情報

2019/10/13 18:00

▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
災害廃棄物の受け入れを再開しま
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
す。
・樹木
・屋根材
・瓦
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など

クリーン推進課
0439-52-5353

▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
１０月１４日(月)午前９時から午後７時まで、給水活動を行います。
防災情報

2019/10/13 18:35 給水活動を行います

○給水場所
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

ペットボトルやポリタンクなど、水を入れる容器を持参してください。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
実施日時＝10月14日(月・祝) 午後5時まで(受付は午後4時まで)
防災情報

2019/10/14 11:21

スマートフォンなどの無料充電サー
ビスを実施します

実施場所＝清和行政センター、小櫃行政センター、松丘コミュニティセンター、亀山コミュニティセンター
注意事項＝
・充電器・ケーブル等は必ず持参してください。
・混雑時は一人30分程度でお願いします。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風１９号の影響による停電のため、国保小櫃診療所（末吉１０４６）は、１０月１５日（火）を臨時休診します。松丘診療所は、通常どおり開院予定です。

市からのお
知らせ

2019/10/14 12:34

国保小櫃診療所の臨時休診のお
知らせ

署名

問い合わせ先：
小櫃診療所
0439-35-2020
松丘診療所
0439－29－2604
国民健康保険課
0439-56-1171
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。

防災情報

2019/10/14 17:47

亀山地区で水道管の洗浄作業を
実施します

本日(10月14日(月・祝))午後6時頃から亀山地区で水道管の洗浄作業を行います。
洗浄作業中は赤く濁った水が出る場合がありますので、飲み水としての使用は控えてください。
洗浄作業終了後、再度、広報いたします。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
本の貸出などの業務を以下の日程のとおり再開します。

市からのお
知らせ

2019/10/14 18:00 中央図書館業務再開のお知らせ

▼中央図書館
10月15日（火）
▼移動図書館ひまわり号巡回
10月15日（火）
▼市民体育館分室
10月16日（水）
▼周南公民館分室
10月15日（火）

---------------問い合わせ先
中央図書館
問 0439-52-4646
----------------

注意事項＝上記以外の分室については、再開は未定となっております。
休館中につきましてはご不便をおかけいたしました。
また、ご理解とご協力ありがとうございました。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日、10月15日(火)午前9時から午後7時まで、給水活動を行います。
防災情報

2019/10/15 9:40 給水活動を行います

○給水場所
亀山コミュニティセンター
道の駅ふれあいパークきみつ駐車場

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

ペットボトルやポリタンクなど、水を入れる容器を持参してください。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。
実施日時＝10月15日(火) 午前10時から午後5時まで(受付は午後4時まで)
防災情報

防災情報

2019/10/15 9:54

スマートフォンなどの無料充電サー
ビスを実施します

2019/10/15 12:00 避難所を閉鎖しました

実施場所＝清和行政センター、小櫃行政センター、松丘コミュニティセンター、亀山コミュニティセンター
注意事項＝
・充電器・ケーブル等は必ず持参してください。
・混雑時は一人30分程度でお願いします。
台風19号の影響により開設していた避難所は、10月15日正午にすべて閉鎖しました。
(1)ふれあい館（福祉避難所）
(2)生涯学習交流センター
(3)小糸公民館
(4)上総地域交流センター

危機管理課
0439-56-1290

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署からお知らせします。

本文

署名

本日は、年金支給日です。
電話で家族や公共機関を名乗り、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、すぐに信用せず、振り込め詐欺を疑い、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡
し、相談しましょう。
安心・安全
メール

2019/10/15 12:14 安心・安全メール

また、台風被害の調査や修理をかたった犯罪にも、ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
台風15号で被害を受けた中小企業・小規模事業者の方へ、経済産業省関東経済産業局、千葉県、千葉県商工会議所連合会、君津市、君津商工会議所が連携し、各支援
制度について説明会を開催します。
開催日時・会場
▼10月17日（木）午後2時から
会場＝君津市内みのわ運動公園 視聴覚室（君津市内箕輪1-1-1）
▼10月23日（水）午後2時から
会場＝上総地域交流センター 多目的ホール（君津市久留里市場192-5）

市からのお
知らせ

【中小企業者向け】台風１５号によ
プログラム＝政府（経済産業省等）の支援策説明、県の支援策説明
2019/10/15 16:02 る被災中小企業向け支援施策説
※説明会終了後、各機関の担当者が会場にて、個別にご相談等をお受けいたします。
明会を開催します
申込方法＝申込書に記入のうえファックスもしくはお電話にてお申込みください。（先着80名）
※申込書は君津市公式ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/23809.html

---------------メール配信元
君津市経済振興課
問 0439-56-1277
----------------

申込み・問合せ先＝君津商工会議所
電話：0439-52-2511
ファックス：0439-52-0177

火災情報

2019/10/15 19:16 火災情報

火災情報

2019/10/15 19:33 火災情報

防災情報

2019/10/16 8:00 巡回による給水活動を行います

こちらは君津市消防本部です。
10月15日19時10分頃、君津市中島７１８番 中島中部自治会館付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
10月15日19時10分頃、君津市中島718番 中島中部自治会館付近で発生したその他火災は誤報（ごみの焼却行為）と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせです。
本日(10月16日(水))、上総地区の一部地域において、巡回による給水活動を実施します。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
君津市では、骨髄バンクに登録して骨髄等の提供を行ったドナーと、ドナーの勤務する事業所に、助成金を交付しています。
まずは骨髄バンクへの登録から、命のボランティアを始めてみませんか？

署名

○骨髄バンクへの登録方法：
下記の登録窓口でご登録いただくことができます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細はお問い合わせください。
○献血会場
日時：10月23日（水）10：00～12:45 14:00～16：00
会場：保健福祉センター（警察署向かい）
市からのお
知らせ

2019/10/16 9:00

骨髄バンクへのドナー登録で、救
える命があります。

○最寄りの登録窓口
君津健康福祉センター〔君津保健所〕
木更津市新田3-4-34
TEL0438-22-3745
※常時受付ではないため、必ず事前にお電話でご確認ください。

健康づくり課
管理調整係
0439－57－2230

○助成金に関するお問い合わせ先
・君津市健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html TEL0439-57-2230
○骨髄等移植・ドナー登録に関する問い合わせ先
・（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp TEL03-5280-1789
清和・上総地区の高齢者の運動教室は、台風１９号による断水・停電のため１０月１８日（金）まで中止といたします。
中止とする会場は以下のとおりです。
●健康増進事業
清和公民館・上総公民館
市からのお
知らせ

2019/10/16 9:09 高齢者運動教室中止のお知らせ

●健康増進モデル事業
指導員が派遣される予定の教室
宿原・奥米・怒田沢・正木・向郷・広岡下部・植畑

健康づくり課 健康
都市推進室
０４３９－５７－２２
３３

ご不明な点は健康づくり課までご連絡ください。
台風15号により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設等の修繕・再建を支援する農業被災者向け支援事業補助金があります。補助金の交付を希望する方は、
必要書類を提出してください。必要書類は、君津市ホームページからダウンロードすることができます。
また、補助事業についての説明会を開催しますので、ご希望の方はご参加ください。

市からのお
知らせ

◆補助金の申込受付
提出期間＝10月16日(水)から10月25日(金)まで
【農家の皆様へ】被災農業者向け
受付時間＝午前9時から午後5時まで
2019/10/16 18:00 支援事業補助金の説明会を開催し
受付場所＝君津市役所4階農政課、各行政センター、JA君津経済・購買センター
ます
◆補助事業説明会「強い農業・担い手総合支援交付金（被災農業者支援型）について」
日時・場所＝10月18日(金)
(1)午前9時30分から・ＪＡきみつ君津購買センター2階会議室
(2)午後2時から・ＪＡきみつ小櫃支店2階会議室
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/24137.html

問合先
君津市農政課
0439-56-1672

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
君津市南久保にお住まいの８２歳の男性が本日、午後３時００分ごろから行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/10/16 19:42 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６３センチくらい
痩せ型
白髪オールバック
灰色のセーター
紺色ジャージ

署名

君津警察署
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
かずさ水道広域連合企業団からお知らせします。
防災情報

2019/10/16 19:48 市内の断水は解消されました

市内の一部地域で発生していた断水は、すべて解消されました。

かずさ水道広域連
合企業団
0438-38-3276

大変長い間ご協力ありがとうございました。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市南久保にお住まいの８２歳の男性は、富津市内にて無事発見されました。
安心・安全
メール

2019/10/17 11:02 行方不明者の発見について

ご協力ありがとうございました。
君津警察署生活安全課
0439-54-0110
台風15号により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設等の修繕・再建を支援する農業被災者向け支援事業補助金があります。補助金の交付を希望する方は、
必要書類を提出してください。必要書類は、君津市ホームページからダウンロードすることができます。
また、補助事業についての説明会を開催しますので、ご希望の方はご参加ください。

市からのお
知らせ

◆補助金の申込受付
提出期間＝10月16日(水)から10月25日(金)まで
【農家の皆様へ】被災農業者向け
受付時間＝午前9時から午後5時まで
2019/10/17 12:00 支援事業補助金の説明会を開催し
受付場所＝君津市役所4階農政課、各行政センター、JA君津経済・購買センター
ます
◆補助事業説明会「強い農業・担い手総合支援交付金（被災農業者支援型）について」
日時・場所＝10月18日(金)
(1)午前9時30分から・ＪＡきみつ君津購買センター2階会議室
(2)午後2時から・ＪＡきみつ小櫃支店2階会議室
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/24137.html

問合先
君津市農政課
0439-56-1672

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風被害により発生した災害廃棄物の受け入れを臨時で10月20日（日曜日）も行います。
なお、場内整備等のため、10月21日（月曜日）および10月22日（火曜日）の災害廃棄物の受け入れは休止します。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。
また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。

防災情報

市からのお
知らせ

署名

▼受入場所
・君津市清掃工場（君津市三直１５５２－３５）
・久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場３６８－１）
・三島神社入り口（君津市宿原１１１９）
※久留里スポーツ広場駐車場及び三島神社入り口での受け入れは、10月31日（木曜日）までとなります。
▼受入時間
（午前の部） 午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部） 午後１時から午後４時まで
▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
災害廃棄物を臨時で受け入れます
クリーン推進課
2019/10/18 18:30
・樹木
【10月20日(日曜日)】
0439-52-5353
・屋根材
・瓦
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など
▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・通常の可燃・不燃・資源ごみの受け入れは行いませんので、ご遠慮ください。
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
台風15号により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設等の修繕・再建を支援する農業被災者向け支援事業補助金要望調査を実施しております。補助金の交付
を希望する方は、要望調査票を提出してください。要望調査票は、君津市ホームページからダウンロードすることができます。
なお、市役所４階農政課は、平日のほか、10月19日（土）、20日（日）、22日（火・祝）の8：30から17：15まで要望調査票を受け付けます。
【農家の皆様へ】被災農業者向け
問合先
2019/10/18 19:52 支援事業補助金の要望調査票を
君津市農政課
要望調査票提出期限＝令和元年10月25日（金）
受付します
0439-56-1672
強い農業・担い手総合支援交付金（被災農業者支援型）の概要はこちら
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/24137.html
当地域に、大雨警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

防災情報

2019/10/19 5:24 気象警報
雨量規制のため、本日午前７時から以下の国道県道の区間が通行止めとなっております。

安心・安全
メール

【道路情報】国道県道の通行止め
2019/10/19 7:34
のお知らせ

防災情報

2019/10/19 12:09 気象警報の解除について

安心・安全
メール

【道路情報】国道県道の通行止め
2019/10/19 13:41
解除のお知らせ

●国道410号 大坂→大岩
●国道465号 黄和田畑→大多喜方面
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川方面
●県道大多喜君津線 川谷→市原市月崎
令和元年１０月１９日１１時４７分、市内に発表されていた【大雨警報】は解除となりました。
引き続き、今後の気象情報に十分注意して下さい。
雨量により通行止めとなっていた以下の区間の通行止めは解除されました。
●国道410号 大坂→大岩
●国道465号 黄和田畑→大多喜方面
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川方面
●県道大多喜君津線 川谷→市原市月崎

【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017
君津市危機管理課
0439-56-1290
【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風被害により発生した災害廃棄物の受け入れを臨時で10月20日（日曜日）も行います。
なお、場内整備等のため、10月21日（月曜日）および10月22日（火曜日）の災害廃棄物の受け入れは休止します。
搬入の際には、受付票の記入をお願いしております。
また、免許証等で君津市内にお住まいであることを確認させていただきます。

防災情報

市からのお
知らせ

▼受入場所
・君津市清掃工場（君津市三直１５５２－３５）
・久留里スポーツ広場駐車場（君津市久留里市場３６８－１）
・三島神社入り口（君津市宿原１１１９）
※久留里スポーツ広場駐車場及び三島神社入り口での受け入れは、10月31日（木曜日）までとなります。
▼受入時間
（午前の部） 午前９時から午前１１時３０分まで
（午後の部） 午後１時から午後４時まで
▼災害廃棄物として受け入れが可能な品目
次のような廃棄物は、平常時は処理困難物として受け入れできませんが、君津市内のご家庭で被災したものを個人で搬入する場合のみ受け入れいたします
災害廃棄物を臨時で受け入れます
2019/10/19 18:05
・樹木
【10月20日(日曜日)】
・屋根材
・瓦
・トタン材
・畳
・壁材
・物置 など
▼処理手数料
一般家庭から排出された災害廃棄物については、無料となります。
▼注意点
・通常の可燃・不燃・資源ごみの受け入れは行いませんので、ご遠慮ください。
・一度の搬入は、２００ｋｇ程度までとしてください。
・搬入の際には降ろしやすいよう、分別にご協力ください。
・荷降ろしは、搬入される方の手でお願いします。
・木材などは、機材が整いましたので、寸法制限を設けないこととします。
ただし、人力で降ろせる範囲の物としてください。
台風15号被害による農業関係被害への千葉県の支援制説明会（生産者向け）が、10月23日（水）から10月28日（月）まで、県内10か所で開催されます。
出席を希望する方は、出席申込書に必要事項を記入し、君津農業事務所にファックスでお申し込みください。
開催要領(日時・場所)と出席申込書はこちらからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/24255.html
【農家の皆様へ】台風15号による農
最寄の開催会場
2019/10/20 10:39 業関係被害への千葉県の支援制
日時＝10月28日（月）午前10時
度説明会が開催されます
場所＝かずさアカデミアホール(木更津市かずさ鎌足2丁目3－9)

