君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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】4月8日（水）
映画上映会「引っ越し大名！」
※延期先の日程につきましては後日お知らせします。
◆【延期】4月17日（金）・18日（土）
映画上映会「人生をしまう時間」
※延期先の日程につきましては後日お知らせします。
市からの
お知らせ

2020/4/1 18:00

君津市民文化ホール主催イ
◆【延期】5月9日（土）
ベントのお知らせ
松本ピアノコンサートStage on Stage vol.25 「松本ピアノ×松本ピアノ ～２台ピアノの饗宴～」
※延期先の日程につきましては後日お知らせします。

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

◆5月10日（日）
梅沢富美男劇団 君津特別公演 ～梅沢富美男 魅力のすべて～
※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。
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市泉にお住まいの７８歳の女性が、本日、午前７時ごろ家族が最後に確認し、午後７時ごろ家族が帰宅したところ、自宅からいなくなっております。
安心・安
全メール

2020/4/2 22:10 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５０センチ
やせ型
白髪混じりの短め
マジックテープ付きの黒色の靴

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。
君津市泉にお住まいの７８歳の女性は、君津市内にて無事発見されました。
安心・安
全メール

2020/4/3 12:00 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
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
新型コロナウイルス感染症による状況をふまえ、皆様の健康を最優先し4月の以下の教室等の開催を中止することと決定いたしました。

市からの
お知らせ

2020/4/3 12:00

4月の赤ちゃん育児相談等
中止のお知らせ

中止の教室等
■赤ちゃん育児相談
4月13日（月）・4月14日（火）
君津市保健福祉センター
■赤ちゃん育児相談 集団教室
4月13日（月）「初めての歯みがき＆離乳食への進め方」
4月14日（火）「幼児期の歯のお手入れ＆幼児食への進め方」
■むし歯予防教室
4月22日（水）
君津市保健福祉センター

署名

■健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３
■すこやか親子サ
ポート「つみき」
０４３９－５７－０１
２０

ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。5月以降の開催につきましては、今後の状況をふまえ市ホーム
ページ等にてお知らせいたします。今回の振替実施はできませんが、育児相談等のご希望がありましたら、個別に対応いたしますので下記までご連絡ください。

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。
君津市泉にお住まいの７０歳代の女性が、昨日の午後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

2020/4/3 15:16 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１４５センチくらい
やせ型
長めの黒髪
紫色パーカー
黒色ズボン
黒色スリッポン

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
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。
・今週末の4月4日(土曜日)、5日(日曜日)は、県内全域において不要不急の外出を控えてください。来週末の11日(土曜日)、12日(日曜日)も同じように外出の自粛をお願
いします。

市からの
お知らせ

・平日夜間の不要不急の外出も自粛してください。
昼夜を問わず、「3つの密」のいずれかに当たるような場所に行ったりすることを自粛してください。
≪緊急≫新型コロナウイル ※3つの密とは「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」です。
2020/4/3 17:00 ス感染症対策に関しての市
・海外からの帰国者の皆様には「14日間の自宅待機等」を必ず行ってください。
民の皆様へのお願い
特に感染の発見が難しい若年層の皆様は、慎重な行動をお願いします。
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。
詳細は、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/27120.html

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 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市泉にお住まいの７０歳代の女性が、昨日の午後６時頃から徒歩で出かけたまま、行方がわからなくなっています。

安心・安
全メール

2020/4/3 19:23 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１４５センチ
やせ型
長めの黒髪
紫色パーカー
黒色ズボン
黒色スリッポン

君津警察署
0439-54-0110

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。
君津警察署から行方不明者についてご協力をお願いします。
君津市泉にお住まいの７０歳代の女性が、一昨日の午後６時頃から徒歩で出かけたまま、行方がわからなくなっております。

安心・安
全メール

2020/4/4 9:55 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１４５センチ
やせ型
長めの黒髪
紫色パーカー
黒色ズボン
黒色スリッポン

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。
君津市泉にお住まいの７０歳代の女性が、３日前の午後６時頃から徒歩で出かけたまま、行方がわからなくなっております。

安心・安
全メール

2020/4/5 8:52 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１４５センチくらい
やせ型
長めの黒髪
首元にリボンが付いた肌色スウェット
花柄で紫色の長ズボン
黒色スリッポン

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。

市からの
お知らせ

君津市教育委員会からお知らせします。
4月末日まで君津市内の小・
2020/4/5 17:04
新型コロナウィルス感染防止のため、市内小中学校は4月末日まで臨時休校とします。
中学校を休校します
なお、小中学校の始業式、入学式は予定通り実施します。

---------------問い合わせ先
君津市教育委員会
学校教育課
0439-56-1695
----------------

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
高速バス「鴨川～渋谷線（シーバレー号）」は4月6日（月）より当面の間、
全便運休となります。詳しい内容は下記のホームページでご確認ください。
高速バス「鴨川～渋谷線
市からの
2020/4/5 17:25 （シーバレー号）」の全便運 【鴨川日東バス株式会社】
お知らせ
休について
http://www.kamogawanitto.co.jp/
電話 04－7092－1234

火災情報

2020/4/5 22:21 火災情報

火災情報

2020/4/6 0:23 火災情報

安心・安
全メール

2020/4/6 9:00

「春の全国交通安全運動」
実施中

火災情報

2020/4/6 9:13 火災情報

火災情報

2020/4/6 9:25 火災情報

市からの
お知らせ

2020/4/7 13:40

市内中学校の入学式を延期
します

火災情報

2020/4/8 12:15 火災情報

火災情報

2020/4/8 13:05 火災情報

市からの
お知らせ

感染症対策としてマスクの
2020/4/8 18:36
捨て方にご注意ください

本文

こちらは君津市消防本部です。
０４月０５日２２時１１分頃、君津市三直２２２番 房総四季の蔵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。
０４月０５日２２時１１分頃、君津市三直２２２番 房総四季の蔵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。
４月６日（月）から４月１５日（水）まで春の全国交通安全運動期間です。
また、４月１０日（金）は交通事故死ゼロを目指す日です。

署名

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

依然として、高齢者が関係する死亡事故の割合が高く、特に歩行中の事故が多く発生しています。
幼児・児童には、交通社会の一員としての自覚と基本的な交通ルールとマナーを身に付けさせるようにしましょう。
また、ドライバーは、歩行者や自転車等にも注意を払い、特に横断歩道は歩行者優先であることを忘れず、思いやりを持った運転をしましょう。
こちらは君津市消防本部です。
０４月０６日０９時０７分頃、君津市南子安９丁目８番 創価学会君津文化会館第２駐車場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。
０４月０６日０９時０７分頃、君津市南子安９丁目８番 創価学会君津文化会館第２駐車場付近で発生した建物火災は０９時１８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。
君津市教育委員会からお知らせします。
本日、政府による緊急事態宣言が発令される見込みです。
現在の状況を鑑み、4月8日に予定していた市内中学校の入学式を延期とします。
入学式の代替日は未定となっております。
今後の対応につきましては、市や各学校のホームページで随時お知らせします。
こちらは君津市消防本部です。
０４月０８日１２時０９分頃、君津市笹１８６４番 秋元木工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
君津市消防署
0439-53-0119
---------------問い合わせ先
君津市教育委員会
学校教育課
0439-56-1695
----------------

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
０４月０８日１２時０９分頃、君津市笹１８６４番 秋元木工付近で発生したその他火災（枯草の焼却行為）は１３時０３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。
ご家庭で使用したマスクやティッシュなどをごみとして排出する場合、新型コロナウィルス感染症対策として次のことに注意くださるよう、市民の皆様のご協力をお願いい
たします。
１.ごみに直接触れない
マスクやティッシュなどを使用したら、すぐに袋等に入れ、封をしましょう。
２.指定ごみ袋はしっかりしばる
指定ごみ袋からマスクなどが出ないよう、しっかりとしばりましょう。
３.ごみを捨てた後は手を洗う
ごみを捨てた後は、石鹸を使用して、流水でよく手を洗いましょう。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/27824.html

問い合わせ先
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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

本文

君津市教育委員会からお知らせします。
政府による「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、市内小中学校の臨時休校を５月６日(水)まで延長しました。
市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

2020/4/9 12:00

臨時休校期間を延長します
学校の再開等、今後の対応につきましては、市や各学校のホームページ等で随時お知らせします。
【5月6日（水）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、高速バス及び路線バスは、下記のとおり運休となります。
【高速バス】
「君津・新宿線」：4月13日（月）から当面の間、「全便」運休。
「君津・羽田空港線」：4月16日（木）から当面の間、「一部」運休。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
＜日東交通株式会社＞
http://www.nitto-kotsu.co.jp/operation_status/%e8%a8%88%e7%94%bb%e9%81%8b%e4%bc%91%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd/
高速バス・路線バスの運休 電話 0438-23-0151
2020/4/9 18:00 のお知らせ【4月13日（月）以
【路線バス】
降から】
「君津・鴨川線（特急君鴨ライナー）」：4月16日（木）から当面の間、「全便」運休。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
＜鴨川日東バス株式会社＞
http://www.kamogawanitto.co.jp/
電話 04-7092-1234

署名
---------------問い合わせ先
君津市教育委員会
学校教育課
0439-56-1410
----------------

君津市企画課
0439-56-1566

令和2年4月7日、国は新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行い、千葉県は県内全域を対象に緊急事態措置を実施することとしました。（期間は5月6日まで）
【千葉県の措置内容】
（1）県民の皆様へ 外出の自粛の要請
生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないでください。
職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進。これまで
外出自粛要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請する。
・生活の維持に必要な場合の例
通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など ※事業者の皆様には、感染防止措置
を十分に行ってください。
・外出自粛をお願いしたい例
「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など
市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症
（2）事業者の皆様へ 感染防止措置に関する協力依頼
2020/4/9 19:24 対策に関しての市民の皆様
・「3つの密」を避けるような対策を講じる。
へのお願い
・入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行う。
（3）催物の開催に関する協力依頼
・感染の拡大につながるおそれのある催物（イベント）の開催自粛
・「3つの密」を避けられない場合は開催自粛
※3つの密とは「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」です。
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/site/covid-19-info/27120.html

健康づくり課
0439-57-2230
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種別
送信日時
件名
本文
国が緊急事態宣言を行ったことに伴い、期間を延長することとしました。なお、千葉県の緊急事態措置により、屋外施設についても休館します。
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

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 ５月６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
（5月６日まで延長/屋外施
問0439-56-1242（厚生課）
設も追加）新型コロナウイル
2020/4/10 8:36
ス感染症防止のため休館・
君津市子育て支援センター
休止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）

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(テニスコートも含む)
問0439-56-1384（経済振興課）

市からの
お知らせ

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
緊急事態宣言が発令されたことを受け、4月14日（火）から実施を予定していた「令和2年度狂犬病予防集合注射」は全日程を中止することにいたしました。
飼い主の皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、今後の感染症の収束状況をみながら、令和2年度内に実施の可能性を含めて検討を進めてまいります。今後の対応につきましては、市のホームページ等で随時
令和2年度狂犬病予防集合
2020/4/10 9:00
お知らせします。
注射は中止します

君津市環境衛生課
0439-56-1221

動物病院では通年で狂犬病予防注射を実施しております。
なお、病院での個別注射を利用される場合、集合注射と料金が異なりますので、各病院にご確認ください。
国が新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を行ったことに伴い、下記日程のがん検診を中止します。
■結核・肺がん検診
４月１３日（月）～５月１８日（月）
市からの
お知らせ

2020/4/10 10:04

■健康づくり課
結核・肺がん検診中止のお
※検診会場で配布予定の大腸がん検査容器については、保健福祉センター及び各行政センターで配布しています。なお、検体の提出日は６月１０日からを予定しており ０４３９－５７－２２
知らせ
ます。
３０
ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、以後予定されている検診等につきましては、今後の状況
を踏まえ市ホームページ等にてお知らせいたします。

市からの
お知らせ

2020/4/10 12:00

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、路線バス「イオンモール木更津線」は、４月１６日（木）から当面の間、一部運休となります。
路線バス「イオンモール木更 詳細は、下記ホームページでご確認ください。
津線」一部運休のお知らせ http://www.nitto-kotsu.co.jp/operation_status/%e8%a8%88%e7%94%bb%e9%81%8b%e4%bc%91%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd/
電話 0438-23-0151

市からの
お知らせ

2020/4/10 20:00

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、高速バス「君津・東京線」及び「鴨川・東京線（アクシー号）」は、４月１６日（木）から当面の間、一部運休となります。
高速バスの一部運休のお知 詳細は、下記ホームページでご確認ください。
君津市企画課
0439-56-1566
らせ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
現在、清掃工場へのごみの直接搬入が増加し大変混雑しております。新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、処分を急がないごみの搬入は当面の間お控
えください。
清掃工場へのごみの直接
また、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、お近くのごみステーションをご利用ください。
市からの
搬入はお控えください【感染
クリーン推進課
2020/4/15 9:00
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
お知らせ
症拡大防止にご協力くださ
0439-52-5353
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28139.html
い】
君津警察署からお知らせします。
本日は、年金支給日です。
電話で家族や金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、電話de詐欺を疑いましょう。
安心・安
全メール