署名

クリーン推進課
0439-52-5353

配信元
君津市農政課
0439-56-1672

申込先＝君津農業事務所
ファックス：0438-23-6698
令和元年10月29日（火）から子宮頸がん(集団)検診を実施します。
対象者：君津市に住民登録のある20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の女性
検査内容：子宮頸部細胞診
検診費用：無料
※事前の申込は不要です。
注）４月以降に市の子宮頸がん検診（個別または集団）を受けた方は受診できません。
2019/10/21 18:00 子宮頸がん(集団)検診のお知らせ
日時・会場等の詳細は市のホームページまたは広報きみつ10月号をご覧ください。
ホームページhttps://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1428.html
子宮頸がんは若年層に多く見られるがんです。
検診を受けて早期発見・治療を！

君津市健康づくり
課
0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
台風20号の接近に伴い、JR東日本千葉支社において、明日10月22日（火曜日）の運転については、下記のとおり計画されています。

市からのお
知らせ

2019/10/21 18:30 JR久留里線の計画運休について

〇運休となる列車
【久留里線】
上総亀山駅6時01分発 木更津駅行きの上総亀山駅～久留里駅間（区間運休）

署名

君津市企画課
0439-56-1566

詳しい内容につきましては、下記のホームページでご確認ください。
【ＪＲ東日本千葉支社ホームページ】
https://www.jreast.co.jp/chiba/
君津市南子安にお住まいの８０歳の男性が本日、午後６時００分ごろから行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/10/21 21:24 行方不明者について

安心・安全
メール

2019/10/21 22:46 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５２センチくらい
やせ型
白髪の短髪
紺色のジャンパー
黒色ズボン
紺色の野球帽

君津警察署
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津市南子安にお住まいの行方不明となっていた８０歳の男性は、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署生活安
全課
0439－54－0110

本日、君津市保健福祉センターにて、君津市赤十字奉仕団主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。
受付時間 10：00～12：45
14：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（君津警察署向かい）
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
市からのお
知らせ

2019/10/23 9:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
健康づくり課 0439-57-2230
当地域に、大雨警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

防災情報

2019/10/25 8:20 気象警報

防災情報

2019/10/25 8:36 気象警報

防災情報

2019/10/25 9:13

当地域に、洪水警報がでました。今後の気象情報に注意してください。

【10月25日】本日の災害廃棄物の
臨時受け入れを休止します

本日の災害廃棄物の受け入れは、大雨警報が発令されたため休止とします。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
雨量規制のため、本日午前９時３０分から以下の国道県道の区間が通行止めとなっております。

安心・安全
メール

防災情報

【道路情報】国道県道の通行止め
2019/10/25 9:49
のお知らせ

2019/10/25 10:04 気象情報

●国道410号 大坂→大岩
●国道465号 黄和田畑→大多喜方面
●県道市原天津小湊線 黄和田畑→鴨川方面
●県道大多喜君津線 川谷→市原方面
ただいま、土砂災害警戒情報が発表されました。テレビ・ラジオの情報に注意してください。

クリーン推進課
0439-52-5353
【問い合わせ先】
君津土木事務所上
総出張所0439－27
－2017

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
令和元年10月25日(金)10時04分

本文

署名

土砂災害警戒情報の発表に伴い、市内の土砂災害警戒区域に警戒レベル４避難勧告を発令しました。
がけの近くにお住まいの方は、避難を開始してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
【警戒レベル４】避難勧告を発令し ・周南公民館
2019/10/25 10:16
ました
・中小学校
・秋元小学校
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
令和元年10月25日(金)11時50分
大雨による河川の増水に伴い、小糸地区の小糸川流域び小櫃川流域に居住する方に対し、警戒レベル４避難勧告を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難を開始してください。

防災情報

現在避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
【警戒レベル４】小糸川及び小櫃川 ・周南公民館
2019/10/25 11:51
の増水に伴う避難勧告
・中小学校
・秋元小学校
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災に十分注意してください。
令和元年10月25日(金)12時15分
大雨による河川の増水に伴い、中富地区の小糸川流域に対し、警戒レベル４避難勧告を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難を開始してください。

防災情報

現在避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
【警戒レベル４】小糸川の増水に伴 ・周南公民館
2019/10/25 12:16
う避難勧告
・中小学校
・秋元小学校
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
令和元年10月25日(金)12時35分

本文

署名

大雨による河川の増水に伴い、久留里地区、小櫃地区の小櫃川流域に警戒レベル４避難指示(緊急）を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難をしてください。
なお、避難が難しい場合は自宅の2階など、なるべく高いところに避難してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
・周南公民館
【警戒レベル４】避難指示（緊急）を
2019/10/25 12:41
・中小学校
発令しました
・秋元小学校
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
・農村環境改善センター（追加）
・貞元コミュニティセンター（追加）

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
令和元年10月25日(金)12時35分
大雨による河川の増水に伴い、小糸区の小糸川流域及び久留里地区、小櫃地区の小櫃川流域に警戒レベル４避難指示(緊急）を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難をしてください。
なお、避難が難しい場合は自宅の2階など、なるべく高いところに避難してください。

防災情報

2019/10/25 12:45

【追加】【警戒レベル４】避難指示
（緊急）を発令しました

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
・周南公民館
・中小学校
・秋元小学校
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
・農村環境改善センター（追加）
・貞元コミュニティセンター（追加）

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
本日（１０月２５日）、大雨等の影響により、【コミュニティバス（中島・豊英線）の粟倉～県民の森間】と【デマンドタクシー】は、現在運休しています。
なお、その他の公共交通機関についても、一部運休となっております。
詳しくは、各運行事業者のホームページをご確認ください。
市からのお
知らせ

2019/10/25 12:47

公共交通機関の運行情報につい
て

【運行状況の問合せ先】
中島・豊英線：大新東株式会社君津営業所 電話０４３９－５０－３１２０
デマンドタクシー：大新東株式会社君津デマンド営業所 電話０４３９－２７－３１８０
ＪＲ東日本ホームページ https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx
日東交通株式会社ホームページ http://www.nitto-kotsu.co.jp/

配信元
君津市企画課
0439-56-1566

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名

本文

署名

大雨に加え、亀山ダムの放流による河川の増水に伴い、松丘地区、久留里地区、小櫃地区の小櫃川流域（支流も含む）に警戒レベル４避難指示(緊急）を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難をしてください。
なお、避難が難しい場合は自宅の2階など、なるべく高いところに避難してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
・周南公民館
・中小学校
【警戒レベル４】避難指示（緊急）を ・秋元小学校
2019/10/25 13:30
発令しました
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘コミュニティセンター
・亀山コミュニティセンター
・農村環境改善センター
・貞元コミュニティセンター
・小櫃小学校（追加）

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
10月25日(金)14時時点の避難所の開設状況は以下のとおりです。

防災情報

2019/10/25 14:10 避難所の開設状況について

(１)君津中学校
(２)八重原公民館
(３)周南公民館
(４)中小学校
(５)秋元小学校
(６)小櫃公民館
(７)上総地域交流センター
(８)亀山コミュニティセンター
(９)農村環境改善センター
(10)貞元コミュニティセンター
(11)小櫃小学校
(12)松丘小学校（追加）
※松丘コミュニティセンターは亀山ダムの放流に備え、閉鎖しました。
避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
亀山ダムの緊急放流が予定されています。緊急放流に備え、松丘地区、久留里地区、小櫃地区の小櫃川流域（支流も含む）にお住まいの方は、ただちに避難をしてくださ
い。
なお、避難が難しい場合は自宅の2階など、なるべく高いところに避難してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
・周南公民館
・中小学校
亀山ダムの緊急放流が予定されて ・秋元小学校
2019/10/25 15:07
います
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘小学校
・亀山コミュニティセンター
・農村環境改善センター
・貞元コミュニティセンター
・小櫃小学校

署名

危機管理課
0439-56-1290

令和元年10月25日(金)16時10分
河川の増水に伴い、君津地区、清和地区の小糸川流域に居住する方に対し、警戒レベル４避難勧告を発令しました。
河川の近くにお住まいの方は、避難を開始してください。

防災情報

現在、避難できる避難所は、
・君津中学校
・八重原公民館
・周南公民館
・中小学校
【警戒レベル４】避難勧告を発令し
2019/10/25 16:17
・秋元小学校
ました
・小櫃公民館
・上総地域交流センター
・松丘小学校
・亀山コミュニティセンター
・農村環境改善センター
・貞元コミュニティセンター
・小櫃小学校

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。

2019/10/25 17:24 テストメールです

防災情報

2019/10/25 19:15

こちらは君津市メール配信サービスのテストメールです。

亀山ダムの緊急放流は当面の間、 本日、予定されていた、亀山ダムの緊急放流は当面の間、実施されない見込みとなりました。
実施されない見込みとなりました
今後の気象情報に十分注意してください。

問い合わせ先
君津市政策推進課
0439－56－1288
危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
10月25日(金)21時時点の避難所の開設状況は以下のとおりです。

防災情報

2019/10/25 21:10 避難所の開設状況について

本文

(１)君津中学校
(２)八重原公民館
(３)周南公民館
(４)中小学校
(５)秋元小学校
(６)小櫃公民館
(７)上総地域交流センター
(８)亀山コミュニティセンター
(９)貞元コミュニティセンター
(10)小櫃小学校
(11)松丘小学校
※農村環境改善センターは閉鎖しました。

署名

危機管理課
0439-56-1290

避難する場合は食料や毛布等を各自で用意をお願いします。
また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。
防災情報
防災情報

亀山ダムの緊急放流は実施されな 本日、予定されていた、亀山ダムの緊急放流は実施されないことになりました。
いことになりました
今後の気象情報に十分注意してください。
【避難指示（緊急）及び避難勧告の解除】
【警戒レベル４】避難指示（緊急）及 10月26日（土）午前5時20分、市内に発表されていたすべての気象警報が解除されたこと、また、河川の水位が低下したことから、市内に発令されていた「警戒レベル４避難
2019/10/26 5:38
び避難勧告の解除について
指示(緊急）」及び「警戒レベル４避難勧告」を解除しました。

2019/10/25 21:30

防災情報

2019/10/26 6:53 避難所を閉鎖しました

市からのお
知らせ

2019/10/26 7:03

コミュニティバス・デマンドタクシー
の運行について

10月25日の大雨の影響により開設していた次の避難所は、10月26日6時にすべて閉鎖しました。
(１)君津中学校
(２)八重原公民館
(３)周南公民館
(４)中小学校
(５)秋元小学校
(６)小櫃公民館
(７)上総地域交流センター
(８)亀山コミュニティセンター
(９)貞元コミュニティセンター
(10)小櫃小学校
(11)松丘小学校
コミュニティバス中島・豊英線は、本日１０月２６日（土曜日）、午前７時２０分粟倉発（上り始発便）から通常運行となります。
また、デマンドタクシーは午前８時から運行を再開します。
【運行状況の問合せ先】
コミュニティバス中島・豊英線：大新東株式会社君津営業所 電話０４３９－５０－３１２０
デマンドタクシー：大新東株式会社君津デマンド営業所 電話０４３９－２７－３１８０

危機管理課
0439-56-1290
危機管理課
0439-56-1290

危機管理課
0439-56-1290

君津市企画課
0439-56-1566

木更津市畑沢南にお住まいの８７歳の男性が本日、午前７時ごろ徒歩で自宅を出たまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/10/26 11:18 行方不明者について

安心・安全
メール

2019/10/26 12:29 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５５センチ
やせ型
白髪
紫色の長袖ポロシャツ
紺色ジャージのズボン
迷彩柄の帽子
茶色のスニーカー

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
本日午前７時ごろから行方不明となっていた木更津市畑沢南にお住まいの８７歳の男性は、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
10月28日09時42分頃、君津市人見1055番 人見シーサイドハイツ付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2019/10/28 9:48 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

火災情報

市からのお
知らせ

火災情報

火災情報

防災情報

2019/10/28 12:08 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１０月２８日０９時４２分頃、君津市人見１０５５番 人見シーサイドハイツ付近で発生した建物火災は１２時０２分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

久留里駅から上総亀山駅間で運行を見合わせているJR久留里線は、11月1日（金曜日）の夜間より運行を再開できる見込みであると、JR東日本千葉支社から発表されまし
た。
JR久留里線の運行再開見込みに
2019/10/30 17:37
詳しい内容、最新の情報につきましては、下記のホームページでご確認ください。
ついて
【JR東日本千葉支社ホームページ】
https://www.jreast.co.jp/chiba/
こちらは君津市消防本部です。
１０月３１日１０時４７分頃、館山道下り君津PA付近で車両火災が発生しています。
2019/10/31 10:58 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

2019/10/31 11:08 火災情報

2019/11/1 8:00

災害廃棄物の受け入れ場所を変
更します

こちらは君津市消防本部です。
１０月３１日１０時４７分頃、館山道下り君津PA付近で発生した車両火災は１１時００分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
久留里スポーツ広場駐車場及び三島神社入り口での災害廃棄物の受け入れは、１０月３１日（木）で終了いたしました。
１１月１日（金）以降は、君津市清掃工場にて受け入れを行います。搬入の際は「り災証明書」または「被災届出証明書」が必要となります。
なお、品目や状況により、受け入れ出来ない場合がありますので、ご了承ください。
また、１１月１日（金）から、高齢者や障害のある方で災害廃棄物の自己搬入が困難な方を対象に戸別収集の受付を開始いたします。
詳細につきましては、お問い合わせください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/22583.html
君津市小糸公民館にて、君津中央ライオンズクラブ主催による献血が下記のとおり実施されます。
ご協力をお願いします。
期 日 令和元年11月8日（金）
受付時間 9：30～11：30
場 所 君津市小糸公民館
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。

市からのお
知らせ

2019/11/1 9:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
健康づくり課 0439-57-2230

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市企画課
0439-56-1566

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

クリーン推進課
0439-52-5353

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
11月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

第1部：1日（金）から14日（木）
第2部：20日（水）から12月8日（日）
亀山オータムフェスティバル2019（亀山湖周辺）
問 0439-39-2535 一般社団法人君津市観光協会亀山支部
http://www.kazusakameyama.com/
2日（土）、23日（土・祝）
雨城楊枝＆黒文字グッズ体験（森林体験交流センター・有料）
午前10時から午後3時
問 0439-27-2422 森林体験交流センター
https://kimitsu-shinrin.jimdofree.com/
市からのお
知らせ

2019/11/1 12:00 市からのお知らせ

16日（土）、17日（日）
図書館ブックリサイクルフェア（中央図書館）
午前10時から午後5時
※混雑時は、両日午前9時から整理券配布
問 0439-52-4646 中央図書館
https://www.city.kimitsu.chiba.jp/library/index2.htm

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

18日（月）、25日（月）、12月11日（水）、16日（月）、1月16日（木）、21日（火）
やさしい傾聴講座（生涯学習交流センター）
午前10時から正午（午前9時45分受付）
定員：30人（保育あり・先着10人）
申込期限：11月11日（月）
申 0439-50-3980 生涯学習交流センター
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/24228.html
21日（木）
講演「思春期の子育てで向き合うデートＤＶ」（周西公民館）
災害による被害に関するご相談をワンストップで受け付ける専用窓口を設置しています。
まずは専用ダイヤルまでお電話ください。
◎被災者支援専用ダイヤル＝0439-56-1177
【受付時間】
平日 午前9時から午後4時まで
防災情報

2019/11/1 15:21

「被災者支援相談窓口」を開設して
【相談内容】
います
・被災住家の応急修理・修繕
・生活支援のご相談
・その他の相談に関する担当窓口へのご案内
【一部損壊の住宅への支援】
・対象者の方には、申請書等を後日郵送いたします。
・あらかじめ被害状況の写真記録と保存をお願いします。

厚生課被災者支援
室
0439-56-1177

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆11月2日(土)
映画上映会「アラジン」（日本語吹替版）
＜復興支援特別上映会＞ ※特別料金５００円均一
◆11月23日(土祝)
避難訓練コンサート ※入場無料（要申込）
◆11月27日(水) ※9月13日(金)より延期
映画上映会「ねことじいちゃん」
◆11月28日(木)
映画上映会「ホワイト・クロウ 伝説のダンサー」（字幕スーパー版）
市からのお
知らせ

2019/11/1 18:00

君津市民文化ホール主催イベント
◆11月29日(金)
のお知らせ
エマニュエル・チェクナヴォリアン ヴァイオリン・リサイタル
◆12月1日(日)
幸田浩子＆Ｊスコラーズ クリスマスコンサート
◆12月15日(日)
お笑いスーパーライブin君津
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。

市からのお
知らせ

2019/11/1 18:32

JR久留里線の全線運行再開につ
いて

---------------メール配信元
君津市民文化ホール
大雨の影響により、ＪＲ久留里線は久留里駅から上総亀山駅間で運転を見合わせておりましたが、本日１１月１日（金曜日）午後５時５１分より、全線で列車の運転を再開し
ました。
最新の運行状況は、下記のホームページをご確認ください。
君津市企画課
【ＪＲ東日本ホームページ】
0439-56-1566
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx
君津警察署からお知らせします。

安心・安全
メール

2019/11/4 17:06 振り込み詐欺の電話について

現在、君津市内において、君津警察署をかたり、
詐欺グループが捕まった。預金通帳を確認したい。
などといった、詐欺と思われる不審な電話が多数かかっています。
オレオレ詐欺の電話にご注意ください。
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。

安心・安全
メール

2019/11/6 16:37 行方不明者について

君津市馬登に別荘を持つ７７歳の男性が、１０月３０日の午前１１時３０分頃から船橋市の自宅を出たまま行方不明となっています。
身長 １６６センチくらい
体格 中肉
頭髪 白髪まじり短髪
服装 赤と白のチェック柄長袖シャツ
グレーの迷彩柄ズボン
使用車両は習志野ナンバーのトヨタポルテ水色です。
心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署からお知らせします。

本文

署名

本日、君津市内において、警察官を名乗り、「泥棒に入られていませんか」といった内容の「電話ｄｅ詐欺（オレオレ詐欺）」と思われる電話が多数かかってきています。
安心・安全
メール

電話で公共機関や家族を名乗り、お金の話が出たときは、すぐに信用せず電話de詐欺を疑い、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談をしてください。
2019/11/7 12:03 安心・安全メール
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
2019/11/8 10:30 １１月８日は「いい歯の日」です！

市からのお
知らせ

本日は「いい歯の日」です.
歯にこびりついている歯垢は、細菌の塊であり、丁寧な歯みがきを心がけるとともに、定期的な歯科健診を受けることが大切です。
市では、市内の協力医療機関で「歯周疾患検診（個別）」を対象者の方に１２月まで実施しております。この機会に是非、受診しましょう！
http://210.164.16.151/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=24451

人生の最期を住み慣れた場所で迎える方が増えています。両親の老後について家族で話してみませんか？
日時＝令和元年１１月２３日（土・祝）午前１０時～１１時３０分（９：３０～受付）
市民向け医療講演会『考えてみよ
会場＝中央図書館2階・視聴覚室
2019/11/8 12:00 う！親の老後 ～知っておきたい
講師＝重山勇氏（医療法人社団伍光会上総在宅診療所）
在宅医療～』を開催します
定員＝100名（予約制）

君津市健康づくり
課
健康都市推進室
0439-57-2233
申込先
高齢者支援課
0439-56-1732

所有者の役目を終えた資料(本・雑誌など)のリサイクルフェアです。
日時=11月16日(土)・17日(日)午前10時から午後5時(当日提供分がなくなり次第終了)
※混雑時は、各日午前9時30分から整理券配布
場所=中央図書館2階・視聴覚室
対象=市内在住・在勤・在学の方
※転売・営利目的のご来場は固くお断りします
市からのお
知らせ

防災情報

図書館ブックリサイクルフェアを開
2019/11/8 12:00
■図書の提供のおねがい
催します
フェア開催に向け、家庭で不要になった図書を募集します。
受付期間=11月10日(日)まで
時間=午前10時から午後5時
場所＝中央図書館、各分室
※受付できる図書の種類など、詳しくはお問合せください
https://www.city.kimitsu.chiba.jp/library/index2.htm

---------------メール配信元
中央図書館
問 0439-52-4646
----------------

９月１４日から開所していました「君津市災害ボランティアセンター」につきましては、ボランティア依頼の作業も順調に処理が進んでいることから、１１月１７日（日）をもって閉
所いたします。
君津市社会福祉協
君津市災害ボランティアセンター閉 （災害に関するボランティアの依頼は１１月１５日（金）午後５時まで受け付けております。）
2019/11/12 19:24
議会
所のお知らせ
なお、今後も被災された方のお困りごとにつきましては、引き続き、君津市社会福祉協議会にて対応させていただきます。
0439-57-2250
これまで、ご協力いただきましたボランティアの皆様をはじめ、関係者の方々には深く感謝申し上げます。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
現在、君津市内で交通事故が増加しています。

本文

署名

そこで、皆様が交通事故の被害者や加害者にならないために、君津警察署からお願いがあります。
一つ目は、道路を渡るときは、遠回りでも横断歩道を渡りましょう。
二つ目は、道路を渡るときは、左右の安全をよく確かめましょう。
安心・安全
メール

2019/11/13 18:00 交通事故が多発しています

三つ目は、夜間外出するときは、反射材を身につけ、目立つようにしましょう。
四つ目は、運転中の脇見は厳禁です。運転に集中し、安全確認をしましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道に歩行者を認めたら、一時停止をしましょう。
交通事故を一件でも多く減らすため、ご協力をお願いします。
君津警察署
０４３９－５４－０１１０
君津市では、骨髄バンクに登録して骨髄等の提供を行ったドナーと、ドナーの勤務する事業所に、助成金を交付しています。
まずは骨髄バンクへの登録から、命のボランティアを始めてみませんか？
○骨髄バンクへの登録方法：
下記の登録窓口でご登録いただくことができます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細はお問い合わせください。
○献血会場
日時：11月22日（金）10：00～12:45 14:00～16：00
会場：保健福祉センター（君津警察署向かい）

市からのお
知らせ

2019/11/15 9:00

骨髄バンクへのドナー登録で、救
える命があります。

○最寄りの登録窓口
君津健康福祉センター〔君津保健所〕
木更津市新田3-4-34
TEL0438-22-3745
※常時受付ではないため、必ず事前にお電話でご確認ください。

健康づくり課
管理調整係
0439－57－2230

○助成金に関するお問い合わせ先
・君津市健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html TEL0439-57-2230
○骨髄等移植・ドナー登録に関する問い合わせ先
・（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp TEL03-5280-1789
令和元年11月21日（木）、22日（金）に子宮頸がん(集団)検診を実施します。
対象者：君津市に住民登録のある20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の女性
検査内容：子宮頸部細胞診
検診費用：無料
※事前の申込は不要です。
注）４月以降に市の子宮頸がん検診（個別または集団）を受けた方は受診できません。
2019/11/15 13:31 子宮頸がん(集団)検診のお知らせ
日時・会場等の詳細は市のホームページまたは広報きみつ10月号または11月号をご覧ください。
ホームページhttps://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1428.html
子宮頸がんは若年層に多く見られるがんです。
検診を受けて早期発見・治療を！

君津市健康づくり
課
0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
乳がん検診のお知らせ（追加実施）

本文

署名

～６月中に乳がん検診（集団検診）のお申し込みをされていた方で、受診できなかった市民の方を対象に、乳がん検診を追加実施します～
１
２
３
４
市からのお
知らせ

2019/11/18 12:00 乳がん検診のお知らせ（追加実施）

実施日：令和２年１月１９日（日）
会 場：保健福祉センター（ふれあい館）
検診項目：マンモグラフィ、エコー
対象者：６月中に集団検診のお申し込みをされていた方で、受診することができなかった市民の方。
※７月中にエコー検査のお申し込みされた方も対象となります。
５ 受診方法：集団検診となります。受診を希望される方は、健康づくり課までお問い合わせください。
詳細については、ホームページをご覧ください。
※広報１２月号に掲載予定です。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html
◆問い合わせ先◆
健康づくり課 0439-57-2230
肝炎ウイルス検診、結核・肺がん検診を受けるチャンスです。
対象者：
40歳以上（昭和55年3月31日以前生まれ）の市民。
【肝炎ウイルス検診】
過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方。
【結核・肺がん検診】
今年度の結核・肺がん検診を受診されてない方。

市からのお
知らせ

2019/11/20 8:30

肝炎ウイルス検診、結核・肺がん
検診が受けられます。

検診内容：
【肝炎ウイルス検診】
血液検査（B型およびC型肝炎ウイルス検査）
【結核・肺がん検診】
胸部レントゲン、喀痰検査（50歳以上の対象者のみ）
実施会場・日時：
会場【農村環境改善センター】
令和元年11月26日（火）
9：30～11：00（こちらの会場は午前のみとなります。）
会場【保健福祉センターふれあい館】
11月29日（金）11月30日（土）12月1日（日）12月3日（火）
<午前> 9：00～11：30 <午後> 13：30～14：30
受診方法：予約不要（会場へ直接お越しください。）
受 診 料：無料

君津市健康づくり
課 0439-57-2230
0439－57－2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
本日、君津市保健福祉センターにて、君津青年経営研究会、君津商工会議所女性会・青年部主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

署名

受付時間 10：00～12：45
14：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（君津警察署向かい）
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。
市からのお
知らせ

2019/11/22 9:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
健康づくり課 0439-57-2230
システムメンテナンス実施により、メール配信を一時停止します。

防災情報

[日時]
システムメンテナンスによるメール 令和元年11月23日（土・祝）
2019/11/22 18:00
配信一時停止のお知らせ
午後1時から午後4時までの間で、30分～60分程度
なお、防災行政無線が聞き取りにくい場合は、0120-49-4133をご利用ください。
放送内容（自動音声案内）が確認できます。
令和元年第４回君津市議会定例会が、１１月２８日（木）から１２月１９日（木）までの予定で開催されます。本会議・委員会の日程は以下のとおりです。

市からのお
知らせ

１１月２８日（木）午前１０時
１２月 ４日（水）午前１０時
１２月 ５日（木）午前１０時
１２月 ６日（金）午前１０時
１２月１０日（火）午前１０時
令和元年第４回君津市議会定例会 １２月１１日（水）午前１０時
2019/11/27 12:00
のお知らせ
１２月１２日（木）午前１０時
１２月１９日（木）午後 ２時

本会議
本会議
本会議
本会議
総務常任委員会
教育福祉常任委員会
経済環境常任委員会
本会議

★傍聴を希望される方は、会議当日に市役所８階、議会事務局までお越しください。
★本会議の様子はインターネットのライブ配信からもご覧になれます。
○議案や一般質問の内容等の詳細、本会議のライブ配信については、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/gikai/

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆12月1日(日)
幸田浩子＆Ｊスコラーズ クリスマスコンサート
◆12月11日(水)
映画上映会「長いお別れ」
◆12月15日(日)
お笑いスーパーライブin君津
◆1月5日(日)・6日（月） ※2019年9月27日（金）・28日（土）より延期
映画上映会「あの日のオルガン」
市からのお
知らせ

2019/11/29 14:21

君津市民文化ホール主催イベント ◆1月13日(月祝)
のお知らせ
トリアングロ 情熱のタンゴコンサート
◆1月18日(土)
琵琶と筝と影絵でつづる「今は昔」
※時間・料金等の公演詳細は、下記ホームページをご確認いただくか、君津市民文化ホールまでお問い合わせください。
https://www.kimibun.jp/
※君津市文化振興財団の主催事業のみ掲載しています。
---------------メール配信元
君津市民文化ホール
問 0439-55-3300
---------------国民健康保険に加入の方で、今年度、特定健康診査をまだ受けていない人を対象に、集団健診を実施します！
「無料」で受診できますので、ぜひ年に１度の健診で健康状態をチェックしましょう。

市からのお
知らせ

【対象者】
昭和20年2月1日から昭和55年3月31日生まれの君津市国民健康保険加入者のうち、特定健康診査や国保短期人間ドックを受診していない方。
※施設に入所されている方、妊娠中の方は対象外になります。
【健診日程】※予約不要。直接会場へお越しください。
特定健康診査（集団健診）を実施し
2019/11/29 18:00
11月30日（土）保健福祉センター・9:00～11:30/13:30～14:30
ます！
12月 1日（日）保健福祉センター・9:00～11:30/13:30～14:30
12月 3日（火）保健福祉センター・9:00～11:30/13:30～14:30
【持ち物】
国民健康保険証
※君津市国民健康保険以外の保険（共済組合・協会けんぽ等）にご加入の方は受診できません。加入している保険にお問い合わせください。