2020/4/15 11:00 安心・安全メール

また、新型コロナウイルスに関する給付金があるといって、市役所等を騙る話についても電話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
君津警察署からお知らせします。
緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルスの影響により４月１６日から当面の間、免許更新の手続きが行えません。
他の交通受付業務については通常通り行います。

安心・安
全メール

2020/4/15 18:22 免許更新業務について

ご不明な点は、君津警察署までお問い合わせをお願いいたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
千葉県は、令和２年４月７日の緊急事態宣言を受け、同日、外出の自粛要請等を行いました。
宣言後の県内における感染症患者の発生が増加している状況等を踏まえ、施設の使用停止又はイベント開催の停止の協力要請等の、新たな措置を行うこととしまし
た。
緊急事態宣言発出に伴う千 期間は５月６日（水）まで。
2020/4/15 19:40
葉県の措置内容
引き続き、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

健康づくり課 ０４３
９－５７－２２３０

※千葉県の措置について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu.html
かずさ水道広域連合企業団における水道料金の収納等について、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、4月20日（月）から当面の間、営業所の窓口業
務を休止させていただきます。
市民の皆様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします
＜休止する営業所＞
君津営業所・富津営業所・袖ケ浦営業所
市からの
お知らせ

2020/4/17 13:30

かずさ水道広域連合企業団
君津営業所の窓口閉鎖の ＜休止する業務＞
お知らせ【4月20日（月）か 料金収納や開閉栓手続き等の窓口業務
ら】
※電話やインターネットによる受付は、引き続き通常通り実施します。
また、企業団本庁舎では、料金収納等を受け付けておりますが、混雑緩和のため、来庁の際は事前のご連絡をお願いします。
詳細は、ホームページでご確認ください。
かずさ水道広域連合企業団
https://www.kazusa-kouiki.jp/2020/04/shingatacorona-eigyousyo/

かずさ水道広域連
合企業団
0438-23-0743

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
新型コロナウイルス感染症の感染者が近隣市で増加しております。
現在、君津市では感染者は発生しておりませんが、市民の皆様におかれましては、引き続き、感染症予防にご協力をお願いします。
・外出を控えて、人との接触を減らしましょう。
・3つの「密」を避けて行動しましょう。
※3つの密とは「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」です。
・こまめに手を洗いましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクの着用、ティッシュやハンカチ、袖などを使って、口や鼻を覆いましょう。
市からの
新型コロナウイルス感染症 ・部屋の窓を開けるなど、定期的に換気をしましょう。
2020/4/18 14:03
お知らせ
防止のお願い
・免疫力を低下させないため、3食欠かさずバランスのよい食事をしましょう。
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。

署名

健康づくり課
0439-57-2230

【千葉県の電話相談窓口（コールセンター）】
○電話番号 0570-200-613
○受付時間 24時間（土曜、日曜、祝日も実施）
○対応内容 新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応など

市からの
お知らせ

千葉県は新型コロナウイルス感染症の患者数が増加している現状等を踏まえ、新たな措置内容（追加措置）を以下のとおり発表しました。
期間は4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで。
措置内容
緊急事態宣言発出に伴う千
食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆様には、適切な感染症防止対策を講じたうえで、事業を継続していただいているところですが、19時以降の 健康づくり課 ０４３
2020/4/18 16:30 葉県の新たな措置内容につ
夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。
９－５７－２２３０
いて
※千葉県の措置について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu-3.html
君津警察署からお知らせします。
緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルスの影響により４月１６日から当面の間、免許更新の手続きが行えません。
他の交通受付業務については通常通り行います。

安心・安
全メール

2020/4/20 8:30 免許更新業務について

ご不明な点は、君津警察署までお問い合わせをお願いいたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署からお知らせします。
新型コロナウイルスの影響に伴う緊急事態宣言により営業を自粛している店舗や事業所に対する盗難被害が全国的に増加しています。

安心・安
全メール

2020/4/20 16:41

また、子供だけで留守番している民家に窃盗犯が侵入する事件も発生しています。
緊急事態宣言に伴う防犯対
休業店舗の盗難被害や子供の安全確保のため、防犯対策の強化をお願いいたします。
策の強化について
ご理解とご協力をお願いいたします。
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 2020年4月1日～2021年1月28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。

署名

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（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。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
新型コロナウイルスの感染が懸念される現在でも、毎日約3,000人の方が輸血を必要としています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
市からの
お知らせ

2020/4/21 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（熱が37．5度以上ある人、風邪症状のある人は献血をご遠慮いただきます。)
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。
君津警察署からお知らせします。
本日、君津市内において、君津警察署員を名乗り、
昨日、駅に行きましたか？

安心・安
全メール

市からの
お知らせ

2020/4/21 14:51 安心・安全メール

2020/4/22 8:30

特別定額給付金（仮称）の
お知らせ

などど問い合わせる、不審な電話がかかってきています。
これは、詐欺の電話の可能性があります。
不審な電話には、安易に回答しないようお願いします。
君津警察署
0439-54-0110
現在、君津市では特別定額給付金（仮称）の給付に向けた準備を進めています。申請開始時期等の詳細については決まり次第、ホームページやメール配信等で皆様に
お知らせいたします。
特別定額給付金（仮称）の事業概要とコールセンターについては、総務省ホームページURLからご確認ください。
総務省「特別定額給付金（仮称）」ホームページ＜外部リンク＞
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

君津市総務課
0439-56-1581

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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

昨日、君津市内において、警察官を名乗る不審電話が多数かかってきています。
安心・安
全メール

火災情報

2020/4/22 11:00 安心・安全メール

2020/4/22 14:12 火災情報

火災情報

2020/4/22 15:33 火災情報

火災情報

2020/4/22 16:04 火災情報

火災情報

2020/4/22 16:09 火災情報

電話で警察官や家族、金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、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２２日１４時０５分頃、君津市郡９８５番 サンコーユニット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。
０４月２２日１５時２７分頃、君津市香木原１５７番 香木原自治会館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。
０４月２２日１５時２７分頃、君津市香木原１５７番 香木原自治会館付近で発生した林野火災は誤報（ゴミの焼却行為）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。
こちらは君津市消防本部です。
０４月２２日１４時０５分頃、君津市郡９８５番 サンコーユニット付近で発生した建物火災は１６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。
国が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行ったことに伴い、下記日程のがん検診を中止します。

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

■結核・肺がん検診
４月１３日（月）～５月１８日（月）
市からの
お知らせ

2020/4/23 11:23

■健康づくり課
結核・肺がん検診中止のお
※検診会場で配布予定の大腸がん検査容器については、保健福祉センター及び各行政センターで配布しています。なお、検体の提出日は６月１０日からを予定しており ０４３９－５７－２２
知らせ
ます。
３０
ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、以後予定されている検診等につきましては、今後の状況
を踏まえ市ホームページ等にてお知らせいたします。
日頃より、皆様には感染症予防にご協力いただいているところですが、買い物をする際には「咳エチケット」や手洗いなどの基本的な感染予防策に加え、以下の点につ
いても更なるご理解、ご協力をお願いいたします。
・滞在時間の短縮
必要なものは、事前に買い物リストを作成しておくとお店での滞在時間を減らすことができます。また、必要以上に商品に触れないことに繋がります。

市からの
お知らせ

買い物をするときも新型コロ
2020/4/23 18:00 ナウィルス感染症予防対策 ・混雑の回避
お店によっては、買い物の仕方を制限する場合がありますので、ご協力ください。また、家族総出での買い物を控えることも混雑回避に繋がります。
を徹底しましょう
一人ひとりの行動が感染拡大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。
【消費者庁HP】新型コロナウィルス感染症拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

君津市経済振興課
0439-56-1531

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、清掃工場へのごみの直接搬入は、控えるようお願いします。
現在、清掃工場では、土曜日や休日を中心にごみの直接搬入が増加し大変混雑しています。
清掃工場へのごみの直接
ごみの直接搬入は、不特定多数の市民の方々の接触の機会となり得るため、処分を急がないごみの搬入は、当面の間、お控えください。
市からの
搬入はお控えください【感染 また、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、指定の日にお近くのごみステーションをご利用ください。
2020/4/24 9:00
お知らせ
症拡大防止にご協力くださ
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
い】

署名
問合せ先
君津市クリーン推
進課
0439-52-5353

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28139.html
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、皆様の安心・安全を最優先に考慮した結果、下記の健診等を中止することにいたしました。
皆様には、ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

市からの
お知らせ

2020/4/24 12:00

生活習慣病予防健康診査
等の中止のお知らせ

５／１９ 生活習慣病予防健康診査
５／２１ ５／２６ 生活習慣病予防健康診査 国保特定健診 子宮頸がん検診 肝炎ウイルス検診
５／２８、２９、３０ 生活習慣病予防健康診査
ご予定されていた方には、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。また、この日程以降予定されている健診等につきましては、今後の状
況を踏まえ、市のホームページ等にてお知らせしてまいります。

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部運休となっている高速バス「君津・東京線」は、５月１日（金）から当面の間、運休便が追加されます。
また、新たに高速バス「鴨川・千葉線（カピーナ号）」が５月１日（金）から当面の間、一部運休となります。
高速バスの一部運休のお知 詳細は、下記ホームページでご確認ください。
2020/4/24 15:00
らせ
【日東交通株式会社】
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151
「人との接触を8割減らす、10のポイント」に注意し、感染拡大を防止しましょう。

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

君津市企画課
0439-56-1566

緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。 新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直
してみましょう。
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。

市からの
お知らせ

1 ビデオ通話でオンライン帰省
2 スーパーは1人または少人数ですいている時間に
3 ジョギングは少人数で 公園はすいた時間、場所を選ぶ
「人との接触を8割減らす、 4 待てる買い物は通販で
2020/4/24 17:00 10のポイント」に注意しましょ 5 飲み会はオンラインで
う
6 診療は遠隔診療
7 筋トレやヨガは自宅で動画を活用
8 飲食は持ち帰り、宅配も
9 仕事は在宅勤務
10 会話はマスクをつけて
※密閉・密集・密接の3つの密を避けましょう。
※手洗い・咳エチケット・換気や、健康管理も、同様に重要です。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28503.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の1都3県共同で、新型コロナウイルス感染拡大を防止し住民の命を守るため、大型連休中に「いのちを守る STAY HOME 週間」
キャンペーンの実施について発表がありました。
千葉県は、このキャンペーンによりさらなる外出自粛を要請し、企業や住民の皆様に接触機会の低減をお願いしたいと思います。

署名

○期間 令和2年4月25日（土曜日）から5月6日（水曜日）まで
市からの
お知らせ

1都3県共同キャンペーン「い
○内容 （1）企業のみなさまへ
2020/4/24 17:20 のちを守る STAY HOME 週
連続休暇やテレワークの推進で徹底的に通勤抑制を！
間」
（2）県民のみなさまへ
これまで以上に外出の自粛を！
必要な買い物はなるべくお1人で。
レジャー・旅行・帰省は控えよう！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28499.html

健康づくり課
0439-57-2230

千葉県は新型コロナウイルス感染症の患者数が増加している現状等を踏まえ、新たな措置内容（追加措置）を以下のとおり発表しました。
期間は4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までです。

市からの
お知らせ

措置内容
（1）商店街やスーパーマーケット等における感染拡大防止について
買い物に出かける人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を避けてください。
緊急事態宣言発出に伴う千 （2）そのほかの感染拡大防止について
健康づくり課 ０４３
2020/4/24 20:40 葉県の新たな措置内容につ 1.公園において散歩等を行うことは、健康維持のために必要なことです。ただし、その際には少人数で混雑時を避け、人と人との距離を適切にとってください。また、地域
９－５７－２２３０
いて
での話し合いなどにより、混雑しないように使い方を工夫してください。
2.「人との接触を8割減らす、10のポイント」を参考に、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してくださるようお願いします。
3.大型連休になりますが、行楽、観光など、不要不急の外出は控えてくださるよう、改めてお願いいたします。
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti-3.html

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

君津市教育委員会からお知らせします。
市立小・中学校の臨時休校 現在、市内小・中学校では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休校を実施しておりますが、県内及び近隣市の感染の状況から、市内小中学校の臨時休校
2020/4/28 14:00 期間を延長します【5月31日 を、５月３１日(日)まで延長します。
（日）まで】
学校の再開等、今後の対応につきましては、市や各学校のホームページ等で随時お知らせします。
4月28日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の患者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を行っ
ています。
感染症患者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
今後も、千葉県から新たな情報が入り次第、ホームページ等でお知らせしていきます。
【千葉県患者No.729】
年代：40代
性別：女性
【市内1例目】新型コロナウイ
職業：看護師
2020/4/28 20:28 ルス感染症患者の発生につ
推定感染経路：患者No.554接触
いて
発症日：4月22日
検査確定日：4月27日
発症2日前からの行動歴：自宅、職場、医療機関
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き外出の自粛、３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット等のご協力をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html

問合せ先
君津市教育委員会
学校教育課
0439-56-1695

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
県内および市内の感染状況から、休館・休止期間を延長することとしました。
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

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 ５月３１日（日曜日）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
（5月31日まで延長）新型コ
問0439-56-1242（厚生課）
ロナウイルス感染症防止の
2020/4/30 17:10
ため休館・休止になる施設
君津市子育て支援センター
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）

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(テニスコートも含む)
問0439-56-1384（経済振興課）

市からの
お知らせ

2020/5/1 9:00

清掃工場へのごみの直接
搬入はお控えください【感染
症拡大防止にご協力くださ
い】

自然休養村管理センター
農村環境改善センター
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、清掃工場へのごみの直接搬入は、控えるようお願いします。
ごみの直接搬入は、不特定多数の市民の方々の接触の機会となり得るため、処分を急がないごみの搬入は、当面の間、お控えください。
また、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、指定の日にお近くのごみステーションをご利用ください。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします

問合せ先
君津市クリーン推
進課
0439-52-5353

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28139.html
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、迅速な家計への援を行うことを目的に、給付対象者1人につき10万円を世帯主に支給する、特別定額給付金の申
請書発送日などを決定しましたので、お知らせします。
１ 申請書による郵送申請
・申請書発送：5月7日（市から市内の各世帯へ郵送）
・振込開始：5月20日から順次
※市から郵送された申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒で郵送してください。
市からの
お知らせ

2020/5/1 12:01

特別定額給付金の申請受
付と給付について

２ マイナンバーカードによるオンライン申請
・受付開始：5月1日
・振込開始：5月13日から順次
※「マイナポータル（ぴったりサービス）サイト」から申請できます。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
その他、申請書に添付する書類など詳細については、下記の市ホームぺージをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28363.html
地震発生（推定震度４）、地震発生（推定震度４）、強い揺れに備えてください。

防災情報

2020/5/4 22:08 緊急地震速報

問合せ先
君津市特別定額給
付金室
0439-56-1541

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
千葉県は、令和2年5月4日の国の緊急事態宣言の延長及び基本的対処方針が示されたことを踏まえ、これまでの措置を継続することを発表しました。期間は5月31日
(日曜日)まで。また、千葉県は、特定警戒都道府県として、引き続き特に感染の防止を強める区域とされています。
市民の皆様におかれましては、引き続き、手洗いや咳エチケットの徹底、3密を避ける行動（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする
【5月31日まで期間延長】緊 密接場面）を心がけていただくとともに、不要不急の外出は控えてくださるよう、改めてお願いいたします。
市からの
健康づくり課 ０４３
2020/5/5 13:30 急事態宣言の延長に伴う千 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。
お知らせ
９－５７－２２３０
葉県の措置内容
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/27120.html
地震発生（推定震度４）、地震発生（推定震度４）、強い揺れに備えてください。
防災情報

2020/5/6 1:57 緊急地震速報
国が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行ったことに伴い、下記日程のがん検診を中止します。
■結核・肺がん検診
４月１３日（月）～５月１８日（月）

市からの
お知らせ

2020/5/6 12:00

■健康づくり課
結核・肺がん検診中止のお
※検診会場で配布予定の大腸がん検査容器については、保健福祉センター及び各行政センターで配布しています。なお、検体の提出日は６月１０日からを予定しており ０４３９－５７－２２
知らせ
ます。
３０
ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、以後予定されている検診等につきましては、今後の状況
を踏まえ市ホームページ等にてお知らせいたします。
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話がかかってきています。

安心・安
全メール

2020/5/7 11:02 安心・安全メール

電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
また、市役所や行政機関を名乗る、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連した給付金詐欺と思われる電話にも十分ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、給付対象者1人につき10万円を世帯主に支給する特別定額給付金の申請書を、市内の対象世帯へ本日発送しま
した。
申請書が届いたら、内容をご確認の上、必要事項を記入し、添付書類とともに、同封の返信用封筒（切手不要）を使って、郵送にて申請してください。

市からの
お知らせ

＜注意事項＞
(1)市内の各世帯へ一斉に発送していますので、お手元に届くまで、時間がかかる場合があります。
(2)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所の窓口では申請書の配布や受付を行っておりません。郵送により申請を行っていただくとともに、特別定額給付金
特別定額給付金の申請書を の申請等を目的としたご来庁はお控えください。
2020/5/7 21:10
発送しました
■マイナンバーカードによるオンライン申請も受付中です
※「マイナポータル（ぴったりサービス）サイト」から申請できます。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
※マイナンバーカードを使った電子署名を行います。対応するICカードリーダーまたはスマートフォンが必要になります。
その他、申請書に添付する書類など詳細については、下記の市ホームぺージをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28363.html

問合せ先
君津市特別定額給
付金室
0439-56-1541

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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

現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話がかかってきています。
安心・安
全メール

2020/5/8 9:38 安心・安全メール

電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
また、市役所や行政機関を名乗る、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連した給付金詐欺と思われる電話にも十分ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
国の緊急事態宣言延長を受け、下記の健康診査を延期とさせていただきます。
■１歳６か月児健康診査
５月１５日（金）
５月２７日（水）
■３歳児健康診査
５月１９日（火）

市からの
お知らせ

１歳６か月児健康診査及び ※６月以降の日程につきましても、今後の状況により、延期となる場合があります。
2020/5/8 15:00 ３歳児健康診査延期のお知
なお、延期等により２歳または４歳を過ぎてしまった場合においても、１歳６か月児健康診査または３歳児健康診査を受けることができます。
らせ
健診や育児などに関するご相談がありましたら、お電話にて承ります。健康づくり課までご連絡ください。

■健康づくり課
０４３９－５７－２２
３０

ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、今後の健診については、再開が決まり次第、対象の方に
個別通知いたします。また、市ホームページ等にてお知らせしますので、ご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1399.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1437.html

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、高速バス「館山・君津～羽田空港・横浜線」は、５月１３日（水）から当面の間、全便運休となります。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
2020/5/8 20:00 高速バスの運休のお知らせ 【日東交通株式会社】
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151
君津警察署からお知らせします。

君津市企画課
0439-56-1566

現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話がかかってきています。
安心・安
全メール

2020/5/11 10:33 安心・安全メール

電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
また、市役所や行政機関を名乗る、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連した給付金詐欺と思われる電話にも十分ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
国が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行ったことに伴い、下記日程のがん検診を中止します。
■結核・肺がん検診
４月１３日（月）～５月１８日（月）

市からの
お知らせ

2020/5/11 11:50

■健康づくり課
結核・肺がん検診中止のお
※検診会場で配布予定の大腸がん検査容器については、保健福祉センター及び各行政センターで配布しています。なお、検体の提出日は６月１０日からを予定しており ０４３９－５７－２２
知らせ
ます。
３０
ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、以後予定されている検診等につきましては、今後の状況
を踏まえ市ホームページ等にてお知らせいたします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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。

署名

受付時間 10：00～12：15
13：30～16：00
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。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
新型コロナウイルスの感染が懸念される現在でも、毎日約3,000人の方が輸血を必要としています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
市からの
お知らせ

2020/5/13 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（熱が37．5度以上ある人、風邪症状のある人は献血をご遠慮いただきます。)
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。
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話がかかってきています。

安心・安
全メール

2020/5/13 10:32 安心・安全メール

電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
また、市役所や行政機関を名乗る、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連した給付金詐欺と思われる電話にも十分ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
5月に入り、最高気温が25度を超える日が続いています。
マスク着用時は体内に熱がこもりやすくなり、マスク内の湿度が上がることで、喉の渇きに気づきづらくなる傾向にあります。
また、外出自粛による運動不足から、例年に比べ熱中症リスクが高まっています。

市からの
お知らせ

熱中症予防
例年より、こまめに水分を補給しましょう
マスク熱中症に注意しましょ 大量に発汗する状況では、経口補水液など塩分も補給しましょう
2020/5/13 19:26
う
暑さを避けて過ごしましょう
日ごろから体力をつけましょう
できるだけ風通しの良い日陰など涼しい場所で過ごしましょう
クーラーも早めに点検し使える状態を確認し、我慢せず使いましょう
熱中症の症状に気を付けましょう
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29056.html

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 2020年4月1日～2021年1月28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１４日１０時０２分頃、君津市向郷８０５番 小川物産付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2020/5/14 10:09 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

2020/5/14 11:49 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
５月１４日１０時０２分頃、君津市向郷８０５番 小川物産付近で発生した建物火災は１１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。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長に伴い皆様の健康を最優先し５月の以下の教室等の開催を中止することと決定いたしました。

中止の教室等
■赤ちゃん育児相談【君津市保健福祉センター】
5月22日（金）
■赤ちゃん育児相談【上総地域交流センター（上総公民館）】
5月28日（木）
■赤ちゃん育児相談 集団教室（君津市保健福祉センター）
5月22日（金）「初めての歯みがき＆離乳食への進め方」
５月の教室等開催中止のお
2020/5/14 12:00
■マタニティクラス【君津市保健福祉センター】
知らせ
5月25日（月）「快適！マタニティライフ編」
■パパママクラス【君津市保健福祉センター】
5月17日（日）

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

■健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３
■すこやか親子サ
ポート「つみき」
０４３９－５７－０１
２０

ご予定いただいていた方には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。6月以降の開催につきましては、今後の状況をふまえ市ホーム
ページ等にてお知らせいたします。今回の振替実施はできませんが、育児相談等のご希望がありましたら、個別に対応いたしますので下記までご連絡ください。

市からの
お知らせ

2020/5/15 9:00

中小企業者への君津市市
独自支援金のお知らせ

君津市では新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業や個人事業主に対し、新型コロナウイルス感染症が収束するまで事業を継続するこ
とができるよう、君津市中小企業等事業継続支援金を給付いたします。
◆対象
君津市内に「主たる事業所」を有する中小企業、個人事業主
◆支給金額
１対象あたり一律１０万円（１回限り）
問合せ先
◆申請方法
君津市経済振興課
原則、郵送又はメールによる提出
0439-56-1589
◆受付期限
８月３１日（月）まで
◆申請要件
千葉県中小企業再建支援金の対象要件を満たしていること。ただし、創業１年未満の事業者についても一定期間の営業実績があれば対象とします。詳しくは市HPをご
覧ください。https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28954.html
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話がかかってきています。

安心・安
全メール

火災情報

2020/5/15 10:35 安心・安全メール

2020/5/15 13:56 火災情報

電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
また、市役所や行政機関を名乗る、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連した給付金詐欺と思われる電話にも十分ご注意ください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
こちらは君津市消防本部です。
０５月１５日１３時４６分頃、君津市大戸見１３０４番 切畑公会堂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

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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
2020/5/15 14:23 火災情報
０５月１５日１３時４６分頃、君津市大戸見１３０４番 切畑公会堂付近で発生した林野火災は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。
君津警察署及び君津市からお知らせします。

署名
君津市消防署
0439-53-0119

現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話が多数かかってきています。
電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

安心・安
全メール

2020/5/18 8:47 安心・安全メール

また、今後、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う、特別定額給付金に関連した詐欺被害も心配されます。
市や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼したり、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このような電話には安易に対応せず、少しでも不審に思った場合は、市役所や警察署にご連絡ください。
君津警察署
0439-54-0110
君津市特別定額給付金室
0439-56-1541(月～金・午前9時～午後4時)※祝日を除く
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506(月～金・午前8時30分～午後5時15分)※祝日・年末年始を除く
本日、君津市小糸公民館第二駐車場にて、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 9：30～11：00
場 所 君津市小糸公民館 第二駐車場
※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。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
新型コロナウイルスの感染が懸念される現在でも、毎日約3,000人の方が輸血を必要としています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

市からの
お知らせ

2020/5/18 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（熱が37．5度以上ある人、風邪症状のある人は献血をご遠慮いただきます。)
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。

市からの
お知らせ

高速バスの一部運行再開
2020/5/18 12:00
のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部運休となっていた高速バス「君津・東京線」は、５月２５日（月）から一部の便が運行を再開します。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
【日東交通株式会社】
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
君津市メール配信サービスからのテストメールです。

2020/5/19 11:38 テストメール

防災情報

2020/5/20 10:00

市内全域の防災行政無線
から試験放送が流れます

本文

署名

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
・火災情報
君津市政策推進課
0439-56-1288
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２０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
0439-56-1290
※３回繰り返し
「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

市からの
お知らせ

2020/5/20 11:03 国民保護関係情報
君津市教育委員会からお知らせします。
現在休校している市内の小・中学校については、新型コロナウイルス感染症に関する国や県の動向や市内の感染状況を踏まえ、5月25日（月）の週から各学校で慣らし
君津市内の小・中学校の再 登校期間を設け、6月1日（月）から段階的に学校を再開します。
2020/5/20 12:00
開について
詳しい内容につきましては、市や各学校のホームページでご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29098.html

問合せ先
君津市教育委員会
学校教育課
0439-56-1695

君津警察署及び君津市からお知らせします。
現在、君津市内において、警察官や親族をかたり、「お金やキャッシュカードを用意してほしい。」などどいう不審な電話が多数かかってきています。
電話で警察官や家族を名乗っても、お金の話が出たときは、電話de詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

安心・安
全メール

2020/5/21 10:00 安心・安全メール

また、今後、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う、特別定額給付金に関連した詐欺被害も心配されます。
市や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼したり、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このような電話には安易に対応せず、少しでも不審に思った場合は、市役所や警察署にご連絡ください。
君津警察署
0439-54-0110
君津市特別定額給付金室
0439-56-1541(月～金・午前9時～午後4時)※祝日を除く
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506(月～金・午前8時30分～午後5時15分)※祝日・年末年始を除く