問合先
君津市国民健康保
険課
0439-56-1739

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
災害により住宅・家財・事業用資産等に損害を受けた個人の方を対象とした、確定申告の手続きに関する税務説明会・相談会が開催されます。

署名

◆税理士による無料税務相談
▼期日・場所
12月2日（月）・袖ケ浦市役所旧館3階大会議室
12月5日（木）・君津市役所5階大会議室
▼時間
午前の部・午前9時30分から
午後の部・午後1時から
▼問合先
千葉県税理士会木更津支部 0438－37－9000

市からのお
知らせ

◆木更津税務署主催 災害等に関する申告手続き説明会
▼期日・場所
災害等に関する税務説明会・相談
2019/11/30 12:00
12月16日（月）・木更津市民総合福祉会館
会のお知らせ
12月17日（火）・富津市役所5階会議室
12月19日（木）・君津市役所5階大会議室
12月20日（金）・袖ケ浦市役所旧館3階大会議室
▼時間
午前の部・午前9時30分から
午後の部・午後1時30分から

配信元
君津市課税課
0439－56－1122

※個別相談は予約が必要です。（12月13日（金）締切）
※持ち物等の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/24868.html

火災情報

2019/11/30 13:34 火災情報

火災情報

2019/11/30 13:47 火災情報

問合先・個別相談の予約
木更津税務署
0438－23－6161
こちらは君津市消防本部です。
１１月３０日１３時２６分頃、君津市富田９１番地 小川物産付近で車両火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
１１月３０日１３時２６分頃、君津市富田９１番地 小川物産付近で発生した車両火災は１３時４２分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
12月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

8日（日）まで
亀山オータムフェスティバル2019（亀山湖周辺）
問 0439-39-2535 一般社団法人君津市観光協会亀山支部
http://www.kazusakameyama.com/
22日（日）
きみつ少年少女合唱団クリスマスチャリティコンサート（君津市民文化ホール・大ホール）※有料
午後2時開演（1時15分開場）
問 0439-56-1380 生涯学習文化課、0439-55-3300 君津市民文化ホール
http://kimitsu-jrchorus.jp/

市からのお
知らせ

1月
2019/12/1 12:00 市からのお知らせ
1日（水・祝）
第48回君津ニューイヤーマラソン（市民体育館前噴水広場）
午前9時30分開会式（8時50分から9時20分受付）
申込期間：12月2日（月）から13日（金）
問 0439-56-1698 体育振興課
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/16796.html
26日（日）
きみつ水と緑のコンサート（君津市民文化ホール・大ホール）※有料
午後2時開演（1時15分開場）
問 0439-56-1380 生涯学習文化課、0439-55-3300 君津市民文化ホール
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/41/17584.html
26日（日）
異言語脱出ゲーム（周西公民館）

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
今年で48回目の開催となる君津ニューイヤーマラソン大会の参加申込みを本日から受け付けています。

市からのお
知らせ

2019/12/2 12:00

第48回君津ニューイヤーマラソン
大会の参加者を募集します！

▼日時
令和2年1月1日（水・祝）午前9時30分から正午を予定（受付は8時50分から午前9時20分）
▼受付会場
内みのわ運動公園噴水前広場
▼参加資格
大会の規定コースを完走できる自信があり、自己の健康について異常がないと認められた方。
※市内市外を問いません。
▼対象・種目
【競技の部】
・小学生男子2km（4年生以上）
・小学生女子2km（4年生以上）
・中学生男子3km
・中学生女子3km
・一般男女混合3km（高校生以上）
・一般女子5km（高校生以上）
・40歳以上男子5km
・60歳以上男子5km
・一般10km（高校生以上）
【ジョギングの部】
・一般1.5km（フリー）

署名

君津市教育委員会
体育振興課
0439-56-1698

▼申込方法
住所・氏名・年齢・生年月日・性別・電話番号・参加種目・緊急連絡先（大会参加者以外の氏名・電話番号）を明記のうえ、体育振興課までメール・FAX・電話または郵送にて
お申込みください。申込用紙は市のホームページからダウンロードできます。
※ジョギングの部のみ当日申込可能ですが、選手の安全確保のため事前申込みと合わせて定員350名までとなります。事前申込みにご協力ください。
▼申込期限＝12月13日（金）

防災情報

2019/12/4 10:00

市内全域の防災行政無線から試
験放送が流れます

▼申込先
本日、市民の皆様への情報伝達体制について万全を期すため、国（消防庁）による、「全国瞬時警報システム（Jアラート）の自動試験放送が実施されますので、ご理解、ご
協力をお願いします。
○試験放送日時
１２月４日（水）午前１１時００分
○放送内容
【防災行政無線チャイム】
「これはJアラートのテストです」
危機管理課
※３回繰り返し
0439-56-1290
「こちらは防災きみつです」
【防災行政無線チャイム】
※サイレンは使用しません。
※君津市以外の地域でも、全国的に試験放送が実施されます。
※実際の災害が予想あるいは発生した時は、試験放送を中止する場合があります。
これは、Ｊアラートのテストです。

防災情報

2019/12/4 11:03 国民保護関係情報

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
災害により住宅・家財・事業用資産等に損害を受けた個人の方を対象とした、確定申告の手続きに関する税務説明会・相談会が開催されます。
災害により資産について損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の軽減を受けられる場合があります。
申告方法等に関する説明・個別相談を受けることができますので、ぜひお越しください。
◆税理士による無料税務相談
▼期日・場所
12月5日（木）・君津市役所5階大会議室
▼時間
・午前の部
市からのお
【12月5日開催】災害等に関する税 説明会＝午前9時30分から10時
2019/12/4 12:00
知らせ
務説明会・相談会のお知らせ
個別相談会＝午前10時から正午
・午後の部
説明会＝午後1時から1時30分
個別相談会＝午後1時30分から4時
※持ち物等の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/24868.html
▼問合先
千葉県税理士会木更津支部 0438-37-9000

署名

配信元
君津市課税課
0439－56－1122

君津市宮下にお住まいの７０代の男性が本日、午前９時ごろ徒歩で自宅を出たまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/12/9 22:57 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６０センチ
中肉
白髪交じりの短髪
緑色のコート
色不明のズボン
灰色のスニーカー

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
令和元年１２月１０日（火）から１２月１９日（木）までの間、冬の交通安全運動を実施いたします。
そこで、皆様が交通事故の被害者や加害者にならないために、君津警察署からお願いがあります。
一つ目は、道路を渡るときは、遠回りでも横断歩道を渡りましょう。
二つ目は、道路を渡るときは、左右の安全をよく確かめましょう。
安心・安全
メール

2019/12/10 9:06 「冬の交通安全運動」実施中

三つ目は、夜間外出するときは、反射材を身につけ、目立つようにしましょう。
四つ目は、運転中の脇見は厳禁です。運転に集中し、安全確認しましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道に歩行者を認めたら、一旦停止しましょう。
交通事故を一件でも多く減らすため、一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故の防止に努めましょう。
君津警察署
０４３９－５４－０１１０

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。

本文

署名

君津市宮下にお住まいの７０歳代の男性が、昨日の午前９時頃から徒歩で行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/12/10 9:25 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１６０センチくらい
普通
白髪まじりの短髪
緑色のコート
色不明のズボン
灰色のスニーカー

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。

市からのお
知らせ

2019/12/10 12:00

【12月19日開催】災害等に関する
税務説明会のお知らせ

君津警察署
0439-54-0110
災害により住宅・家財・事業用資産等に損害を受けた個人の方を対象とした、確定申告の手続きに関する税務説明会・相談会が開催されます。
災害により資産に損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の軽減を受けられる場合があります。
申告方法等に関する説明・個別相談を受けることができますので、ぜひお越しください。
◆木更津税務署主催 災害等に関する申告手続き説明会
▼期日・場所＝12月19日（木）・君津市役所５階大会議室
▼時間
・午前の部
説明会＝午前9時30分から10時30分
個別相談会＝10時45分から正午（要予約）
・午後の部
説明会＝午後1時30分から2時30分
個別相談会＝午後2時45分から4時（要予約）
※個別相談は予約が必要です。（12月13日（金）締切）
※持ち物等の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/24868.html
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市宮下にお住まいの７０歳代の男性が、昨日の午前９時頃から徒歩で行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/12/10 16:46 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１６０センチくらい
普通
白髪まじりの短髪
緑の蛍光色のコート
色不明のズボン
灰色のスニーカー

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110

配信元
君津市課税課
0439－56－1122

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
歯・口の健康は全身の健康に影響します！市では年度内に４０歳・５０歳・６０歳・７０歳に到達する方を対象に歯周疾患検診（個別検診）を７月から１２月まで実施していま
す。
まだ受診していない方は、早めに受けましょう。
※医療機関の診療日に限る
※対象者には、６月下旬に、はがきを送付してお知らせしております。
＜検診内容＞
問診、歯周病・むし歯などのチェック及び歯磨き等の指導。
市からのお
知らせ

2019/12/10 18:30

令和元年度 歯周疾患検診（個別
＜検診費用＞
検診）は１２月末で終了します！
500円
※検診後、医療機関での精密検査や治療が必要になった場合は、保険診療で自己負担となります。
＜受診方法＞
協力医療機関へ電話予約し、はがき持参のうえ受診してください。
詳しくは、下のホームページをご覧ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/11113.html
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市宮下にお住まいの７０歳代の男性は、木更津市内にて無事発見されました。

安心・安全
メール

2019/12/11 9:30 行方不明者の発見について

ご協力ありがとうございました。
君津警察署生活安全課
0439-54-0110
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市大坂にお住まいの６０歳代の男性が、本日の午前６時頃から徒歩で行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/12/11 11:02 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１６０センチくらい
やせ型
黒色短髪
灰色のジャンパー
茶色のズボン
黒色のサンダル

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市大坂にお住まいの６０歳代の男性は、君津市内にて無事発見されました。
安心・安全
メール

2019/12/11 12:03 行方不明者の発見について

ご協力ありがとうございました。
君津警察署生活安全課
0439-54-0110

署名

健康づくり課
健康都市推進室
0439－57－2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
乳がん検診のお知らせ（追加実施）

本文

署名

～６月中に乳がん検診（集団検診）のお申し込みをされていた方で、受診できなかった市民の方を対象に、乳がん検診を追加実施します～
１
２
３
４
５

市からのお
知らせ

実施日：令和２年１月１９日（日）
会 場：保健福祉センター（ふれあい館）
検診項目：マンモグラフィ、エコー
検診費用：無料
対象者：６月中に集団検診のお申し込みをされていた方で、受診することができなかった市民の方。
※７月中にエコー検査のお申し込みされた方も対象となります。
2019/12/16 12:00 乳がん検診のお知らせ（追加実施）
６ 受診方法：集団検診となります。受診を希望される方は、健康づくり課までお問い合わせください。
詳細については、ホームページをご覧ください。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html

火災情報

2019/12/17 4:58 火災情報

火災情報

2019/12/17 5:24 火災情報

◆問い合わせ先◆
健康づくり課 0439-57-2230
こちらは君津市消防本部です。
１２月１７日０４時４６分頃、君津市法木３８４番地 大江戸温泉物語君津の森付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
１２月１７日０４時４６分頃、君津市法木３８４番地 大江戸温泉物語君津の森付近で発生した建物火災は誤報（自動火災報知設備の誤作動）と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

台風などにより、り災証明書で「半壊」以上の判定を受けた家屋等の解体を支援します。

防災情報

損壊家屋の解体支援について（お
2019/12/19 18:30
知らせ）

[支援制度の概要]
(1)公費解体
市が所有者に代わり解体・処分を行う制度
(2)自費解体費用償還（上限額あり）
自らの費用負担で解体・処分を行われた方に費用の償還を行う制度

お問い合わせ
市民環境部 損壊
家屋対応
[制度を利用できる方]
電話 0439-56令和元年台風１５号及び１９号により「全壊、大規模半壊、半壊」の判定を受けた家屋等並びに令和元年１０月２５日の大雨により「全壊」の判定を受けた家屋等の所有者で 1296
ある個人または中小企業者
なお、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/25268.html

市からのお
知らせ

2019/12/20 12:00

老人憩いの家すえよし 年末年始
休館のお知らせ

老人憩いの家すえよしは、令和元年12月31日（火）から令和2年 1月3日（金） まで休館とさせていただきます。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

配信元
君津市高齢者支援
課
0439-56-1731

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
子宮頸がん検診を受けましょう！

本文

署名

対象者：君津市に住民登録のある20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の女性
検査内容：子宮頸部細胞診(必要に応じて体部検査も実施)
検診費用：無料
実施場所：君津市委託医療機関
実施期間：令和２年１月３１日まで(期間終了間際は混み合いますので早めの受診をおすすめします）
2019/12/20 12:00 子宮頸がん(個別)検診【終了間近】
※受診券をお持ちでない方は、事前に健康づくり課にお問い合わせください。
注）４月以降に集団検診または医療機関で個別検診を受けた方は受診できません。
君津市健康づくり課（保健福祉センター１階）
0439-57-2230
君津警察署から、不審電話についてお知らせします。
安心・安全
メール

2019/12/20 18:37 不審電話について

現在、君津市内において、警察官などを名乗り、警察署の代表電話番号などを伝えた上で、
詐欺の犯人グループが捕まった。
あなたの通帳やキャッシュカードが見つかった。
などといった内容の不審な電話が多数かかってきております。
相手が警察官などを名乗っても、すぐに信用することなく、君津警察署へ確認の電話をお願いします。

君津警察署
0439-54-0110

現在、千葉県では交通死亡事故が多発しており、全国ワースト1位となっています。
交通事故の多くは、日の出前から早朝、及び、夕暮れ時に発生しており、特に、歩行者の道路横断中に起きています。

安心・安全
メール

歩行者は、夜間、外出するときは、明るい服装で反射材を身につけましょう。
また、道路を横断するときは「止まる」「見る」「待つ」を心がけ、無理な横断はやめましょう。
2019/12/23 16:14 交通死亡事故防止に向けたお願い
ドライバーは、横断歩道では歩行者が優先であることを忘れず、前方をよく見て運転し、夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう。

君津市市民生活課
０４３９－５６－１２
２５

交通事故は、道路を利用する皆さん一人ひとりの心がけで無くすことができます。

市からのお
知らせ

災害により資産に損害を受けた方は、所得税等の軽減を受けられる場合があります。軽減を受けるためには、損失額の計算等の事前準備が必要です。
２月以降、確定申告の相談窓口は、大変混雑しますので、災害に係る軽減について申告を検討されている方は、ぜひ、この相談会をご利用ください。
◆災害等に関する申告相談会
▼期日・場所
・1月21日（火）君津市役所５階大会議室
・1月22日（水）木更津市民会館中ホール
・1月24日（金）富津市民会館大ホール
災害等に関する申告相談会のお知 ・1月29日（水）袖ケ浦市民会館中ホール
2019/12/25 12:00
らせ
▼時間
午前の部＝午前9時30分から
午後の部＝午後1時から
※持ち物等の詳細は君津市公式ホームページをご確認ください。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/uploaded/attachment/19400.pdf
▼問い合わせ
木更津税務署 0438-23-6161
千葉県税理士会 木更津支部 0438-37-9000

配信元
君津市課税課
0439－56－1122

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
君津市外箕輪にお住まいの７１歳の女性が本日、午前１時３０分ごろから自宅を出たまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2019/12/26 7:10 行方不明者について

特徴
身長 １５５センチくらい
体格 やせ型
頭髪 ショートヘア
頭頂部が白髪まじり
服装 水色の長袖シャツ
茶色の長ズボン
ピンクのサンダル

署名

君津警察署
0439-54-0110

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市外箕輪にお住まいの７１歳の女性が、本日午前１時３０分頃から自宅を出たまま行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/12/26 14:20 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１５５センチくらい
やせ型
白髪まじりのおかっぱ頭
水色の長袖シャツ
茶色の長ズボン

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市外箕輪にお住まいの７１歳の女性が、１２月２６日の午前１時３０分頃から自宅を出たまま行方不明となっています。

安心・安全
メール

2019/12/27 10:06 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１５５センチくらい
やせ型
白髪まじりのおかっぱ頭
水色の長袖シャツ
茶色の長ズボン

心当たりのある方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
現在、千葉県では交通死亡事故が多発しており、全国ワースト1位となっています。
交通事故の多くは、日の出前から早朝、及び、夕暮れ時に発生しており、特に、歩行者の道路横断中に起きています。

安心・安全
メール

歩行者は、夜間、外出するときは、明るい服装で反射材を身につけましょう。
また、道路を横断するときは「止まる」「見る」「待つ」を心がけ、無理な横断はやめましょう。
2019/12/27 16:00 交通死亡事故防止に向けたお願い
ドライバーは、横断歩道では歩行者が優先であることを忘れず、前方をよく見て運転し、夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう。

君津市市民生活課
０４３９－５６－１２
２５

交通事故は、道路を利用する皆さん一人ひとりの心がけで無くすことができます。

火災情報

2019/12/29 14:32 火災情報

火災情報

2019/12/29 14:48 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１２月２９日１４時２６分頃、君津市広岡１７６６番地 JR上総松丘駅付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
１２月２９日１４時２６分頃、君津市広岡１７６６番地 JR上総松丘駅付近で発生したその他火災は１４時４４分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
１２月２９日１９時２４分頃、君津市岩出３５５番地 宮崎建設付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2019/12/29 19:33 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
火災情報

2019/12/29 20:04 火災情報

火災情報

2019/12/31 1:20 火災情報

火災情報

2019/12/31 1:30 火災情報

火災情報

2020/1/1 5:53 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１２月２９日１９時２４分頃、君津市岩出３５５番地 宮崎建設付近で発生した建物火災は２０時００分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
１２月３１日０１時０９分頃、君津市北子安２丁目１６番 一駒北子安ＳＳ付近で車両火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
１２月３１日０１時０９分頃、君津市北子安２丁目１６番 一駒北子安ＳＳ付近で発生した車両火災は０１時２１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
1月1日5時45分頃、君津市旅名２８１番 旅名橋付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

署名
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

第48回君津ニューイヤーマラソン大会開催のお知らせ
新年明けましておめでとうございます。
本日、第48回君津ニューイヤーマラソン大会を下記のとおり開催いたします。選手の皆さまは午前9時20分までに受付を済ませるようお願いいたします。
※当日参加が可能な種目はジョギングの部のみ
また、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、走路の保全につきまして格別のご配慮とご協力をお願い申し上げます。
市からのお
知らせ

2020/1/1 6:00

第48回君津ニューイヤーマラソン
大会開催のお知らせ

記

君津市教育委員会
体育振興課
0439-56-1698

選手集合受付 午前8時50分～9時20分（体育館前噴水広場）
開会式 午前9時30分～（体育館前噴水広場）
スタート時刻 午前10時20分～（種目別に随時スタート）
会場 内みのわ運動公園

火災情報

2020/1/1 6:51 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１月１日５時４５分頃、君津市旅名２８１番 旅名付近で発生した建物火災は６時４６分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆1月5日(日)・6日（月） ※2019年9月27日（金）・28日（土）より延期
＜全国地域上映会＞
映画上映会「あの日のオルガン」
◆1月13日(月祝)
トリアングロ 情熱のタンゴコンサート
◆1月18日(土)
琵琶と筝と影絵でつづる「今は昔」
◆1月26日(日)
きみつ水と緑のコンサート
市からのお
知らせ

君津市民文化ホール主催イベント
◆2月8日（土）
2020/1/1 18:00
のお知らせ
松本ピアノコンサート Stage on Stage vo.24 おしゃべりクラシック～with松本ピアノ～
◆2月11日(火祝)
「おとうさんといっしょ」レオてつコンサート
◆2月16日(日)
高嶋ちさ子 わがまま音楽会 ピアノクインテット編
◆2月20日(木)
映画上映会「新聞記者」
◆2月21日(金)
柳家小三治 一門会
◆2月27日(木)

---------------メール配信元
君津市民文化ホー
ル
問 0439-55-3300
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
1月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

12日（日）
消防出初式（君津市民文化ホール・駐車場）
午前9時30分から
雨天時屋内（君津市民文化ホール・大ホール）
午前10時から
問 0439-53-1902 消防総務課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/35/24811.html

市からのお
知らせ

2020/1/2 12:00 市からのお知らせ

22日（水）
第10回きみつ健康増進大会（君津市民文化ホール・中ホール）
午後1時から3時50分（0時30分受付）
定員：450人（先着順）
問 0439-57-2233 健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/10403.html
25日（土）
フェアトレードクッキングカフェ（生涯学習交流センター・調理室）※有料
午前10時から午後3時
定員；22人
申込期限：1月20日（月）
問 0439-56-1529 君津市消費生活センター
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/24790.html

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

26日（日）
きみつ水と緑のコンサート（君津市民文化ホール・大ホール）※有料
午後2時開演（1時15分開場）
問 0439-56-1380 生涯学習文化課、0439-55-3300 君津市民文化ホール
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/41/17584.html
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市南子安にお住まいの７６歳の男性が昨日、自転車で自宅を出たまま行方がわからなくなっています。

安心・安全
メール

2020/1/3 12:09 行方不明者について

火災情報

2020/1/3 12:37 火災情報

火災情報

2020/1/3 14:25 火災情報

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６２センチくらい
やせ型
白髪混じりの短髪
焦げ茶色のウィンドブレーカー
黒色のジャージ
青と緑の運動靴

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
こちらは君津市消防本部です。
１月３日１２時３０分頃、君津市山滝野１４５３番 上総富士ゴルフクラブコース管理付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
１月３日１２時３０分頃、君津市山滝野１４５３番 上総富士ゴルフクラブ管理付近で発生した建物火災は１４時１５分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津警察署
0439-54-0110

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。

本文

署名

君津市南子安にお住まいの７６歳の男性が昨日、自転車で自宅を出たまま行方がわからなくなっています。

安心・安全
メール

安心・安全
メール

2020/1/3 17:05 行方不明者について

2020/1/4 7:40 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６２センチくらい
やせ型
白髪混じりの短髪
焦げ茶色のウィンドブレーカー
黒色のジャージ
青と緑の運動靴

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市南子安にお住まいの７６歳の男性は、千葉市内にて無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市貞元にお住まいの８５歳の女性が本日、午後８時３０分ごろから徒歩で自宅を出たまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

安心・安全
メール

市からのお
知らせ

2020/1/5 22:59 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５０センチくらい
やせ型
白髪混じりの短髪
ピンク色のジャンパー
白色のズボン
色不明のスリッパ

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
2020/1/6 0:25 行方不明者の発見について
君津市貞元にお住まいの８５歳の女性は、富津市内にて無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。
令和元年６月３日よりきみつ健康マイレージを実施しています。
健康診断を受診する、がん検診を受診する、予防接種を受けるなど、健康に関する取り組みを実施して、５０ポイント以上でご応募いただくと、市内協力店舗で利用できる５
００円分のお買い物券が応募者全員にプレゼントされます。
また、１５０ポイント以上で応募の方には、お買い物券に加え、抽選で１００名の方に「地域特産品引換券」も当たるチャンスがあります。
※応募は年度内一人１回のみ。
2月末締切！！ あなたの健康づく
2020/1/6 12:00
応募は、令和２年２月２８日(金)１７：００までとなっております。
りを応援！ きみつ健康マイレージ
是非、応募して健康な一年にしましょう！！
詳細は市ホームページ（https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/18659.html）をご確認ください。

当地域に、波浪警報がでました。今後の気象情報に注意してください。
防災情報

2020/1/8 4:33 気象警報

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
乳がん検診のお知らせ（追加実施）

本文

署名

～乳がん検診（集団検診）を追加実施します～

市からのお
知らせ

１ 実施日：令和２年１月１９日（日）
２ 会 場：保健福祉センター（ふれあい館）
３ 検診項目：マンモグラフィ、エコー
※年齢により、検診項目が異なります。
４ 検診費用：無料
５ 対象者：今年度、市が実施した乳がん検診（無料クーポン券による個別検診を含む）を受診されていない、３０歳以上（平成２年３月３１日以前生まれ）の市民の方。
2020/1/8 10:00 乳がん検診のお知らせ（追加実施）
６ 受診方法：集団検診となります。受診を希望される方は、健康づくり課窓口（保健福祉センター）または電話にてお申込みください。申込受付は先着順とし、定員に達し次
第、受付を終了させていただきます。
詳細については、ホームページをご覧ください。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html

火災情報

2020/1/9 14:02 火災情報

火災情報

2020/1/9 14:15 火災情報

◆問い合わせ先◆
健康づくり課 0439-57-2230
こちらは君津市消防本部です。
０１月０９日１３時５６分頃、君津市大山野２０番 周南公民館付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０１月０９日１３時５６分頃、君津市大山野２０番 周南公民館付近で発生したその他火災（枯草の焼却行為）は１４時１０分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
ジョイフル本田君津店にて、君津市赤十字奉仕団主催による献血が下記のとおり実施されます。
ご協力をお願いします。
期 日 1月20日（月）
受付時間 10：00～11：45
13：00～16：00
場 所 ジョイフル本田君津店（駐車場）
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。

市からのお
知らせ

2020/1/14 12:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
健康づくり課 0439-57-2230

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
今年で40回目となる今大会は、親子でも団体でも個人でも何歳のどなたでも参加できます。冬の厳しい寒さに負けず、なわとびで体の芯から温まりましょう。
◆開催日時
2月11日（火・祝）午前9時5分から午後4時30分（予定）
◆受付時間
午前8時30分から9時（団体とびのみ11時30分まで）
◆参加資格
1年以内に医師の診断・定期健康診断を受けて異常がないと認められた方。
◆種目・対象
▼個人種目
・親子とび（就学前児童とその親）
・時間とび（就学前児童から小学２年生）
市からのお
【2月11日（火・祝）開催】第４０回君 ・二重とび（小学3年生以上）
2020/1/14 18:00
知らせ
津なわとび大会参加者募集中！ ▼団体種目
・8の字とび（1チーム6人以上の小学生）
・長なわとび（1チーム10人以上の小学生・中学生・それ以外）
※参加者の安全確保のため、申込多数の場合は人数を制限する場合があります。
◆持ち物
運動着・体育館シューズ・縄の中央に金具が付いていない跳び縄・昼食・靴袋
◆申込方法
申込用紙に必要事項
申込用紙に必要事項を記入し、郵送・メールまたはＦＡＸにてお申込ください。申込用紙は市のホームページからダウンロードできます。
◆申込期限
1月21日（火）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/11669.html
乳がん検診のお知らせ（追加実施）
～乳がん検診（集団検診）を追加実施します～

市からのお
知らせ

１ 実施日：令和２年１月１９日（日）
２ 会 場：保健福祉センター（ふれあい館）
３ 検診項目：マンモグラフィ、エコー
※年齢により、検診項目が異なります。
４ 検診費用：無料
５ 対象者：今年度、市が実施した乳がん検診（無料クーポン券による個別検診を含む）を受診されていない、３０歳以上（平成２年３月３１日以前生まれ）の市民の方。
2020/1/15 12:00 乳がん検診のお知らせ（追加実施）
６ 受診方法：集団検診となります。受診を希望される方は、健康づくり課窓口（保健福祉センター）または電話にてお申込みください。申込受付は先着順とし、定員に達し次
第、受付を終了させていただきます。
詳細については、ホームページをご覧ください。
乳がん検診ホームページアドレス
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html
◆問い合わせ先◆
健康づくり課 0439-57-2230
子宮頸がん検診を受けましょう！
対象者：君津市に住民登録のある20歳以上（平成12年3月31日以前生まれ）の女性
検査内容：子宮頸部細胞診(必要に応じて体部検査も実施)
検診費用：無料
実施場所：君津市委託医療機関
実施期間：令和２年１月３１日まで(期間終了間際ですので、早めの受診をおすすめします）
2020/1/17 14:00 子宮頸がん(個別)検診【終了間近】
※受診券をお持ちでない方は、事前に健康づくり課にお問い合わせください。
注）４月以降に集団検診または医療機関で個別検診を受けた方は受診できません。
君津市健康づくり課（保健福祉センター１階）
0439-57-2230