火災情報

2020/5/23 21:06 火災情報

火災情報

2020/5/24 0:16 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０５月２３日２０時５５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。
０５月２３日２０時５５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００時０６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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、かずさ水道広域連合企業団の君津営業所等の窓口業務を休止しておりましたが、５月２５日（月）より、感染拡大
防止対策を徹底したうえで業務を再開いたしました。
市民の皆様には、閉鎖期間中、大変ご不便をお掛けいたしました。

市からの
お知らせ

＜再開する営業所＞
かずさ水道広域連合企業団 君津営業所・富津営業所・袖ケ浦営業所
君津営業所の窓口業務再
2020/5/25 14:30
開のお知らせ【５月２５日
＜再開する業務＞
（月）から】
料金収納や開閉栓手続き等の窓口業務

署名

かずさ水道広域連
合企業団
0438-23-0743

詳細は、ホームページでご確認ください。
かずさ水道広域連合企業団
https://www.kazusa-kouiki.jp/2020/05/eigyousyosaikai/
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査の実施期間を延長します。

市からの
お知らせ

健康診査の個別健診実施
2020/5/26 9:00 期間を9月30日（水）まで延
長します！

■個別健診の実施期間の延長
当初、令和2年5月18日（月）から令和2年8月31日（月）までを実施期間としておりましたが、令和2年9月30日（水）まで延長します。
健康診査の受診券に記載された実施期間とは異なりますのでご注意ください。
なお、再度千葉県に緊急事態宣言が発出された場合は、その期間は受診できません。
■集団健診（国民健康保険特定健康診査のみ）
11月下旬に実施予定です。

問合先
君津市国民健康保
険課
（特定健康診査）
0439-56-1739
（後期高齢者健康
診査）0439-561179

※健康診査の詳細や最新情報は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28973.html
※協会けんぽ等、その他の健康保険にご加入中の方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
令和2年4月7日、国は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を行いましたが、令和2年5月25日に、千葉県に対する緊急事態宣言が解除されま
した。

市からの
お知らせ

2020/5/26 9:01

千葉県に対する緊急事態宣
言が解除されました

市民の皆様におかれましては、引き続き、「新しい生活様式」の実践をお願いいたします。
手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる）の徹底、3密を避ける行動（換気の悪い密閉空間、多数
が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面）を心がけていただくよう、改めてお願いいたします。
また、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5月末までは、感染拡大防止の観点から避けてください。その後にあっては、当面、都道府県をまたぐ移
動、特に5月25日の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域（東京都、神奈川県、埼玉県、北海道）との間の移動は、慎重に対応してください。

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。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html
市からの
お知らせ

「緊急事態宣言」解除後の 新型コロナウイルス感染症拡大防止による「緊急事態宣言」が解除されましたが、国の基本的対処方針や県の施設使用停止要請の段階的な解除を参考に教室の再開
2020/5/27 9:00 高齢者運動教室再開に係る を進めていく予定です。方針が決まり次第、お知らせいたしますので、それまではお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。利用者の皆様にはご不便、ご迷惑をお 健康づくり課
お知らせ
かけしますが、感染拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いいたします。
５７－２２３３

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
【ご注意ください】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込みは、はがきでのみ受け付けます。保健福祉センター窓口では、受け付けいたしませんので、ご注意ください。

署名

乳がん検診の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。以下の方法でお申込みください。
2020/5/27 10:00

申込期間：
乳がん検診～今年は、はが
令和2年6月1日（月）～6月30日（火）
きで申込み～

◆問い合わせ先◆
健康づくり課 572230

申込方法：
はがきにて申込み（6月30日消印有効）
※窓口・電話等での申込みはできません。
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。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/8198.html

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため運休となっていた下記のバス路線が、６月１日（月）から運行再開となります。
【高速バス】
「鴨川～千葉線（カピーナ号）」：全便運行再開
「君津～東京線」：一部運行再開
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
＜日東交通株式会社＞
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
高速バス・路線バスの運行 電話 0438-23-0151
2020/5/27 17:00
再開のお知らせ
【路線バス】
「君津・鴨川線（特急君鴨ライナー）」（実証運行）：全便運行再開
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
＜鴨川日東バス株式会社＞
http://www.kamogawanitto.co.jp/
電話 04-7092-1234

君津市企画課
0439-56-1566

現在休館している公共施設は必要な感染拡大防止対策を実施した上で、段階的に利用を再開いたします。
各施設の再開日等詳細については君津市のホームページをご覧ください。
市からの
お知らせ

2020/5/27 19:16

公共施設利用再開のお知ら
君津市ホームページ
せ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/26487.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
君津市保健福祉センターにて、献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

本文

署名

期 日 令和2年6月4日(木)
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（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。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
新型コロナウイルスの感染が懸念される現在でも、毎日約3,000人の方が輸血を必要としています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
市からの
お知らせ

2020/5/28 12:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（発熱が確認された方については献血会場への入場をご遠慮いただきます。)

献血していただいた方に記念品が贈られます。
「世界禁煙デー」に始まる一週間を「禁煙週間」（５月３１～６月６日）と厚生労働省が定めています。
たばこの煙は、吸う人はもちろん、周囲の人の健康も損ないます。
禁煙するのに遅すぎることはありません。これを機に自分に合った禁煙法を見つけて「無煙の生活」を始めませんか？
5月３１日「世界禁煙デー」で
2020/5/31 10:00
また、喫煙者は非喫煙者と比較して、新型コロナウイルス感染で重症となる可能性が高いことが明らかになったことなどが報告されています。
す。

健康づくり課
0439-57-2233

新型コロナウイルス感染症と喫煙について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/corona3.html
令和2年第2回君津市議会定例会が、6月2日（火）から6月17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

2020/6/1 12:00

令和2年第2回君津市議会
定例会のお知らせ

6月2日（火）午前10時 本会議
6月3日（水）午前10時 本会議
6月4日（木）午前10時 本会議
6月9日（火）午前10時 総務常任委員会
6月10日（水）午前10時 教育福祉常任委員会
6月11日（木）午前10時 経済環境常任委員会
6月17日（水）午後2時 本会議
★本会議については、インターネットのライブ配信からご覧になれますのでご活用ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴については、できる限り
ご遠慮いただくようお願いいたします。
★傍聴される方は、手洗いなどの感染予防対策を行うとともに、自宅にて検温し、マスクの着用をお願いいたします。
○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/

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
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。

署名

対象者：１８歳以上（令和３年３月末時点）の方

市からの
お知らせ

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２年６月１日から令和３年２月２６日まで
応募方法：(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
応 募 先：君津市保健福祉部健康づくり課（保健福祉センター１階）
郵便番号 ２９９－１１５２
「きみつ健康マイレージ」の 住所 君津市久保３－１－１
2020/6/1 12:00
お知らせ
ＴＥＬ ０４３９－５７－２２３３
ＦＡＸ ０４３９－５７－２２３４
Ｍａｉｌ kenkou@city.kimitsu.lg.jp

君津市健康づくり
課 0439-57-2233

※詳細は市のホームページhttps://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/18659.html
広報きみつ、回覧等でご確認ください。
今年度は、市内在住、在学の小中学生を対象に「こども版きみつ健康マイレージ」を実施します。
詳しくは、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/29261.html
現在中止している1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査を6月より再開いたします。
健診の延期により対象時期を過ぎた場合でもお受けになることができます。
対象の方には順次個別に通知をいたします。
市からの
お知らせ

・感染症予防対策のため、健診会場での検温、マスク着用、手指消毒などにご協力をお願いいたします。
１歳６か月児健康診査及び
・「3密」を防ぐため人数と受付時間を調整してご案内しております。健診日がご都合の悪い方は、事前に健康づくり課へご連絡ください。
2020/6/1 16:00 ３歳児健康診査再開のお知
らせ
なお、再度緊急事態宣言等が出された場合は、再び延期となる場合がありますのでご了承ください。

■健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1399.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1437.html
2020/6/2 13:09

君津市メール配信のテスト
メールです

テストメールを送信します

君津市政策推進課

2020/6/2 13:51

君津市メール配信のテスト
メールです

君津市メール配信のテストメールを送信します。
心当たりがない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

君津市政策推進課
0439-56-1432

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本日、君津市保健福祉センターにて、献血が実施されます。
ご協力をお願いします。

本文

署名

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（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。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
新型コロナウイルスの感染が懸念される現在でも、毎日約3,000人の方が輸血を必要としています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
市からの
お知らせ

2020/6/4 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（発熱が確認された方については献血会場への入場をご遠慮いただきます。)
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。
市民の皆様への情報伝達体制について万全を期すため、気象庁と連携し、全国瞬時警報システム（Jアラート）で、市内全域の防災行政無線から、緊急地震速報のチャ
イム音と音声を放送します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間に、あわてず身を守る行動をとるためには、日
頃の備えが重要です。この緊急地震速報訓練を機会に、家族間で安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。
○試験放送日時
令和２年６月１７日（水）午前１０時００分頃
○放送内容
〈防災行政無線チャイム〉
こちらは防災きみつ 君津市役所です。只今から訓練放送を行います。

防災情報

2020/6/8 10:00

全国瞬時警報システム（通
称：Jアラート）を用いた緊急
〈緊急地震速報チャイム〉
地震速報訓練を実施しま
す。
緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。これは訓練放送です。
※３回繰り返し

危機管理課
0439-56-1290

こちらは防災きみつ 君津市役所です。これで訓練放送を終わります。
〈防災行政無線チャイム〉
※訓練の緊急地震速報はテレビ、ラジオの放送や携帯電話、スマートフォンの緊急地震速報メール（エリアメール）には流れません。
※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。

市からの
お知らせ

2020/6/9 12:00

【急募】保育園や学童保育
で働いてみませんか？

保育園臨時保育士と学童保育（放課後児童クラブ）支援員の登録者を募集しています。
ご家族、ご友人、お知り合い等で興味のある方、保育士・教諭の資格を活かしてみたいという方がいらっしゃいましたら、君津市子育て支援課にお問い合わせ下さい。
詳しくは君津市ホームページをご確認ください。
▼保育園臨時保育士募集
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/19/5605.html
▼学童保育支援員募集
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1581.html

問合先
子育て支援課
0439-56-1184

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
大腸がん検診を実施します
～検診を受けて早期発見に努めましょう～

本文

署名

■実施期間
令和２年６月１０日（水）～令和２年７月２９日（水）
■受付時間
午前８時３０分～１０時３０分
（７月２８日・２９日は除く）
※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。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/20528.html

市からの
お知らせ

2020/6/10 9:30 大腸がん検診のお知らせ

■新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い
・人と人との距離の確保にご協力ください。
・咳エチケット（マスクの着用）等の感染症対策をお願いします。
・風邪症状のある方や体調の悪い方は、その日の提出を控え、別の日に提出してください。

君津市健康づくり
課
０４３９－５７－２２
３０

※実施期間中に再度、緊急事態宣言が出された場合は、日程が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■検診対象者
４０歳以上（昭和５６年３月３１日以前生まれ）の市民の方
■検査内容
便潜血反応検査、問診
■検診費用
無料
■受診方法
申込みは不要です。
本日、市内において架空の市職員を名乗る不審な電話が確認されています。
電話で個人情報を聞き出そうとしたり、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

2020/6/11 11:30 安心・安全メール

火災情報

2020/6/11 15:09 火災情報

火災情報

2020/6/11 16:19 火災情報

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
君津市市民生活課
0439-56-1225
こちらは君津市消防本部です。
０６月１１日１５時０４分頃、君津市糸川８８８番 白山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

こちらは君津市消防本部です。
０６月１１日１５時０４分頃、君津市糸川８８８番 白山神社付近で発生したその他火災（枯草等の焼却行為の拡大）は１６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。
6月15日（月）正午からコンビニ交付サービスで令和2年度市民税・県民税課税（非課税）証明書が取得できるようになります。
▼注意事項
【6月15日（月）正午から】コ ・コンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。
ンビニエンスストアで令和２ ・15日の午前中はコンビニ交付サービスでの市民税・県民税課税（非課税）証明書の発行ができませんので、お急ぎの方は市役所、各行政センターの窓口へお越しくだ
2020/6/14 12:00
年度市民税・県民税課税証 さい。
明書が取得できます。
詳しくは、君津市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/13/30112.html

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

問合せ先
君津市市民課
0439-56-1132

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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。
電話で家族や金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、電話de詐欺を疑いましょう。
安心・安
全メール

2020/6/15 11:00 安心・安全メール

また、新型コロナウイルスに関する給付金があるといって、市役所等を騙る話についても電話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

2020/6/16 11:04

君津市メール配信のテスト
メールを送信します

テストメールとなります。
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、気象庁と連携し、全国瞬時警報システム（Jアラート）で、市内全域の防災行政無線から、緊急地震速報
のチャイム音と音声を放送します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間に、あわてず身を守る行動をとるために
は、日頃の備えが重要です。この緊急地震速報訓練を機会に、家族間で安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。
○試験放送日時
令和２年６月１７日（水）午前１０時００分頃
○放送内容
〈防災行政無線チャイム〉
こちらは防災きみつ 君津市役所です。只今から訓練放送を行います。

防災情報

2020/6/17 9:00

全国瞬時警報システム（通
称：Jアラート）を用いた緊急
〈緊急地震速報チャイム〉
地震速報訓練を実施しま
す。
緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。これは訓練放送です。
※３回繰り返し