署名

君津市教育委員会
体育振興課
0439-56-1698

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
健康づくり活動の意義、楽しさ、大切さを市民同士が共有し、活動の輪の広がりと地域への関心を高めるために実施するものです。
【日 時】
令和２年１月２２日（水）
午後１時から午後３時５０分頃まで 受付は午後０時３０分から
※講演会のみ参加の受付は午後２時からです。
【場 所】
君津市民文化ホール（中ホール）
【対象者】
君津市民 ※先着４５０名様
【内 容】
◆健康増進運動教室皆勤者の表彰
第１０回きみつ健康増進大会及び
◆健康増進モデル事業の活動発表
2020/1/18 10:00 市民健康講演会を同時開催しま
◆チェアエクササイズ
す。
◆市民健康講演会
ご近所さんと会話していますか？「こころの元気は身体の元気!」
～明るい暮らしは、地域の絆から～
講師：澤登 和夫 氏 (精神保健福祉士・カウンセラー)
NHK「おはよう日本」「日本の、これから」などに出演。著書も多数出版している。

署名

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

参加費無料!事前申込不要です!
直接会場にお越しください。
※詳細は、市ホームページをご確認ください。http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/10403.html

安心・安全
メール

2020/1/18 18:48 道路の通行に注意してください。

本日君津市内の一部地域で降雪がありました。明日19日朝にかけて路面が凍結する恐れがあります。
積雪・凍結した路面は大変滑りやすくなります。
車の運転の際にはスタッドレスタイヤの装着やチェーンの携行、歩行の際は滑り難い靴を履くなど十分な対策をしていただき、事故や怪我のないようご注意ください。

君津市建設部管理
課
0439-56-1351

君津市では、骨髄バンクに登録して骨髄等の提供を行ったドナーと、ドナーの勤務する事業所に、助成金を交付しています。
まずは骨髄バンクへの登録から、命のボランティアを始めてみませんか？
○骨髄バンクへの登録方法：
下記の登録窓口でご登録いただくことができます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細はお問い合わせください。
○献血会場
日時：1月28日（火）10：00～16：00
会場：保健福祉センター（君津警察署向かい）
市からのお
知らせ

2020/1/20 12:00

骨髄バンクへのドナー登録で、救
える命があります。

○最寄りの登録窓口
君津健康福祉センター〔君津保健所〕
木更津市新田3-4-34
TEL0438-22-3745
※常時受付ではないため、必ず事前にお電話でご確認ください。
○助成金に関するお問い合わせ先
・君津市健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html TEL0439-57-2230
○骨髄等移植・ドナー登録に関する問い合わせ先
・（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp TEL03-5280-1789

健康づくり課
管理調整係
0439－57－2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津警察署からお知らせします。

本文

署名

１月２０日午後７時頃、君津市貞元付近の路上において、下半身を露出した男の目撃情報がありました。
男の特徴は、２０歳代後半くらい、身長１８０センチメートル位、体格細身、黒色短髪、黒色長袖シャツ、ハイソックス、ハイヒールのような靴を着用です。
安心・安全
メール

帰宅する際は、人通りが多く、明るい道を選びましょう。
2020/1/21 11:22 不審者情報について
不審者や不審車両を見かけた際は、１１０番通報して下さい。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署からお知らせします。
令和２年１月２１日午前１１時１４分頃、市原市古敷谷にある加茂古敷谷簡易郵便局において、強盗事件が発生しました。
犯人は、年齢３０歳代くらいの男、頭髪黒色短髪、上衣黒っぽいジャンパー、下衣不明、白っぽい帽子着用、灰色の乗用車を使用、拳銃のようなものを所持し、現在も逃走
中です。

安心・安全
メール

2020/1/21 16:31 強盗事件の発生について

今後、不要不急の外出を控えるなど十分に注意してください。
登下校の際は、一人ではなく、複数名で行動するよう指導してください。
地域や保護者の皆さんは、見守り活動へのご協力をお願いします。
また、犯人の目撃情報などがありましたら、君津警察署に連絡をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市長石にお住まいの８０代の男性が昨日、午前９時３０分ごろから軽トラックで自宅を出たまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

2020/1/24 0:41 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１７３センチくらい
やせ型
白髪で短髪
上下とも灰色の作業着
灰色の運動靴
水色の野球帽

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
令和元年の台風などにより、り災証明書で「半壊」以上の判定を受けた家屋等の解体支援の申請受付を2月3日（月）から行います。
申請受付には予約が必要になります。事前に電話で予約をお願いします。

市からのお
知らせ

【受付期間】
2月3日（月）から3月31日（火）まで
※状況により、期間を延長する場合があります。
【受付時間】
月曜日から金曜日（祝日を除く）
損壊家屋等の解体支援の申請受 午前9時から午後4時まで（正午から午後1時を除く）
2020/1/24 12:00
付を開始します【2月3日受付開始】 【受付場所】
君津市役所4階 被災者支援相談窓口
【予約受付】
月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号：0439-56-1296
支援制度の詳細等は下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/25268.html
昨年、千葉県は交通事故死者数が１７２人で前年比マイナス１４人と減少しましたが、初めて全国ワースト１位となってしまいました。
皆様が交通事故の被害者や加害者にならないために、君津警察署からお願いがあります。
一つ目は、道路を渡るときは、遠回りでも横断歩道を渡りましょう。
二つ目は、道路を渡るときは、左右の安全をよく確かめましょう。

安心・安全
メール

2020/1/27 15:32

交通死亡事故抑止に、ご協力をお 三つ目は、夜間外出するときは、反射材を身につけ、目立つようにしましょう。
願いします。
四つ目は、運転中の脇見は厳禁です。運転に集中し、安全確認をしましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道に歩行者を認めたら、一旦停止をしましょう。
交通事故を一件でも多く減らすため、ご協力をお願いします。
君津警察署
０４３９－５４－０１１０
本日、君津市保健福祉センターにて、君津ライオンズクラブ主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。
受付時間 10：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター（君津警察署向かい）
※200ml献血の受付は予定数量に達するまでとさせていただきます。

市からのお
知らせ

2020/1/28 9:00 献血のお知らせ

献血していただいた方に記念品が贈られます。
なお、年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります。詳細は下記をご覧ください。
○君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/1433.html
○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
健康づくり課 0439-57-2230

署名

問合先
市民環境部損壊家
屋対応
0439-56-1296

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
令和2年1月16日、厚生労働省が神奈川県内において中華人民共和国湖北省武漢市に滞在歴がある肺炎患者から新型コロナウイルスが検出されたと発表しました。1月
28日現在、国内では、合計4例の新型コロナウイルス関連感染症患者が確認されています。
新型コロナウイルス関連肺炎について、現時点ではヒトからヒトへの感染の可能性が否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らか
な証拠はありません。

市からのお
知らせ

新型コロナウイルスに関連した肺
2020/1/28 10:00
炎について

【市民のみなさまへのお願い】
◎感染症対策を行うことが重要です、風邪やインフルエンザ対策と同様で咳エチケットや手洗いの徹底など感染症対策を行うことが重要です。
◎武漢から帰国・入国された方
咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、速やかに医療機関を受診していただきますよう、ご協力をお願いします。
また、受診する際には必ず事前に医療機関へ武漢市に滞在歴があることをお伝えください。

署名

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
富津市湊にお住まいの８２歳の女性が本日、午後３時ごろから君津市外箕輪３丁目付近を徒歩にて出かけたまま行方がわからなくなっております。

安心・安全
メール

安心・安全
メール

2020/1/30 17:50 行方不明者について

2020/1/30 19:01 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５０センチくらい
やせ型
白髪まじりの短髪
紺色のシャツ
紺色のジーンズ
黒色の靴
灰色の帽子

見かけた方は、君津警察署まで、ご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
富津市湊にお住まいの８２歳の女性は、君津市内にて無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
2月からの主なイベント・行事予定

本文

署名

2日（日）
人権問題講演会「やなせたかし物語」山田雅人かたりの世界（君津市民文化ホール・中ホール）
午後1時20分開演（1時開場）
定員:500人
問 0439-56-1483 市民生活課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/16735.html
2日（日）、16日（日）
おもちゃ病院（2日・生涯学習交流センター、16日・子育て支援センター）
問 0439-50-3980 生涯学習交流センター

市からのお
知らせ

2020/2/1 12:00 市からのお知らせ

9日（日）
国際交流フェスタinきみつ（生涯学習交流センター）※有料
午後1時から4時
問 0439-54-9877 君津市国際交流協会
http://kies.jp/

---------------メール配信元
君津市政策推進課
問 0439-56-1288
----------------

9日（日）
歴博研究映像・上映会「二五穴―水と米をめぐる人びとの過去・現在・未来―」（(1)上総地域交流センター(2)中央図書館）
(1)午前10時から正午(2)午後2時から4時
定員：各120人
問 0439-27-3478 久留里城址資料館
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/25695.html
16日（日）
一日だけの、森の童話館（君津亀山少年自然の家）
午前9時30分から午後3時
問 0439-56-1418 生涯学習文化課、0439-39-2628 君津亀山少年自然の家
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/12073.html
市民の皆様の健康づくりを応援する「きみつ健康マイレージ」はもう応募されましたか？
健康診断、がん検診を受診する、予防接種を受けるなど健康に関する取り組みをして５０ポイント以上で応募いただくと、市内協力店舗で利用できる５００円分のお買い物券
が応募者全員にプレゼントされます。
健康もお買い物券もゲットできる「きみつ健康マイレージ」の応募期限は今月末まで！
ぜひ、ご応募ください。
詳しくは、市のホームページをご覧下さい。
市からのお
知らせ

2020/2/1 12:00

【締切間近】もう応募しましたか？
「きみつ健康マイレージ」

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/18659.html
応募締切：令和２年２月２８日１７：００（必着）※応募は期間中１回のみ

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
君津市民文化ホールの主催イベントをお知らせします。

本文

署名

◆2月8日（土）
松本ピアノコンサート Stage on Stage vol.24 おしゃべりクラシック～with松本ピアノ～
◆2月11日(火祝)
「おとうさんといっしょ」レオてつコンサート
◆2月20日(木)
映画上映会「新聞記者」
◆2月21日(金)
柳家小三治 一門会
市からのお
知らせ

◆2月26日(水)
君津市民文化ホール主催イベント
2020/2/1 18:00
映画上映会「ＹＥＳＴＥＲＤＡＹ」（字幕スーパー版）
のお知らせ
◆2月27日(木)
映画上映会「最高の人生の見つけ方」

---------------メール配信元
君津市民文化ホー
ル
問 0439-55-3300
----------------

◆2月28日(金)
35mmフィルムで楽しむ昭和の名作 懐かしのスター４選！
４作品上映「ジャンケン娘」「大学の若大将」「エノケンの頑張り戦術」「君も出世ができる」
※ご覧になる作品の本数に関係なく一日券500円です。4本ぜんぶ観ても500円！
◆2月29日(土)
島津亜矢コンサート 歌怪獣襲来ツアー2020
◆3月12日(木)
映画上映会「カーマイン・ストリート・ギター」（字幕スーパー版）

火災情報

2020/2/2 10:46 火災情報

火災情報

2020/2/2 10:53 火災情報

火災情報

2020/2/2 11:20 火災情報

火災情報

2020/2/2 11:30 火災情報

火災情報

2020/2/2 11:34 火災情報

火災情報

2020/2/2 12:04 火災情報

火災情報

2020/2/2 15:24 火災情報

火災情報

2020/2/2 15:46 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１０時３５分頃、君津市三直５２２番 ケアハウスグランディきみつ付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１０時４５分頃、君津市奥米１６４番 介護サービス山っ子付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１０時３５分頃、君津市三直５２２番 ケアハウスグランディきみつ付近で発生したその他火災（畦畔焼きの拡大）は１１時０７分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１０時４５分頃、君津市奥米１６４番 介護サービス山っ子付近で発生した林野火災は１１時２１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１１時２６分頃、君津市三直４２６番 六三橋付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１１時２６分頃、君津市三直４２６番 六三橋付近で発生したその他火災（畦畔焼きの拡大）は１１時５５分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０２月０２日１５時１６分頃、君津市根本８５７番 上根本自治会館付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
君津市消防署
０２月０２日１５時１６分頃、君津市根本８５７番 上根本自治会館付近で発生した建物火災はその他火災（枯草等の焼却行為の拡大）と判明し、１５時３３分に鎮火しました。 0439-53-0119
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
令和2年度個人市県民税申告及び令和元年分所得税及び復興特別所得税の申告相談を実施します。
市からのお
知らせ

2020/2/3 12:00

個人市県民税及び所得税の申告
相談を実施します

防災情報

2020/2/3 13:22 火災情報

火災情報

2020/2/3 13:46 火災情報

火災情報

2020/2/9 12:57 火災情報

火災情報

2020/2/9 13:23 火災情報

火災情報

2020/2/9 14:16 火災情報

火災情報

2020/2/9 15:04 火災情報

火災情報

2020/2/11 12:38 火災情報

火災情報

2020/2/11 13:05 火災情報

◆実施期間
2月17日（月）から3月16日（月）まで
※会場・受付時間等の詳細は、君津市公式ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/11908.html
こちらは君津市消防本部です。
２月３日１３時１３分頃、君津市平山２８５番 大休院付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

署名
配信元
君津市課税課
0439－56－1122

君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
２月３日１３時１３分頃、君津市平山２８５番 大休院付近で発生した建物火災は１３時４３分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
２月９日１２時５０分頃、君津市糠田６８４番 小糸実験動物研究所付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
２月９日１２時５０分頃、君津市糠田６８４番 小糸実験動物研究所付近で発生したその他火災（焼却行為の拡大）は１３時２１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
２月９日１４時１０分頃、君津市加恵渕１７０番 八坂神社付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
２月９日１４時１０分頃、君津市賀恵渕１７０番 八坂神社付近で発生したその他火災（畦畔焼きの拡大）は１５時０２分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
２月１１日１２時３１分頃、君津市糠田４５０番 長福寺付近でその他火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
２月１１日１２時３１分頃、君津市糠田４５０番 長福寺付近で発生したその他火災（焼却行為の拡大）は１３時０１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

令和2年第1回君津市議会定例会が、2月18日（火）から3月19日（木）までの予定で開催されます。本会議・委員会の日程は以下のとおりです。

市からのお
知らせ

2020/2/16 12:00

令和2年第1回君津市議会定例会
のお知らせ

2月18日（火）午前10時 本会議
本会議終了後 総務常任委員会
総務常任委員会終了後 経済環境常任委員会
2月19日（水）午前10時 教育福祉常任委員会
2月25日（火）・３月２日（月）・3日（火）・4日（水）午前10時 本会議
3月5日（木）午後2時 総務常任委員会
3月6日（金）午後2時 経済環境常任委員会
3月9日（月）午後2時 教育福祉常任委員会
3月11日（水）・12日（木）・13日（金）午前10時 予算審査特別委員会
3月19日（木）午後2時 本会議
※2月1日に発行したきみつ市議会だよりでは、2月17日開会予定としていましたが、議会運営委員会にて、開会日が2月18日に変更となりました。
★傍聴を希望される方は、会議当日に市役所8階、議会事務局までお越しください。
★本会議の様子はインターネットのライブ配信からもご覧になれます。
○議案等の詳細、本会議のライブ配信については、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/gikai/

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
これはテストメールです。
2020/2/17 15:06 テストメール
君津市政策推進課 0439-56-1288
次のいずれかの症状がある方は新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触者相談センター」ご相談ください。
・風邪の症状や37．5度以上の発熱が4日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
＊高齢者や糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等)の基礎疾患のある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、上の状態が２日程度続く場
合には、センターにご相談ください。
センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」を紹介しています。
マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

市からのお
知らせ

（１）平日:君津健康福祉センター（保健所）の帰国者・接触者相談センター
こんな症状のある方は「帰国者・接 電話番号：０４３８ー２２ー３７４５
2020/2/18 10:10 触者相談センター」にご相談くださ 受付時間：９時～１７時
い
（２）土曜日、日曜日、祝日：電話相談受付（県庁）
電話番号０４３ー２２３ー２９８９
受付時間：９時～１７時

署名

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

（３）平日、土曜日、日曜日、祝日の時間外（１７時から９時まで）：保健所へおかけください。コールセンター対応になります。

火災情報

2020/2/18 15:00 火災情報

火災情報

2020/2/18 17:10 火災情報

防災情報

2020/2/19 10:00

市内全域の防災行政無線から試
験放送が流れます

こちらは君津市消防本部です。
２月１８日１４時５０分頃、君津市小糸大谷９５番 谷中工業付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
２月１８日１４時５０分頃、君津市小糸大谷９５番 谷中工業付近で発生した林野火災１７時０７分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

本日、市民の皆様への情報伝達体制について万全を期すため、国（消防庁）による、「全国瞬時警報システム（Jアラート）の自動試験放送が実施されますので、ご理解、ご
協力をお願いします。
○試験放送日時
２月１９日（水）午前１１時００分
○放送内容
【防災行政無線チャイム】
「これはJアラートのテストです」
危機管理課
※３回繰り返し
0439-56-1290
「こちらは防災きみつです」
【防災行政無線チャイム】
※サイレンは使用しません。
※君津市以外の地域でも、全国的に試験放送が実施されます。
※実際の災害が予想あるいは発生した時は、試験放送を中止する場合があります。
これは、Ｊアラートのテストです。

防災情報

2020/2/19 11:02 国民保護関係情報

火災情報

2020/2/19 17:47 火災情報

火災情報

2020/2/19 19:15 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
２月１９日１７時４０分頃、君津市戸崎２６５０番 法木第２ポンプ場付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０２月１９日１７時４０分頃、君津市戸崎２６５０番 法木第２ポンプ場付近で発生した林野火災は１９時０９分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
昨年の台風１５号を一連とする災害において被災した住宅の修理でお困りの方を対象に、地域に根差した地元建築士がご相談にお応えします。
今後発生リスクが高まる災害からどのように生命や財産を守るのか。住宅の予防保全（防災）に興味がある方もお気軽にお立ち寄りください！

市からのお
知らせ

2020/2/21 12:00

【3月8日（日）】被災住宅の修理相
談会を開催します！

火災情報

2020/2/22 9:10 火災情報

火災情報

2020/2/22 9:25 火災情報

◆このようなことで困っていませんか？
▼どの修理業者に依頼してよいかわからない。
▼業者から見積書をもらったが・・・
・見積金額の適正について知りたい
・ほかに修理方法はないの？
・見える被害箇所だけ修理すればいいの？
◆せっかく修理するのだから．．．
・今年の台風に備えて万全を期したい
・今回の災害を教訓に耐震化したい
・安心して暮らせる家にしたい
・修理に関して不安なことを相談したい
◆開催日時
３月８日（日） 午前９時から午後３時まで
◆開催場所
君津市役所４階・被災者支援相談窓口
※予約不要、相談無料
◆主催
君津市
◆協力団体
・一般社団法人千葉県建築士会君津支部君津分会
・君津市耐震改修促進協議会
こちらは君津市消防本部です。
０２月２２日０９時０１分頃、君津市台１丁目５番 ひかりデイサービスセンター付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０２月２２日０９時０１分頃、君津市台１丁目５番 ひかりデイサービスセンター付近で発生した建物火災は誤報と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。

署名

配信元
被災者支援相談窓
口
0439-56-1177

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市中野にお住まいの８４歳の男性が、本日午後２時００分ごろから行方が分からなくなっております。

安心・安全
メール

安心・安全
メール

2020/2/24 21:05 行方不明者について

2020/2/24 22:39 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１７０センチ
痩せ型
白髪
上衣は赤色と黒色の格子柄のはんてん
下衣は灰色ズボン
黒色の手提げバッグ
黒色のスニーカー

見かけた方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市中野にお住まいの８４歳の男性は、君津市内にて無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。
君津警察署からお知らせします。
２月２５日午前２時頃、君津市上地先において、コンビニ従業員に対して拳銃のようなものを突きつけ、現金を奪われるコンビニ強盗事件が発生しました。

安心・安全
メール

2020/2/25 13:05 コンビニ強盗について

登下校の際は、一人ではなく、複数名で行動するよう指導してください。
地域や保護者の皆さんは、見守り活動へのご協力をお願いします。
君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
新型コロナウイルス感染症防止のため、中止または延期するイベント等です。
詳細については、各問い合わせ先へご連絡ください。

本文

署名

2月
26日（水）
【中止】キャッシュレス使い方講座（中央図書館）
問 0439－56－1531 経済振興課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/26282.html
26日（水）
【中止】介護予防教室（小糸公民館）
問 0439－57－2233 健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/11439.html
市からのお
知らせ

新型コロナウイルス感染症防止の
2020/2/25 20:00 ため中止または延期するイベント 29日（土）
等があります
【中止】松本ピアノ親子ふれあいコンサート＆絵本の読み聞かせ（周南公民館）
問 0439-52-4915 周南公民館
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/25352.html

---------------メール配信元
君津市健康づくり
課
問 0439-57-2230
----------------

29日（土）
【延期】君津里山活動事例発表『きみつ里山のにぎわい』（生涯学習交流センター）
開催予定日：未定
問 0439-55-8952 きみつ里山活動ネットワーク（事務局）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyodo/25963.html
3月

市からのお
知らせ

1日（日）
【中止】第6回久留里新酒まつり 軒先にぎわい市（JR久留里駅前、久留里商店街）
【君津市が主催するイベント等について】
● 市が主催する(共催含む）イベント等は原則として、中止または延期となります。
● 例外として開催されるイベント等では、以下の事項に留意をしてください。
（１）咳などの風邪症状、発熱等の体調不良がある方は参加を控えてください。
（２）高齢者や持病がある方、妊娠等ハイリスク者は人混みをさけてください。
新型コロナウイルス感染症の防止 （３）咳エチケット、手洗いなどを励行してください。
2020/2/26 10:00
に向けた対応について
（４）会場入口のアルコール消毒液で、入室前に手指消毒をお願いします。
（５）なるべくドアノブなどに触れないように注意しましょう。
（６）筆記用具等の共有はさけ、参加者が持参し持ち帰るようにしましょう。
●期間
令和2年3月末まで（ただし、状況に応じて延長する可能性があります）

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
君津市民文化ホールの主催イベントについてお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、予定していたイベントが中止・延期になったものが複数ございますので、ご確認ください。

署名

◆【延期】2月27日(木)
映画上映会「最高の人生の見つけ方」
※延期先の日程につきましては後日お知らせします。
◆【中止】2月28日(金)
35mmフィルムで楽しむ昭和の名作 懐かしのスター４選！
４作品上映「ジャンケン娘」「大学の若大将」「エノケンの頑張り戦術」「君も出世ができる」

市からのお
知らせ

◆【中止または延期】2月29日(土)
島津亜矢コンサート 歌怪獣襲来ツアー2020
---------------※本公演は中止または延期となりました。中止・延期の詳細につきましては、決定次第、君津市民文化ホールのホームページにてあらためてお知らせいたします。現在お持
メール配信元
ちのチケットは、そのまま大切に保管くださいますようお願いいたします。
君津市民文化ホール主催イベント
君津市民文化ホー
2020/2/27 15:30
のお知らせ
ル
◆【中止】3月8日(日)
問 0439-55-3300
“君津発”南房総最大級のアマチュアライブイベント LIVE FOREST 2020
---------------◆【延期】3月12日(木)
映画上映会「カーマイン・ストリート・ギター」（字幕スーパー版）
※延期先の日程につきましては後日お知らせします。
◆3月21日(土)
伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～
◆3月22日(日)
よしもとお笑いライブin君津
◆【中止】3月26日(木)
復興支援チャリティ上映会「男はつらいよ 寅次郎 紅の花」
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、下記施設の利用を休止します。

市からのお
知らせ

2020/2/27 20:00

君津市老人憩いの家すえよし（全
館）及び神門コミュニティセンター
（浴室のみ）の施設利用休止につ
いてのお知らせ

【施設】
・老人憩いの家すえよし 全館 （末吉１０６８－３）
・神門コミュニティセンター 浴室のみ （人見１４６２－４１）
【期間】
令和２年２月２８日（金）から３月３１日（火）まで
利用休止期間に変更が生じる場合は、当メール配信サービスや市ホームページ、施設への張り紙等を通じて、その都度周知させていただきます。

市からのお
知らせ

【応募終了のお知らせ】きみつ健康
2020/2/28 17:20
マイレージ

令和元年度きみつ健康マイレージは令和２年２月２８日をもちまして応募を締め切らせていただきました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

---------------メール配信元
君津市
高齢者支援課
問 0439-56-1731
市民生活課
問 0439-56-1483
---------------君津市健康づくり
課 0439-57-2233

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
新型コロナウイルス感染症防止のため、中止または延期するイベント等です。
詳細については、各問い合わせ先へご連絡ください。

本文

署名

3月
2日（月）
【中止】マタニティクラス第3回（君津市保健福祉センター）
問0439－57－2233（健康づくり課）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1408.html
6日（金）
【中止】おびつふくし広場（田原館（俵田））
問0439－35-2588（小櫃公民館）
市からのお
知らせ

新型コロナウイルス感染症防止の
2020/2/29 17:28 ため中止または延期するイベント 7日（土）
があります
【延期】君津まちづくりプロジェクト第２回住民協議会（君津市役所）
開催予定日：未定
問0439－56-1260（経営改革推進課）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/8/24788.html

健康づくり課
0439-57-2230

9日（月）
【中止】マタニティクラス第4回（君津市保健福祉センター）
問0439－57－2233（健康づくり課）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1408.html
最新情報はこちらに掲載しています
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/26295.html
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市北子安にお住まいの９０歳の女性が、昨日午後５時３０分ごろから行方が分からなくなっております。

安心・安全
メール

安心・安全
メール

2020/3/2 0:04 行方不明者について

2020/3/2 1:39 行方不明者の発見について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５０センチ
小太り
白髪
上衣は茶色または紫色の半纏
下衣は紫色のズボン
紫色のサンダル
手押し車を押している

見かけた方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
君津市北子安にお住まいの９０歳の女性は、君津市内にて無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
新型コロナウイルス感染症防止のため、休館する施設は以下のとおりです。詳細等については、各問い合わせ先へご連絡ください。
市民のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●期間 令和2年3月3日（火曜日）から3月16日（月曜日）まで（ただし、状況に応じて延長する可能性あり）

署名

神門コミュニティセンター（浴室は3月31日まで）
貞元コミュニティセンター
松丘コミュニティセンター
南子安コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
問0439－56－1483（市民生活課）
地域福祉推進センターゆうゆう館
問0439-56-1242（厚生課）
市からのお
知らせ

新型コロナウイルス感染症防止の 君津市子育て支援センター（3月31日まで）
2020/3/2 21:41 ため休館・休止になる施設がありま 問0439-56-1184（子育て支援課）
す
老人憩いの家すえよし（3月31日まで）
問0439-56-1731（高齢者支援課）
生きがい支援センター
問0439-57-2230（健康づくり課）
君津勤労者総合福祉センター（メディカルスポーツセンター、テニスコートも含む）
問0439-56-1384（経済振興課）
自然休養村管理センター（直売は開館）
農村環境改善センター
問0439-56-1670（農政課）
森林体験交流センター

健康づくり課
0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
新型コロナウイルス感染症防止のため、中止または延期するイベントです。
イベントの詳細等については、各問い合わせ先へご連絡ください。

本文

署名

3月
6日（金）
【中止】おびつふくし広場（俵田・田原館）
問 0439-35-2588 小櫃公民館
6日（金）
【中止】1歳6か月児健康診査（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233 健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1437.html
7日（土）
新型コロナウイルス感染症防止の 【延期】君津まちづくりプロジェクト第２回住民協議会（君津市役所）
2020/3/5 16:30 ため、中止または延期するイベント 開催予定日：未定
があります
問0439-56-1260（経営改革推進課）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/8/24788.html
9日（月）
【中止】ふるさと学習会「鹿野山と修験道」（鹿野山 神野寺）
問 090-4439-9716 鹿野山・愛彩の会
9日（月）
【中止】マタニティクラス第4回（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233 健康づくり課
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1408.html
11日（水）
【中止】3歳児健康診査（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233 健康づくり課
(1)被災住宅修繕緊急支援事業
台風１５号、１９号、１０月２５日の大雨によって被災した住まいの屋根や外壁などの修繕工事を行う場合、その費用の一部（最大５０万円）を補助します。まだ申請されてい
ない方は、お早目に申請してください。
【問合せ時間】
月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前９時００分から午後４時００分まで
【問合せ・申請先】
被災者支援窓口 0439-56-1177
被災住宅修繕緊急支援事業の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/18/24906.html
市からのお
知らせ