危機管理課
0439-56-1290

こちらは防災きみつ 君津市役所です。これで訓練放送を終わります。
〈防災行政無線チャイム〉

火災情報

2020/6/17 15:50 火災情報

火災情報

2020/6/17 16:16 火災情報

市からの
お知らせ

2020/6/18 21:00

※訓練の緊急地震速報はテレビ、ラジオの放送や携帯電話、スマートフォンの緊急地震速報メール（エリアメール）には流れません。
※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。
こちらは君津市消防本部です。
０６月１７日１５時４３分頃、君津市下湯江１２３５番 本郷下湯江市境堰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。
０６月１７日１５時４３分頃、君津市下湯江１２３５番 本郷下湯江市境堰付近で発生したその他火災（枯草等の焼却行為の拡大）は１６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。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため全便運休となっていた高速バス「館山・君津～羽田・横浜線」は、７月１日（水）から全便運行再開となります。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。

高速バスの運行再開のお知
【日東交通株式会社】
らせ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

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

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、施設の使用停止の協力要請等を行ってきましたが、令和2年6月19日午前0時をもって、千葉県内全ての
施設に対する使用停止要請が解除されました。また、外出自粛の協力要請についても、併せて解除されました。なお、催物（イベント等）の開催制限については、段階的
に緩和される予定です。
市からの
お知らせ

市民の皆様におかれましては、引き続き、「新しい生活様式」の実践をお願いいたします。
千葉県の新型コロナウイル
手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる）の徹底、3密を避ける行動（換気の悪い密閉空間、多数
2020/6/19 11:00 ス感染症に関する協力要請
が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面）を心がけていただくよう、改めてお願いいたします。
が解除されました

署名

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。
詳しくは、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していた「赤ちゃん育児相談」を6月より再開します。

市からの
お知らせ

【日時・受付時間】
・令和２年６月２３日（火）
9:30～11:00、13:30～15:00
・令和２年６月２４日（水）
9:30～11:00 ※午前のみ
【場所】
赤ちゃん育児相談再開のお
君津市保健福祉センター
2020/6/22 16:00
知らせ
感染症予防のため、当面は身体計測のみとさせていただきます。来所される方はお子さん用のバスタオルをお持ちください。

■健康づくり課
０４３９－５７－２２
３３
■すこやか親子サ
ポート『つみき』
０４３９－５７－０１
２０

また、会場での検温、マスク着用、手指消毒などにご協力をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1398.html
育児相談は随時承ります。ご希望の方は、下記までご連絡ください。
東京電力からのお願い
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
安心・安
全メール

2020/6/23 3:18 東京電力からのお願い

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。
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、本日の午後３時３０分頃から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

2020/6/23 21:15 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６０センチくらい
中肉
黒髪
上衣 Yシャツ
下衣 茶色長ズボン
黒色運動靴

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。
君津警察署から行方不明者の発見についてお知らせします。
2020/6/23 22:29 行方不明者の発見について 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
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 2020年4月1日～2021年1月28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
2020/6/25 4:49 地震津波情報

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

火災情報

火災情報

2020/6/25 4:50 地震津波情報

2020/6/28 18:54 火災情報

2020/6/28 19:08 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０６月２８日１８時４９分頃、君津市糸川７１番 新興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。
０６月２８日１８時４９分頃、君津市糸川７１番 新興寺付近で発生したその他火災（草刈り機）は１８時５６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

現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
安心・安
全メール

2020/7/1 13:08 東京電力からのお願い

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。

市からの
お知らせ

2020/7/1 15:00

君津市LINE公式アカウント
をスタートしました！

今月から君津市LINE公式アカウントの運用をスタートしました！
防災情報やまちの話題など、君津のタイムリーな情報をお届けします。
お気軽に友だち追加をお願いします♪
▼君津市LINE公式アカウント
https://lin.ee/78xs9PZ

メール配信元
君津市政策推進課
0439-56-1288

東京都内で連日100名を越える感染者が報告されており、千葉県内でも7月2日に11名の方の感染が確認されました。
「新しい生活様式」を実践して感染拡大を防止しましょう。
新しい生活様式については、市ホームページで紹介しています。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29239.html
市からの
お知らせ

2020/7/3 17:03

新型コロナウイルス感染症
予防に関するお願い

また、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」をダウンロードしましょう。
このアプリでは、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に、通知を受け取ることができます。
詳細やダウンロード方法は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.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

2020/7/4 5:25 気象警報

防災情報

2020/7/4 6:24 気象警報

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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
こちらは君津市役所です。
防災情報

2020/7/4 6:25

防災情報

2020/7/4 7:49

防災情報

本文

今後の気象情報にご注意く 大雨の影響により土砂災害が発生する恐れが高まっています。
ださい
ハザードマップ等で危険区域の確認をするとともに、今後の気象情報に注意してください。

危機管理課
0439-56-1290

こちらは君津市役所です。
河川増水のお知らせについ
大雨の影響により小糸川・小櫃川が増水しています。今後の気象情報に注意するとともに川には近づかないでください。
て

危機管理課
0439-56-1290

2020/7/4 10:50 気象警報の解除について

令和２年７月４日１０時３３分、市内に発表されていた全ての気象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。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、久留里市民プールの営業は中止とさせていただきます。
利用を楽しみにしていただいた方には大変申し訳ありませんが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

市からの
お知らせ

2020/7/6 12:00

署名

久留里市民プールは今年度
詳しくは、君津市のホームページをご確認ください。
の営業を中止します
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/42/2930.html

君津市危機管理課
0439-56-1290

君津市教育委員会
体育振興課
0439-56-1698

穗崎様
君津市配信メールのテスト配信です。
2020/7/8 11:25

君津市配信メールのテスト
配信です

坂井に代わり、水戸が送付いたします。
君津市政策推進課
水戸
0439－56－1288
こちら、君津市配信メールのテスト配信です。

2020/7/8 13:10

市からの
お知らせ

君津市配信メールのテスト
配信です

2020/7/8 13:18

君津市配信メールのテスト
配信です

市からの
お知らせ

2020/7/9 11:41

君津市配信メールのテスト
配信です

防災情報

2020/7/9 11:53

君津市メール配信テストで
す

市からの
お知らせ

君津市役所政策推進課
水戸
0439－56－1432
こちら、君津市配信メールのテスト配信です。

君津市政策推進課
水戸
0439－56－1288
従業員を休業させた場合に助成される雇用調整助成金の申請方法や働き方改革について、社会保険労務士が相談に応じます。事前予約が必要ですので、参加を希望
する方は必ずお申し込みください。
日時＝7月10日（金）、13日（月）、17日（金）、20日（月）午前10時から午後4時
会場＝市役所4階・401会議室
【事業主の方へ】専門家によ
問合せ先
予約方法＝経済振興課に電話またはFAXでお申込みください。
君津市経済振興課
2020/7/8 16:00 る「雇用調整助成金」等出張
申込書は、市のホームページからダウンロードすることができます。
0439-56-1277
相談会を開催
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/30389.html
経済振興課
TEL:0439-56-1277
FAX:0439-56-1314
こちらは、君津市配信メールのテスト配信です。
君津市政策推進課
水戸
0439－56－1432
こちらは、テストメールです。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
７月１０日から１９日までの間、夏の交通安全運動を実施いたします。
スローガン「交さ点 命のきけんが かくれんぼ」

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

夏の交通安全運動が行わ
2020/7/10 8:30
れます。

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
７月１０日に１都３県知事（埼玉・千葉・東京・神奈川）による会議が行われ「共同メッセージ」及び「共同取組」の呼びかけがありました。

市からの
お知らせ

20～30代若者の感染者数が増加、接待を伴う飲食店での感染が拡大しています。
「感染しない・感染させない行動」をお願いします。
・感染拡大を防止する「新しい日常」の習慣を一人ひとりが実践
・感染症対策を実施している店舗・施設の利用。会食や飲み会は少人数で
1都３県知事による新型コロ ・新型コロナ関連アプリ（国・各都県）への登録
2020/7/10 20:07 ナウイルス感染症に関する ・事業者の方は感染拡大防止のためのガイドラインに基づく対策を実施
共同メッセージ
手洗いの徹底、マスクの着用、身体的距離の確保、３密の回避（密集・密接・密閉）に引き続きご協力ください。
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。

健康づくり課
0439-57-2230

最新情報はこちらに掲載しています
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html
君津警察署からお知らせします。

安心・安
全メール

本日、君津市内において、息子のふりをして
会社のカードを盗まれた。
電話de詐欺の予兆電話につ
2020/7/11 18:02
弁償しなければならいない。
いて
電子マネーを買ってきてほしい。
などのオレオレ詐欺の電話がかかっています。
どうすればいいか困ったときには、ひとりで悩まずに君津警察署までご連絡をお願いします。

火災情報

2020/7/12 16:14 火災情報

火災情報

2020/7/12 16:56 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０７月１２日１６時０５分頃、君津市君津１番 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区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。
０７月１２日１６時０５分頃、君津市君津１番 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区付近で発生した特別危険物火災は１６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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
千葉県は県民の皆様へ新型コロナウイルス感染症に係わる協力要請を次のように発表しました。

市からの
お知らせ

県内や近隣都県の感染者数が増加しています。
この状況を踏まえ、県民や事業者の皆さまへ、感染拡大防止の徹底について、これまでのお願いに加え、特措法第24条第9項に基づき以下の協力を要請します。
新型インフルエンザ等対策 感染拡大の防止と、社会経済活動の維持の両立を目指し、一層の御理解・御協力をお願いします。
2020/7/13 17:32 特別措置法に基づく協力要
詳しくは、ホームページをご覧ください。
請について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

署名

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３０

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。
君津市杢師にお住まいの７７歳の女性が午後８時頃から行方不明となっています。
安心・安
全メール

安心・安
全メール

2020/7/15 22:20 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
小太り
白髪の短髪
上衣 黒色に白色柄付きの長袖シャツ
下衣 黒色長ズボン

見かけた方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
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。
2020/7/15 23:00 行方不明者の発見について 君津市杢師にお住まいの７７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。
・「接待を伴う飲食店」の従業員・利用客で感染が拡大しています
・会食や飲み会等が感染拡大のきっかけとなったケースもあります

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

飲食店を利用する皆様へ
○ガイドラインを遵守していない「接待を伴う飲食店」や「その他の酒類の提供を行う飲食店」の利用を避け、ステッカー、取組書、宣言書、チェックリストを目印に利用す
るようにしましょう。
○特に体調の悪い方、発熱等の症状がある方は、不要不急の外出を控えましょう。

市からの
お知らせ

１都３県知事による新型コロ
2020/7/20 18:30 ナウイルス感染症に関する
事業者の皆様へ
共同メッセージ
○「接待を伴う飲食店」や「その他の酒類の提供を行う飲食店」は、ガイドラインを徹底し、ステッカー、取組書、宣言書、チェックリストの掲示しましょう。
～正しく恐れ、充実のくらし みんなで「新しい日常」を～
http://210.164.16.151/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=30961

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
先程送付したメールのURLに間違いがありました。訂正して再送付します。大変申し訳ありませんでした。

署名

・「接待を伴う飲食店」の従業員・利用客で感染が拡大しています
・会食や飲み会等が感染拡大のきっかけとなったケースもあります

市からの
お知らせ

飲食店を利用する皆様へ
○ガイドラインを遵守していない「接待を伴う飲食店」や「その他の酒類の提供を行う飲食店」の利用を避け、ステッカー、取組書、宣言書、チェックリストを目印に利用す
（訂正）１都３県知事による るようにしましょう。
2020/7/20 19:00 新型コロナウイルス感染症 ○特に体調の悪い方、発熱等の症状がある方は、不要不急の外出を控えましょう。
に関する共同メッセージ
事業者の皆様へ
○「接待を伴う飲食店」や「その他の酒類の提供を行う飲食店」は、ガイドラインを徹底し、ステッカー、取組書、宣言書、チェックリストの掲示しましょう。

健康づくり課
0439-57-2230

～正しく恐れ、充実のくらし みんなで「新しい日常」を～
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一部運休となっていた高速バス「君津・羽田空港線」は、８月１日（土）から全便運行再開となります。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
市からの
お知らせ

2020/7/21 12:00

高速バスの運行再開のお知
【日東交通株式会社】
らせ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

君津市企画課
0439-56-1566

7月23日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の患者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を行っ
ています。
感染症患者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
今後も、千葉県から新たな情報が入り次第、ホームページ等でお知らせしていきます。

市からの
お知らせ

【千葉県患者No.1214】
年代：20代
性別：女性
【市内２例目】新型コロナウ
職業：会社員
2020/7/23 17:30 イルス感染症患者の発生に
推定感染経路：不明
ついて
発症日：7月21日
検査確定日：7月22日
発症2日前からの行動歴：自宅、職場、医療機関
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。

健康づくり課
0439-57-2230

市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット等のご協力をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.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。
君津市貞元にお住まいの８６歳の女性が、本日午後５時頃から行方不明となっています。

安心・安
全メール

2020/7/23 20:18 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５５センチくらい
やせ型
白髪交じり
上衣 桃色セーター
下衣 白地に紺色ズボン
運動靴
傘を持ち歩いています。
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 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市貞元にお住まいの８６歳の女性が、昨日の午後５時頃から行方不明となっています。

安心・安
全メール

安心・安
全メール

市からの
お知らせ

2020/7/24 9:07 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５５センチくらい
やせ型
白髪交じり
上衣 桃色セーター
下衣 白地に紺色ズボン
運動靴
傘を持ち歩いています。

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。
2020/7/24 14:53 行方不明者の発見について 君津市貞元にお住まいの８６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。
7月24日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
千葉県が発表した情報は以下のとおりです。
【千葉県患者No.1245】
年代：50代
性別：女性
【市内３例目】新型コロナウ 職業：アルバイト
2020/7/24 17:30 イルス感染症感染者の発生 推定感染経路：患者1213接触
発症日：7月19日
について
検査確定日：7月23日
発症2日前からの行動歴：自宅、職場、医療機関
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

健康づくり課
0439-57-2230

市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット等のご協力をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.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。
君津市中野にお住まいの８４歳の男性が、昨日の午後２時頃から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

2020/7/28 7:20 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
白髪の短髪
上衣 白色のポロシャツ
下衣 ベージュ色の長ズボン

見かけた方は、君津警察署までご連絡をお願いします。
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。
2020/7/28 7:57 行方不明者の発見について 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
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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
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。
期 日 令和2年7月30日(木)
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。
新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについても実施しております。
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（発熱が確認された方については献血会場への入場をご遠慮いただきます。)
市からの
お知らせ

2020/7/29 19:00 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。（年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります）
また、献血会場において、骨髄ドナーの登録ができます。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
〇（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp
健康づくり課 0439-57-2230
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。
新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについても実施しております。
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（発熱が確認された方については献血会場への入場をご遠慮いただきます。)

市からの
お知らせ

2020/7/30 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。（年齢や既往歴等により、献血が行えない場合があります）
また、献血会場において、骨髄ドナーの登録ができます。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
〇（公財）日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp
健康づくり課 0439-57-2230
地震発生（推定震度５強）、地震発生（推定震度５強）、強い揺れに備えてください。

防災情報

2020/7/30 9:39 緊急地震速報

署名

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
千葉県から県民の皆様へ新型コロナウイルス感染症に係わる協力要請が発表されました。

署名

県内や近隣都県の感染者数が増加しています。この状況を踏まえ、県民や事業者の皆さまへ、感染拡大防止の徹底について、これまでのお願いに加え、特措法第24条
第9項に基づき以下の協力を要請します。

市からの
お知らせ

～県民の皆さまへ～
新型インフルエンザ等対策 多人数での会食を自粛してください。※5～6人を目安にしてください。
2020/7/30 17:20 特別措置法に基づく協力要 ～事業者の皆さまへ～
請について
体調が良くない従業員は出勤させないでください。

健康づくり課
０４３９－５７－２２
３０

感染拡大の防止と、社会経済活動の維持の両立を目指し、一層の御理解・御協力をお願いします。
君津市のホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

防災情報

2020/7/31 11:00

市内全域の防災行政無線
から試験放送が流れます

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
令和２年８月５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」
※３回繰り返し
「こちらは防災きみつ」
【防災行政無線チャイム】

危機管理課
0439-56-1290

※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。
今月号は、自然災害に備える防災特集です。
昨年の台風災害から約1年となる今、命を守る備えをみんなで考えましょう。
スマホ向け無料アプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=f7207
君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html

市からの
お知らせ

2020/8/1 9:00

広報きみつ2020年8月号を
発行しました！

【主な内容】
▼特集：あの日を振り返って 命を守る備え
・ハザードマップを確認しましょう
・災害に備えるチェックリスト
・マイ・タイムラインを作ってみよう
▼きみつ人 三舟の里保全会
・地域が一丸となって守る私たちの里山
▼きみつ人 小糸出身 佐久本歩夢さん
・男子新体操×ストリートダンス
▼ラジオ体操優良個人表彰を受賞
・長福寺住職 大野睦さん
■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ

---------------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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
8月1日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基
づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対
応を行っています。
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそ
れ以外の情報はありません。
千葉県が発表した情報は以下のとおりです。

市からの
お知らせ

【市内4・5例目】新型コロナ
2020/8/1 20:00 ウイルス感染症感染者の発
生について

【千葉県患者No.1474】
年代：20代
性別：男性
職業：会社員
推定感染経路：患者1353・1485接触
発症日：7月30日
検査確定日：7月31日
発症2日前からの行動歴：自宅、職場、医療機関

署名

健康づくり課
0439-57-2230

【千葉県患者No.1485】
年代：20代
性別：男性
職業：教員（君津市立小中学校の教員ではありません）
推定感染経路：患者1353・1474接触
発症日：7月30日
検査確定日：7月31日
発症2日前からの行動歴：自宅、職場、医療機関
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調
査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し
、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
昨日から本日にかけて、市役所職員を名乗り「税金の過払い金があるので、口座情報を教えてもらえば還付する」という内容の電話de詐欺と思われる不審な電話が多
数確認されています。
電話で個人情報を聞き出そうとしたり、お金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに電話を切り、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

市からの
お知らせ

2020/8/4 11:42 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

８月４日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が３名確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
【市内6．7．8例目】新型コロ 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
2020/8/4 18:50 ナウイルス感染症感染者の
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
発生について
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
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
令和２年８月５日（水）午前１１時００分
○放送内容
【防災行政無線チャイム】
市内全域の防災行政無線 「これはJアラートのテストです」
危機管理課
防災情報
2020/8/5 10:00
から試験放送が流れます
0439-56-1290
※３回繰り返し
「こちらは防災きみつ」
【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

2020/8/5 11:03 国民保護関係情報
本日、市役所職員を名乗り「１月頃に還付手続きの手紙を送ったが、いかがですか」という内容の電話de詐欺と思われる不審な電話が君津台地区を中心に複数確認さ
れています。
電話で個人情報を聞き出そうとしたり、お金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに電話を切り、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

市からの
お知らせ

2020/8/5 11:38 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

8月5日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内9．10例目】新型コロナ 感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/8/5 18:54 ウイルス感染症感染者の発 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。
県内や近隣都県の感染者数が増加しています。この状況を踏まえ、県民や事業者の皆さまへ、感染拡大防止の徹底について、これまでのお願いに加え、カラオケ利
用の際は、歌唱中もマスクやフェイスシールドの着用などの協力が要請されました。

市からの
お知らせ

2020/8/5 19:40 千葉県からのお願いです

自分の命、大切な人の命を守るとともに、感染拡大の防止と、社会経済の活動の維持の両立のため、一層のご理解・ご協力をお願いします。
詳しくは、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

市からの
お知らせ

本文

署名

8月6日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内11．12例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/8/6 17:50 ナウイルス感染症感染者の 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。
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。
君津市南子安にお住まいの７９歳の女性が、本日の午前７時頃から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

2020/8/6 19:37 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５３センチくらい
痩せ型
白髪で肩より長め
上衣 白色と紺色ボーダーの長袖シャツ
下衣 紺色ジーンズ
茶色サンダル

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。
2020/8/6 21:04 行方不明者の発見について 君津市南子安にお住まいの７９歳の女性は、木更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。
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/8/7 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

健康づくり課
0439-57-2230

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。「３つの密」（密閉・密集・密接）を避け、マスクの着用、手洗い、多人数での会食の自粛など感染症予防対策を徹底し、
新しい生活様式を実践していただきますようお願いします。
市からの
お知らせ

2020/8/7 11:00

新型コロナウイルス感染防 感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況で 健康づくり課
止について
あることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
0439-57-2230
（千葉県からの協力要請がされています）
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市常代にお住まいの４１歳の女性が本日の７時頃、自宅から出かけたまま行方不明となっています。

安心・安
全メール

2020/8/7 13:00 行方不明者について

身長
体格
髪型
服装

１６０センチ
やせ型
黒髪の短め
格子柄紺色のブラウス
長ズボン
紺色のスニーカー

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

安心・安
全メール

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
令和２年８月７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。
2020/8/7 16:30 食中毒警報の発令について 詳細はホームページ
https://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。
2020/8/7 17:31 行方不明者の発見について 君津市常代にお住まいの４１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。

君津市保健福祉部
健康づくり課 ０４３
９－５７－２２３０

君津警察署
0439-54-0110

8月7日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内13．14例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/8/7 19:20 ナウイルス感染症感染者の 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/8 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/9 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

健康づくり課
0439-57-2230

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 2020年4月1日～2021年1月28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

富津市岩瀬にお住まいの４１歳の男性が、本日の１２時頃、君津市中富から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

市からの
お知らせ

2020/8/9 16:06 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６０センチ
痩せ型
黒色 短め
上衣 白色のＴシャツ
下衣 灰色の長ズボン
白色のスニーカー

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。
2020/8/9 17:09 行方不明者の発見について 富津市岩瀬にお住まいの４１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。
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/10 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/8/11 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

健康づくり課
0439-57-2230

健康づくり課
0439-57-2230

君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、
「家族や親族を名乗り、お金やキャッシュカードを用意させる。」
「市役所職員を名乗り、累積保険の還付金がある。」
などという内容の不審な電話が多数かかってきています。
安心・安
全メール

2020/8/11 11:00 安心・安全メール

電話で家族や市役所職員を名乗っても、お金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに電話を切り、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
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/8/12 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/8/13 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

健康づくり課
0439-57-2230

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
光化学スモッグ注意報の発令

防災情報

2020/8/13 12:31 光化学スモッグ注意報発令

本文

令和２年８月１３日
発令時刻 １２時２０分

署名

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

令和２年８月１３日
2020/8/13 13:23 光化学スモッグ注意報解除 解除時刻 午後１時２０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。
君津警察署からお知らせします。
本日は、年金支給日です。
電話で家族や金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、電話de詐欺を疑いましょう。
安心・安
全メール

2020/8/14 11:10 安心・安全メール

「カバンをなくした」「還付金があります」「あなたの口座情報が盗まれている」といった不審電話がかかってくる可能性があります。
どうすればよいか困ったときは、一人で悩まず、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。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
令和3年4月1日採用の君津市職員採用試験を実施します。
お申し込みはインターネット（下記リンク）からお申し込みください。
▼試験日
10月18日（日）
▼申込期間
8月26日（水）から9月9日（水）
▼採用職種・人数
【8月26日申し込み開始！】 一般行政職・上級：8名程度
2020/8/14 12:00 君津市職員採用試験を実施 一般行政職・初級：3名程度
土木技術職・上級I：2名程度
します！
土木技術職・上級II（社会人）：2名程度
土木技術職・初級：1名程度
建築技術職・上級I：2名程度
建築技術職・上級II（社会人）：2名程度
社会福祉士：2名程度
各職種の申込要件や申込方法など、詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/30078.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/15 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

---------------問合先
君津市職員課
0439-56-1386
----------------

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
市からの
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/16 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
お知らせ
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

市からの
お知らせ

【マダニが媒介する感染症
2020/8/17 17:20 「日本紅斑熱」に注意しま
しょう】

君津市内で日本紅斑熱（にほんこうはんねつ）が発生しました。
日本紅斑熱は、病原体を保有するマダニに咬まれると感染します。人から人への感染はありません。
草むらや藪など、ダニの生息する場所では、なるべく肌の露出を少なくしましょう。

署名

健康づくり課
0439-57-2230

君津市保健福祉部
健康づくり課 ０４３
９－５７－２２３０

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/31490.html
君津警察署からお知らせします。
君津市において、「孫をかたり、カバンを失くした。契約でお金が必要。」という内容の不審な電話が多数かかってきています。

安心・安
全メール

2020/8/18 16:56 安心・安全メール

電話で個人情報を聞き出そうとしたり、お金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに電話を切り、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに連絡し、相談してください。
君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
君津警察署からお知らせします。
現在、君津市内において、家族や親族をかたり、『お金やキャッシュカードを用意させる』、市役所職員をかたり、「累積保険の還付金がある」などという内容の不審な電
話が多数確認されています。

安心・安
全メール

2020/8/20 11:00 安心・安全メール

電話で家族や市役所職員を名乗っても、個人情報を聞き出そうとしたり、お金の話が出たときは、すぐに電話を切り、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
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部運休となっている高速バス「君津・東京線」は、８月２５日（火）から当面の間、運休便が追加されます。
また、高速バス「君津・羽田空港線」は、９月１日（火）から当面の間、一部運休となります。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。

市からの
お知らせ

2020/8/20 12:00

高速バスの一部運休のお知
【日東交通株式会社】
らせ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/8/21 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

君津市企画課
0439-56-1566

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
東京電力からのお願い
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
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

2020/8/23 0:17 東京電力からのお願い

スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

署名

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。
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。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

[日時]
令和2年8月25日（火）
システムメンテナンスによる
午後1時から午後4時までの間で、30分～60分程度
2020/8/24 15:00 メール配信一時停止のお知
らせ
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。