2020/3/5 18:00

台風で被災した住宅に係る支援制
度のご案内
(2)被災住宅復興資金利子補給事業
台風１５号、１９号、１０月２５日の大雨によって住宅に被害を受けた方が、住宅の補修や建て替えなどのために金融機関から資金を借り入れた場合に、その利子の一部を
補助します。
【問合せ時間】
月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前８時３０分から午後５時１５分まで
【問合せ・申請先】
住宅営繕課 0439-56-1621
被災住宅復興資金利子補給事業の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/107/25384.html

メール配信元
君津市健康づくり
課
問 0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
３月１０日１９時０７分頃、君津市杢師４丁目２５番 杢師県営住宅付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2020/3/10 19:16 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

火災情報

2020/3/10 19:43 火災情報

火災情報

2020/3/12 10:56 火災情報

火災情報

2020/3/12 11:55 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０３月１０日１９時０７分頃、君津市杢師４丁目２５番 杢師県営住宅付近で発生した建物火災は誤報と判明しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
３月１２日１０時４７分頃、君津市笹１８５４番 渡辺商店付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
３月１２日１０時４７分頃、君津市笹１８５４番 渡辺商店付近で発生した林野火災は１１時５０分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
国内における新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、期間を延長することとしました。（3月12日現在）
休館する施設は以下のとおりです。詳細等については、各問い合わせ先へご連絡ください。

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

市民のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●期間 令和2年3月3日（火曜日）から3月31日（火曜日）まで（ただし、状況に応じて延長する可能性あり）
神門コミュニティセンター
貞元コミュニティセンター
松丘コミュニティセンター
南子安コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
問0439－56－1483（市民生活課）

市からのお
知らせ

地域福祉推進センターゆうゆう館
（期間延長）新型コロナウイルス感 問0439-56-1242（厚生課）
2020/3/12 21:24 染症防止のため休館・休止になる
君津市子育て支援センター
施設があります
問0439-56-1184（子育て支援課）

健康づくり課
0439-57-2230

老人憩いの家すえよし
問0439-56-1731（高齢者支援課）
生きがい支援センター
問0439-57-2230（健康づくり課）
君津勤労者総合福祉センター（メディカルスポーツセンター、テニスコートも含む）
問0439-56-1384（経済振興課）
自然休養村管理センター（直売は開館）
農村環境改善センター
問0439-56-1670（農政課）
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年度個人市県民税の申告期限を4月16日(木)まで延長します。
この延長に伴う、3月17日(火)以降の申告の受付場所、受付時間帯の詳細は、君津市公式ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/11/26723.html
市からのお
知らせ

2020/3/13 12:00

個人市県民税の申告期限の延長
と受付場所などが変更になります

◆所得税の確定申告については、3月17日(火)以降 (土、日及び祝日を除く)は木更津税務署での受付となります。
なお、完成した所得税の確定申告書の提出は、市役所1階5番窓口 課税課においても受け付けます。(申告書の作成及び相談はできません)
所得税の確定申告の詳細については、下記までお問い合わせください。
木更津税務署 0438－23－6161
※申告期限を延長したことに伴い、申告書の内容が個人市県民税額及び各種保険税（料）等の算定に間に合わない場合がございます。確認次第反映して参りますので、ご
理解のほどよろしくお願いします。

配信元
君津市課税課
0439－56－1122

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
新型コロナウイルス感染症防止のため、中止または延期するイベント等です。
詳細については、各問い合わせ先へご連絡ください。

本文

署名

3月
14日（土）
【延期】清和の魅力探訪ウォーク（鹿野山）
問 0439-37-2195（清和公民館）
15日（日）
【中止】両親学級（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233（健康づくり課）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1408.html
市からのお
知らせ

新型コロナウイルス感染症防止の
2020/3/13 18:30 ため中止または延期するイベント
16日（月）、17日（火）
があります
【中止】赤ちゃん育児相談（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233（健康づくり課）https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/26435.html

健康づくり課
0439-57-2230

16日（月）
【中止】「初めての歯みがき＆離乳食の始め方」（君津市保健福祉センター）
問 0439-57-2233（健康づくり課）https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/26435.html
19日（木）
【中止】赤ちゃん育児相談（上総地域交流センター）
問 0439-57-2233（健康づくり課）https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/26435.htm

市からのお
知らせ

市からのお
知らせ

東粟倉地先で発生した道路の陥没による通行止めの影響で、コミュニティバス中島・豊英線の下り11便（鈴木病院前午後6時20分発（清和中コース））は、「粟倉」から植畑
コースで運行します。「清和公民館」～「公会堂前」はご利用できませんので、ご注意ください。
道路の陥没による通行止めの影響
通行止めが解除されるまでの間は、植畑コースで運行します。
によりコミュニティバス中島・豊英線
2020/3/18 18:13
の運行コースを一時的に変更しま
【運行状況の問合せ先】
す
大新東株式会社君津営業所
0439-50-3120
東粟倉地先で発生した道路陥没の復旧作業が終了し、通行止めが解除されたため、本日１９日（金）のコミュニティバス中島・豊英線は始発から通常運行となります。
ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
１９日（金）コミュニティバス中島・豊
2020/3/19 5:30 英線は始発から通常運行となりま
【運行状況の問合せ先】
す
大新東株式会社君津営業所
0439-50-3120
お花見シーズンを迎えておりますが、今年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、公園等の市の公共施設における花見時期の「飲食を伴う宴会等」の利
用をお控えいただきますよう、お願いいたします。

君津市企画課
0439-56-1566

君津市企画課
0439-56-1566

なお、各家族間で距離を保ち、お弁当を広げながらお花見を楽しむことを控えていただくとの趣旨ではありません。
また、散策しながらお花見を楽しむ際にも、咳エチケットなど、感染拡大防止の取り組みにご協力いただきますよう、併せてお願いします。
市からのお
知らせ

2020/3/19 19:00

公園等の市の公共施設における花 ≪宴会のリスク≫
健康づくり課
見時期の宴会等の自粛のお願い
宴会は、大人数で回し飲みや箸でつまみあいながらの飲食、近距離での会話や発声による飛沫の発散などが一定時間以上続き、接触感染、飛沫感染による感染拡大の 0439-57-2230
リスクが高いと考えられます。
自粛の詳細などについては、施設管理者にお問い合わせください。
最新情報はこちらに掲載しています
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/26908.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
３月２１日１３時０９分頃、君津市糸川２２１２番 三京砂利採取場付近で車両火災が発生しています。
火災情報
2020/3/21 13:13 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
火災情報

2020/3/21 13:39 火災情報

火災情報

2020/3/22 10:36 火災情報

火災情報

2020/3/22 11:15 火災情報

火災情報

2020/3/22 18:42 火災情報

火災情報

2020/3/22 19:24 火災情報

市からのお
知らせ

2020/3/24 18:30 白駒配水区の緊急断水について

市からのお
知らせ

火災情報

市からのお
知らせ

火災情報

防災情報

2020/3/24 19:39

白駒配水区の緊急断水の回避に
ついて

2020/3/25 8:28 火災情報

2020/3/25 9:30

４月１日より原則屋内禁煙が義務
づけられます。（全国共通ルール）

2020/3/25 9:43 火災情報

2020/3/25 12:05 テスト

こちらは君津市消防本部です。
３月２１日１３時０９分頃、君津市糸川２２１２番 三京砂利採取場付近で発生した車両火災は１３時３７分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０３月２２日１０時２９分頃、君津市笹１６２１番 片倉交差点付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
３月２２日１０時２９分頃、君津市笹１６２１番 片倉交差点付近で発生した林野火災は１１時１０分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０３月２２日１８時２９分頃、君津市草牛３９番 松本鶏園草牛農場付近で林野火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
３月２２日１８時２９分頃、君津市草牛３９番 松本鶏園草牛農場付近で発生した林野火災は１９時２１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは かずさ水道広域連合企業団です。
現在、白駒配水場内で緊急漏水修理を行っております。
修理に伴い、午後１０時より午前５時まで断水となります。
断水となる地域は、白駒配水区の
六手の一部、白駒、上、泉、福岡の一部、荻作、糠田の一部、皿引の一部、中島の一部、練木、三直の一部となります。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
https://www.kazusa-kouiki.jp/2020/03/shirakoma/
こちらは、かずさ水道広域連合企業団です。
先程お知らせいたしました、白駒配水場内での緊急漏水修理については、修理が無事完了いたしましたので、予定していた断水は実施いたしません。
ご迷惑をお掛けいたしました。
ご協力ありがとうございました。
https://www.kazusa-kouiki.jp/2020/03/shirakoma/
こちらは君津市消防本部です。
０３月２５日０８時２４分頃、君津市三直１２９１番 吉川工業内箕輪社宅付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
望まない受動喫煙の防止を目的とし、平成30年7月に健康増進法が改正されました。
この改正法により、学校・病院等は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙（屋内全面禁煙）となり、飲食店・職場等は令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられま
す。施設の管理者の皆様は、新たなルールに基づいた対策をお願いします。
たばこを吸う方は、望まない受動喫煙が生じないように気を付けましょう。
詳細は、千葉県公式ホームページをご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html
こちらは君津市消防本部です。
０３月２５日０８時２４分頃、君津市三直１２９１番 吉川工業内箕輪社宅付近で
発生した建物火災は０９時４１分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
テストです

署名
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

かずさ水道広域連
合企業団
0438-23-0743

かずさ水道広域連
合企業団
0438-23-0743

君津市消防署
0439-53-0119

健康づくり課
0439-57-2233

君津市消防署
0439-53-0119
危機管理課
0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
こちらは君津市消防本部です。
０３月２５日１３時５４分頃、広岡１７７５番 齋藤建築付近でその他火災が発生しています。
火災情報
2020/3/25 13:58 火災情報
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133

火災情報

2020/3/25 14:30 火災情報

火災情報

2020/3/26 2:15 火災情報

火災情報

2020/3/26 3:23 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０３月２５日１３時５４分頃、広岡１７７５番 齋藤建築付近で発生したその他火災（野焼きの拡大）は１４時２７分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０３月２６日０２時０５分頃、君津市西原８３１番 田中商会付近で建物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０３月２６日０２時０５分頃、君津市西原８３１番 田中商会付近で発生した建物火災は０３時２０分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
国内における新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、期間を延長することとしました。（3月26日現在）
休館する施設は以下のとおりです。詳細等については、各問い合わせ先へご連絡ください。

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119

市民のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●期間 4月15日（水曜日）まで（ただし、状況に応じて延長する可能性あり）
神門コミュニティセンター
貞元コミュニティセンター
松丘コミュニティセンター
南子安コミュニティセンター
亀山コミュニティセンター
問0439－56－1483（市民生活課）

市からのお
知らせ

地域福祉推進センターゆうゆう館
（4月15日まで延長）新型コロナウイ 問0439-56-1242（厚生課）
2020/3/26 20:47 ルス感染症防止のため休館・休止
君津市子育て支援センター
になる施設があります
子育て支援室「コアラルーム」
問0439-56-1184（子育て支援課）
老人憩いの家すえよし
問0439-56-1731（高齢者支援課）
生きがい支援センター
問0439-57-2230（健康づくり課）
君津勤労者総合福祉センター
問0439-56-1384（経済振興課）
自然休養村管理センター（直売は開館）
農村環境改善センター

健康づくり課
0439-57-2230

君津市メール配信サービス バックナンバー 2019年4月1日～2020年3月31日
種別
送信日時
件名
本文
３月２５日に東京都知事から都民に向けた外出自粛などの要請を出されたことなどを受け、本日、千葉県知事から、県民の安全を守るため、以下の３つのお願いがありまし
た。

署名

・ 今週末の東京都内への不要不急の外出の自粛のお願い
・ 帰国者の皆様に対する１４日間の自宅待機等の徹底の強いお願い
・ 感染拡大のリスクを高める環境である「換気の悪い密閉空間」・「多数の人が集まる密集場所」・「間近で会話や発生をする密接場面」という「３つの密」を避ける行動の徹
底のお願い

市からのお
知らせ

また、本日、一都四県（埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨）の知事から、
・ 「３つの密」の条件が重なる場所を避けるための行動
≪緊急≫新型コロナウイルス感染 ・ 特に感染の発見が難しい若年層の皆様の慎重な行動
2020/3/26 21:42 症対策に関しての市民の皆様への ・ 人混みへの不要不急の外出自粛
お願い
・ イベントなどの自粛
・ テレワーク、時差通勤、在宅勤務などの実施
へのご理解、ご協力を求める共同メッセージが出されております。

健康づくり課
0439-57-2230

一人ひとりの行動が感染拡大の防止に極めて重要です。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
最新情報はこちらに掲載しています
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/27120.html
明日４月１日（水）から、新たな路線バス「君津・鴨川線」の実証運行が開始されます。君津駅南口と亀田総合病院を片道約７０分で結び、１日４往復（８便）、９月３０日まで
毎日運行されます。鴨川市内へのアクセスがより便利になりますので、通院や観光などにぜひご利用ください。運行の詳細は、運行事業者のホームページをご覧ください。
市からのお
知らせ

2020/3/31 12:00

【４月１日（水）】路線バス「君津・鴨
【鴨川日東バス株式会社】
川線」実証運行開始
http://www.kamogawanitto.co.jp/
電話 04-7092-1234

2020/3/31 14:10 テストメールです
火災情報

2020/3/31 15:12 火災情報

火災情報

2020/3/31 17:31 火災情報

市からのお
知らせ

2020/3/31 18:45

高齢者運動教室の中止のお知ら
せ

君津市携帯メール配信のテストメールです。
こちらは君津市消防本部です。
０３月３１日１４時５９分頃、君津市君津１番 日本製鉄中央門付近で特別危険物火災が発生しています。
※消防活動中の情報は、下記番号でも案内しております。
0120-49-4133
こちらは君津市消防本部です。
０３月３１日１４時５９分頃、君津市君津１番 日本製鉄中央門付近で発生した特別危険物火災は１７時２４分に鎮火しました。
火の元、火の取り扱いには十分注意しましょう。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、３月末まで休止としていましたが、依然として拡大傾向にあることから４月以降も再開の目処がつくまで中止となりまし
た。
参加者の皆様の安全・安心を最優先に考えておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

君津市企画課
0439-56-1566

君津市消防署
0439-53-0119
君津市消防署
0439-53-0119
健康づくり課
５７－２２３３