市役所本庁舎への犯行予
2020/8/24 18:15
告がありました

【子育て支援に興味のある
2020/8/25 12:30 方必見！】育児サポート講
習会を開催します

また、気象状況の悪化や大規模災害が発生した場合はメンテナンスを延期することがあります。
8月22日（土曜日）に君津市役所への犯行予告があったことから、市では庁舎警備を強化してまいります。
市民の皆様におかれましては、不審物を発見した場合は速やかに最寄りの職員・警備員に連絡をお願いします。
▼犯行予告の内容
令和2年8月26日（水曜日）正午に市役所本庁舎正面玄関からダイナマイトを投げ込み職員・住民を殺害する。その後、駐車場側から拳銃を持った仲間が庁舎内めがけ
て乱射し生き残った者も殺害する。
命が惜しければ予定時間15分前までに30BTCを送金すること。
▼市の対応
君津警察署に通報、相談・連携し、警備を強化します。
安全確保のため入庁を制限することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
子育てに関する各分野で活躍している方を講師に招いた講習会です。子育て支援に興味のある方、子育てについて学んでみたい方など、ぜひご参加ください。
◆日程
▼9月
16日（水）、17日（木）、23日（水）、25日（金）
▼10月
5日（月）、7日（水）、8日（木）、12日（月）、14日（水）
※ご都合のつく日程だけの参加が可能です。子育て中の方も参加できます。
◆会場
君津市保健福祉センターふれあい館ほか

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

---------------問合せ先
君津市管財課
0439-56-1375
----------------

【お問い合わせ先】
君津市子育て支援
課
0439-56-1616

申込方法や講座の時間など、詳しくは君津市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/31456.html
■君津市ファミリーサポートセンター協力会員も募集しています！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/19/1597.html

火災情報

2020/8/26 16:18 火災情報

火災情報

2020/8/26 16:39 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０８月２６日１６時１１分頃、君津市三直２２２番 房総四季の蔵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。
０８月２６日１６時１１分頃、君津市三直２２２番 房総四季の蔵付近で発生したその他火災（枯草等）は１６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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
市からの
お知らせ

2020/8/26 19:00

2020/8/28 9:00

市役所本庁舎への犯行予
告への対応（経過報告）

熱中症警戒アラートが発表
されました

本文

8月22日（土）に届いた君津市役所への爆破予告について、本市では君津警察署へ通報・相談をするとともに、庁舎の巡回警備を強化しました。
犯行予告時刻である8月26日（水）正午を含め、これまでのところ不審物や爆破等の異常および被害はありませんでした。
本市では、被害届を提出するとともに、引き続き警察の捜査に対して協力してまいります。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/105/31617.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。

署名
---------------問合せ先
君津市管財課
0439-56-1375
----------------

健康づくり課
0439-57-2230

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/29 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

健康づくり課
0439-57-2230

8月29日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内15、16例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/8/29 19:00 ナウイルス感染症感染者の 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。

市からの
お知らせ

本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。
熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表
2020/8/30 9:10
また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html
君津警察署からお知らせします。
９月１日（火）「防災の日」及び「防災週間」に伴い、君津鴨川線（主要地方道）の一部交通規制を行います。
ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

安心・安
全メール

防災訓練実施に伴う君津鴨
2020/8/31 9:00 川線（主要地方道）一部交
通規制のお知らせ

日時 令和２年９月１日（火）
午前８時３０分から午前９時４５分までの間
場所 主要地方道 君津鴨川線
市民文化ホール前交差点から君津インターチェンジ入り口まで
規制内容 片側１車線を規制
君津警察署
0439-54-0110

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
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今月号の表紙は、ライトアップされた久留里城！
埼玉県白岡市と締結した友好都市協定に関する特集を掲載しています。

本文

スマホ向け無料アプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=54451
君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html
市からの
お知らせ

2020/9/1 8:00

広報きみつ2020年9月号を
発行しました！

【主な内容】
▼君津市と白岡市友好都市協定締結
▼新型コロナウイルス感染症 今一度、感染対策の徹底を！
▼オンライン(Web)による、きみつ未来ワークショップを開催します！
▼アンケート＆プレゼント
きみぴょん手ぬぐい(抽選で30名様)

署名

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

■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
令和2年第3回君津市議会定例会が、9月2日（水）から9月29日（火）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

2020/9/1 12:00

令和2年第3回君津市議会
定例会のお知らせ

9月2日（水）午前10時 本会議
9月4日（金）午前10時 本会議
9月7日（月）午前10時 本会議
9月8日（火）午前10時 本会議
9月9日（水）午前10時 経済環境常任委員会
9月10日（木）午前10時 総務常任委員会
9月11日（金）午前10時 教育福祉常任委員会
9月16日（水）・17日（木）・18日（金）午前10時 決算審査特別委員会
9月29日（火）午後2時 本会議

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

★本会議については、インターネットのライブ配信からご覧になれますのでご活用ください。
★新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴については、できる限りご遠慮いただくようお願いいたします。傍聴される方は、マスクを着用の上、受付時に検温
の実施と傍聴券への連絡先の記入についてご協力ください。
○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/

市からの
お知らせ

市役所本庁舎の非常用回路改修工事を行うため、市役所や上総行政センター、コンビニ交付サービスで住民票の写しなどの証明書の発行が終日できませんのでご了
承ください。
▼停止日
【9月12日（土）終日】電力設
9月12日(土)
2020/9/1 13:00 備の改修を行うため証明書
▼停止する時間帯
の発行ができません
(1)市役所1階・市民課、上総行政センター(ふれあいサービスコーナー)：午前8時30分から午後5時15分
(2)コンビニ交付サービス：午前6時30分から午後11時
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/13/31408.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/9/2 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/9/3 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

問合せ先
君津市市民課
0439-56-1132

健康づくり課
0439-57-2230

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/9/4 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

署名
健康づくり課
0439-57-2230

君津警察署からお知らせします。
君津市内において、市役所職員を名乗る不審電話がかかってきています。
電話で、「還付金がある。すぐに手続きが必要。ＡＴＭで直接手続きができる。」といった内容は電話de詐欺を疑いましょう。
安心・安
全メール

2020/9/4 12:00 安心・安全メール

家族や市役所職員を名乗っても、お金やキャッシュカードの話が出たときは、すぐに電話を切り、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

市からの
お知らせ

９月５日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基
づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対
応を行っています。
【市内１７例目】新型コロナ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/9/5 18:00 ウイルス感染症感染者の発 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調
査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。
東京電力からのお願い
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
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

2020/9/7 8:57 東京電力からのお願い

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。
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/9/7 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

健康づくり課
0439-57-2230
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種別
送信日時
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本文
本日、熱中症警戒アラートが環境省・気象庁から発表されました。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
熱中症警戒アラートが発表 また、特別の場合以外は、運動は行わないようにしてください。
2020/9/8 9:00
されました
身近な場所での暑さ指数を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/30920.html

署名
健康づくり課
0439-57-2230

自殺予防週間は、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発する期間です。「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け取り組みを行って
います。
長引く新型コロナウイルス感染症拡大で生活に様々な影響が生じています。誰もが、先の見えない不安やストレスを感じていることでしょう。
9月10日から9月16日は自殺 この週間を機会に、自分自身や身近な人に目を向けてみませんか？
健康づくり課
2020/9/10 9:00
予防週間です
0439-57-2233
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/31721.html

火災情報

2020/9/11 7:53 火災情報

火災情報

2020/9/11 8:57 火災情報

市からの
お知らせ

【9月12日（土）終日】電力設
2020/9/11 12:00 備の改修を行うため証明書
の発行ができません

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症
2020/9/11 15:00 に関する千葉県の協力要請
が変更になりました。

火災情報

2020/9/12 21:11 火災情報

火災情報

市からの
お知らせ

こちらは君津市消防本部です。
０９月１１日０７時４９分頃、君津市宮下１丁目７番 周南駐在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。
０９月１１日０７時４９分頃、君津市宮下１丁目７番 周南駐在所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。
市役所本庁舎の非常用回路改修工事を行うため、市役所や上総行政センター、コンビニ交付サービスで住民票の写しなどの証明書の発行が終日できませんのでご了
承ください。
▼停止日
9月12日(土)
▼停止する時間帯
(1)市役所1階・市民課、上総行政センター(ふれあいサービスコーナー)：午前8時30分から午後5時15分
(2)コンビニ交付サービス：午前6時30分から午後11時
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/13/31408.html
千葉県では、９月１０日から新型コロナウイルス感染症の協力要請の一部「多人数での会食」の自粛要請が解除されました。
会食の際は、感染リスクが高いため、「新しい生活様式」を意識して実践してください。
自分の命、大切な人の命を守るとともに、感染拡大の防止と社会経済活動を両立するため、「新しい生活様式」を定着させましょう。
引き続きの協力要請など詳細は君津市ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

こちらは君津市消防本部です。
０９月１２日２１時０５分頃、君津市箕輪９２７番 牧野モータース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。
2020/9/12 21:31 火災情報
０９月１２日２１時０５分頃、君津市箕輪９２７番 牧野モータース付近で発生したその他火災は誤報（もみ殻の焼却行為）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。
今年は5年に一度の国勢調査の年です。
この調査結果は生活環境の改善や防災計画など、生活に欠かせない様々な施策に役立てられます。
調査員証を身に付けた調査員がすべての世帯を訪問し、インターネット回答用IDと調査票を配布します。
今回の調査では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため非接触の調査方法を導入しています。可能な限りインターネット、または調査票の郵送提出でご回答くださ
い。
◆回答期間
【令和2年国勢調査にご協力 ▼インターネット
2020/9/14 8:30
をお願いします】
9月14日（月）から10月7日（水）まで
▼調査票
10月1日（木）から10月7日（水）まで
その他詳しくは、君津市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/2/30842.html

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

問合せ先
君津市市民課
0439-56-1132

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

問合せ先
君津市総務課統計
係
0439-56-1780

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
保育園臨時保育士と学童保育（放課後児童クラブ）支援員の登録者を募集しています。
子育ての仕事に興味のある方、保育士・教諭の資格を活かしてみたいという方は、ぜひ申し込みください。
詳しくは君津市ホームページをご確認ください。
【子育て支援に興味のある
市からの
▼保育園臨時保育士募集
2020/9/14 12:00 方必見！】育児サポート講
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/19/5605.html
お知らせ
習会を開催します
▼学童保育支援員募集
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1581.html

署名
問合せ先
君津市子育て支援
課
0439-56-1184

※先ほど送信したメールの件名に誤りがありましたので、再度送信いたします。申し訳ございませんでした。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

保育園臨時保育士と学童保育（放課後児童クラブ）支援員の登録者を募集しています。
子育ての仕事に興味のある方、保育士・教諭の資格を活かしてみたいという方は、ぜひ申し込みください。
保育園臨時保育士と学童保
詳しくは君津市ホームページをご確認ください。
2020/9/14 12:30 育（放課後児童クラブ）の支
▼保育園臨時保育士募集
援員登録者を募集中！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/19/5605.html
▼学童保育支援員募集
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/1581.html
9月14日（月）から18日（金曜日）は君津市の情報が盛りだくさんです。ぜひ聴いてください。
◆ラジオ放送局
bayfm78（FM78.0MHｚ）
◆番組名・放送日時
▼You遊チバ
内容＝久留里城や雨城楊枝、古民家で楽しめるグルメやスイーツなど君津市の魅力が紹介されます。
「bayFM78」で君津市が紹介
2020/9/14 17:00
日時＝9月14日（月）から17日（木）午後6時35分頃
されます！
▼ミンナノチカラ～CHIBA～
内容＝森田健作千葉県知事がパーソナリティを務め、久留里の名水や地酒、石井宏子君津市長のインタビューが紹介されます。
日時＝9月18日（金）午後6時45分頃
https://www.bayfm.co.jp/program/minna/
無料アプリの「radiko」からも放送を聞くことができます。
http://radiko.jp/
令和４年度に統合する大和田小学校と坂田小学校の統合校名を募集しています。どなたでも応募することができますので、奮ってご応募ください。
◆応募方法
・市ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、周西公民館、中央図書館、市役所6Ｆ学校再編推進課に設置している応募箱へ投函、または
学校再編推進課宛に郵送・FAXで応募してください。
【9月22日（火・祝）まで】大和 ・市ホームページにある応募フォームから直接入力し、応募することもできます。
2020/9/15 9:00 田小学校と坂田小学校の新 応募フォーム：https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=12
しい統合校名を募集中！
◆応募期間
9月22日（火・祝）まで
その他詳しくは、市のホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/40/31086.html

問合せ先
君津市子育て支援
課
0439-56-1184

---------------問合せ先
君津市政策推進課
0439-56-1288
----------------

問合せ先
君津市学校再編推
進課
電話：0439-561562
Fax：0439-56-1627
住所：君津市久保
2-13-1
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種別
送信日時
件名
９月２１日から３０日までの間、秋の全国交通安全運動を実施いたします。

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、君津市・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、横断歩道を渡りましょう。
二つ目は、交差点では、左右の安全をよく確かめてから道路を渡りましょう。
三つ目は、夜間の外出は、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

2020/9/18 9:00

秋の全国交通安全運動を実
施いたします

四つ目は、脇見運転は厳禁です。運転に集中し、道路の安全を確認しましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道を渡る歩行者を認めたら、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。
君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/31382.html
君津市市民生活課
0439-56-1225
君津警察署
0439-54-0110
千葉県では、9月19日から新型コロナウイルス感染症の協力要請の一部「催物（イベント等）開催制限」の人数制限が緩和されます。
令和2年8月25日に、それまでの制限を9月末まで維持することとしたところですが、県内や近隣都県の感染状況やこれまで得られた知見等を踏まえて、この度、人数制
限を緩和することとしました。

市からの
お知らせ

本取り扱いは、9月19日から11月末までとしますが、業種別ガイドラインの見直しを前提に、必要な感染防止策が担保される場合に限ります。
新型コロナウイルス感染症 なお、今後の感染状況等を踏まえ、見直す場合があります。
2020/9/18 17:30 に関する千葉県の協力要請
感染拡大の防止と、社会経済活動の両立を目指し、皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。
が変更になりました
自分の命、大切な人の命を守るため、「新しい生活様式」を意識し定着させましょう。
詳細は君津市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

市からの
お知らせ

地域の将来を担う中高生が主役のきみつ未来ワークショップをオンライン(web)で開催します。
未来の市長になって、君津のまちづくりについて考え、今の市長へメッセージを送りませんか？
興味のある方はぜひお申し込みください！
◆日時
10月11日(日)10時～16時（9時45分開場）
◆定員
20名
◆対象者
君津市の未来を考える「き
市内在住・在学の中学生・高校生
2020/9/18 18:00 みつ未来ワークショップ」の
◆申込期限
参加者募集中！
9月25日(金)※申込期限を延長しました。
◆その他
申込方法や注意事項など、詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/31528.html
問合せ先
君津市企画課
0439-56-1206

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 2020年4月1日～2021年1月28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、内箕輪にお住まいの８８歳の女性が、本日の１２時頃から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

防災情報

2020/9/20 18:36 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１５０センチ
やせ型
白髪ショートカット
上衣 ベージュ色カーディガン
下衣 ベージュ色長ズボン
黒色革靴

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。
2020/9/20 20:11 行方不明者の発見について 君津市、内箕輪にお住まいの８８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。
東京電力からのお願い
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
停電地域は下記URLによりご確認をお願いいたします。
2020/9/21 9:13 東京電力からのお願い

スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

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。
台風12号の接近が予想されていますので、今後の気象情報に留意してください。
雨風が強くなる前に、台風に備えましょう。

防災情報

●事前の備え
・風で飛ばされそうなものは固定するか屋内へ移動しましょう。
・避難時の持ち出し品の確認をしましょう。
・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）
・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。
台風12号接近に対する備え
2020/9/22 15:48
・自家用車のガソリンを満タンにしましょう。
について
●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
引き続き、最新の台風情報に注意してください。

君津市総務部危機
管理課
TEL0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
台風12号の接近に伴い、以下の自主避難所を開設しました。
避難する場合は、飲料水や食料のほか、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、マスクや体温計等を持参してください。
◆避難所一覧
・八重原公民館
・生涯学習交流センター
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
・旧三島小学校
・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
防災情報
2020/9/23 16:55 自主避難所を開設しました
・亀山コミュニティセンター

署名

◆在宅避難が可能な方へ
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、自宅で安全が確保できる場合は在宅避難に努めてください。
・在宅避難をされる場合は、自宅の2階に避難することが有効な場合があります。
詳しくは、ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/30301.html
問合せ先
君津市危機管理課
0439-56-1290
詳細な停電情報は、東京電力ホームページをご覧ください。
teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

防災情報

2020/9/23 18:24

【停電情報】市内の一部地
域で停電が発生しています

防災情報

2020/9/23 18:33

【停電情報】市内の一部地 詳細な停電情報は、東京電力ホームページをご覧ください。
域で停電が発生しています https://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

市からの
お知らせ

危機管理課
0439-56-1290
危機管理課
0439-56-1290

台風１２号の接近に伴い、ＪＲ東日本千葉支社から、明日９月２４日（木）のＪＲ久留里線について、終日運転を取りやめる計画が発表されています。
今後の状況により、その他の公共交通機関につきましても、大幅な遅れや運休が生じる場合がありますので、下記ホームページにて最新の運行状況をご確認ください。
台風１２号の接近に伴うＪＲ
君津市企画課
2020/9/23 19:07 久留里線の運行情報につい
【君津市ホームページ】
0439-56-1566
て
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/27799.html
ＪＲ久留里線は、台風の影響により、本日２４日の運転を取りやめるとお知らせしましたが、影響が弱まったため、平常どおり運転を行う予定です。なお、今後の運行情報
にご注意ください。

市からの
お知らせ

2020/9/24 6:38 ＪＲ久留里線の運行情報

防災情報

2020/9/24 7:15 避難所の閉鎖について

【君津市ホームページ】
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/27799.html
台風12号の接近に伴い開設していた自主避難所は、9月24日8時をもって全て閉鎖します。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
君津市役所本庁舎や公民館などの出先機関で、育児休業を取得する職員の代替職員として勤務する育休任期付職員の選考考査を実施します。
お申し込みはインターネット（下記リンク）からお申し込みください。
▼試験日
10月18日（日）
▼申込期間
１０月２日（金）まで
▼採用職種・人数
一般行政職：30人程度
土木技術職：5人程度
建築技術職：5人程度
社会福祉士：5人程度
市からの
保健師：5人程度
2020/9/25 15:00 任期付職員を募集します
お知らせ
管理栄養士：5人程度
保育士：30人程度
各職種の申込要件や申込方法など、詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/31695.html
問合先
君津市職員課
0439-56-1386
道路災害復旧工事に伴い、本日から当面の間、市道正木・奥米線の終日通行止めを行います。大変ご迷惑おかけしますが、ご協力をお願いします。
詳細・位置図等(君津市ホームページ)
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/29/32228.html
市からの
お知らせ

安心・安
全メール

2020/9/26 13:22

市道正木・奥米線通行止め
のお知らせ
問合せ先
君津市 道路維持課
0439-56-1687
君津市 管理課
0439-56-1351
君津警察署からお知らせします。

2020/9/28 15:50 安心・安全メール

千葉県内において、ガス点検等を装った数名の者に、住宅に侵入され、現金等を奪われる強盗事件が発生しています。
被害に遭わないように防犯対策を徹底しましょう。
○業者等が訪れた際は、インターホン越し、もしくは玄関越しで対応しましょう。
○業者の身分証を確認し、点検等の事実があるか確認しましょう。
○犯人は、事前に電話をかけてきて、資産状況や在宅状況を確認することがあります。
おかしいと感じたらすぐに電話を切り、警察や家族に相談しましょう。
不審な業者が訪れたり、電話がかかってきて困った際は、君津警察署に連絡し、相談してください。
君津警察署
0439-54-0110

署名

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

市からの
お知らせ

本文

署名

9月28日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内18．19例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/9/28 18:00 ナウイルス感染症感染者の 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましても、引き続き３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・咳エチケット、多人数での会食の自粛等のご協力をお願いいたします。

市からの
お知らせ

9月29日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基
づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対
応を行っています。
【市内20例目】新型コロナウ 感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/9/29 18:30 イルス感染症感染者の発生 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調
査を行っています。

防災情報

市からの
お知らせ

2020/9/30 11:00

市内全域の防災行政無線
から試験放送が流れます

路線バス「特急君鴨ライ
2020/9/30 14:00 ナー」の実証運行を継続し
ます

市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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
令和２年１０月７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
0439-56-1290
※３回繰り返し
「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。
※実際の災害が予想され、又は発生したときは、試験放送を中止する場合があります。
君津駅南口と亀田総合病院を最短67分で結ぶ路線バス、「特急君鴨ライナー（君津・鴨川線）」の実証運行を、令和2年12月31日まで延長します。10月1日からは運行時
刻を一部変更し、新たに「杢師四丁目」と「猪原(清和地区)」バス停も増やしました。みなさまに安心してご利用いただけるよう、車内の消毒や換気を徹底しておりますの
で、本格化する秋の紅葉や鴨川へのお出かけにぜひご利用ください。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
【日東交通株式会社】
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 04-7092-1234

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
今月号の広報きみつは読書特集です！
君津の図書館で本との出会いを楽しみましょう♪

本文

スマホ向け無料アプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=76171
君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html
市からの
お知らせ

2020/10/1 8:00

広報きみつ2020年10月号を
【主な内容】
発行しました！
▼心の扉をひらく 本との出会い お家時間で読書を楽しもう！
▼来年4月からの保育園などの入園受付をはじめます！
▼無料の検(健)診で早期発見・早期治療！
▼アンケート＆プレゼント「きみぴょん手ぬぐい(抽選で30名様)」
https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=36

署名

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

■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
市内において、市役所職員を名乗る者から、国勢調査の名目で返金があるとかたり、クレジットカードの情報を聞き出そうとする事案が発生しました。
安心・安
全メール

市からの
お知らせ

国勢調査をかたる詐欺と思
2020/10/1 18:00 われる電話（かたり調査）が 国勢調査では、顔写真付きの調査員証を持った調査員が各世帯を訪問します。
発生しました
また、電話にてクレジットカード情報を聞き取ることや、返金があるなどの話をすることはありません。このような事例が発生した場合は、質問には一切答えず、すぐに市
へご一報ください。
10月2日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内21例目】新型コロナウ 感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
2020/10/2 18:30 イルス感染症感染者の発生 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html

君津市総務課統計
係
0439-56-1780

健康づくり課
0439-57-2230

濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。

火災情報

火災情報

市からの
お知らせ

市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
こちらは君津市消防本部です。
１０月０２日２１時２７分頃、君津市小香３５９番 君津市里山管理センター三舟の里付近でその他火災が発生しています。
2020/10/2 21:36 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。
2020/10/2 21:46 火災情報
１０月０２日２１時２７分頃、君津市小香３５９番 君津市里山管理センター三舟の里付近で発生したその他火災は２１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。
１０月３日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内２２例目】新型コロナ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
2020/10/3 18:10 ウイルス感染症感染者の発 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

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

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 2020年4月1日～2021年1月28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０７日０４時３８分頃、君津市君津１番 日本製鉄（株）東日本製鉄所君津地区付近で特別危険物火災が発生しています。
火災情報
2020/10/7 4:49 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。
火災情報
2020/10/7 5:37 火災情報
１０月０７日０４時３８分頃、君津市君津１番 日本製鉄（株）東日本製鉄所君津地区付近で発生した特別危険物火災は０５時２５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、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
令和２年１０月７日（水）午前１１時００分
○放送内容
【防災行政無線チャイム】
市内全域の防災行政無線 「これはJアラートのテストです」
防災情報
2020/10/7 10:00
から試験放送が流れます
※３回繰り返し
「こちらは防災きみつです」
【防災行政無線チャイム】

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

危機管理課
0439-56-1290

※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

2020/10/7 11:03 国民保護関係情報

火災情報

2020/10/7 13:01 火災情報

火災情報

2020/10/7 13:23 火災情報

防災情報

こちらは君津市消防本部です。
１０月０７日１２時５５分頃、館山自動車道下り７６．１ｋｐ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。
１０月０７日１２時５５分頃、館山自動車道下り７６．１ｋｐ付近で発生した車両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。
台風14号の接近が予想されていますので、今後の気象情報に留意してください。
雨風が強くなる前に、台風に備えましょう。

●事前の備え
・風で飛ばされそうなものは固定するか屋内へ移動しましょう。
・避難時の持ち出し品の確認をしましょう。
・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）
・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。
台風1４号接近に対する備え
2020/10/9 12:46
・自家用車のガソリンを満タンにしましょう。
について
●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
引き続き、最新の台風情報に注意してください。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

君津市総務部危機
管理課
TEL0439-56-1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
台風14号の接近に伴い、以下の自主避難所を開設しました。
避難する場合は、飲料水や食料のほか、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、マスクや体温計等を持参してください。

防災情報

2020/10/9 15:15 自主避難所を開設しました

署名

◆避難所一覧
・八重原公民館
・生涯学習交流センター
・周南公民館
・小糸公民館
・清和公民館
・旧三島小学校
・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
◆在宅避難が可能な方へ
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、自宅で安全が確保できる場合は在宅避難に努めてください。
・在宅避難をされる場合は、自宅の2階に避難することが有効な場合があります。
詳しくは、ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/30301.html
問合せ先
君津市危機管理課
0439-56-1290
台風１４号の接近に伴い、公共交通機関に遅れや運休が生じる場合があります。
お出かけの際は、最新の運行状況をご確認ください。

市からの
お知らせ

2020/10/9 16:00

公共交通機関の遅れや運
休にご注意ください

【君津市ホームページ】
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/27799.html

君津市企画課
0439-56-1566

保健福祉センターふれあい館を福祉避難所として開設しました。
福祉避難所は、一般避難所で過ごすことのできない、車いすの方や重度の障害がある方などが対象です。感染症対策のため受け入れ人数に制限があることから、状況
によっては他の避難所をご案内する場合があります。
避難をお考えの方は、ふれあい館（0439-57-2230）まで事前にご連絡ください。
防災情報

【福祉避難所への避難をお 避難の際には以下の点にご留意ください。
2020/10/9 16:48 考えの方へ】福祉避難所を ・医療や介護サービスの提供はできません。
開設しました
・介助等については、ご家族のご協力をお願いします。
・飲料水や食糧のほか、マスクをご持参ください。
・なるべくご自宅でお使いの毛布・マット・クッション等をお持ちください。

保健福祉センター
ふれあい館（健康
づくり課）
0439-57-2230

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/30301.html

防災情報

台風14号の接近に伴って開設していた自主避難所（福祉避難所を含む）は、10月10日(土)17時をもって全て閉鎖しました。
自主避難所（福祉避難所を 引き続き、今後の気象情報に注意してください。
含む）を閉鎖しました
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/30301.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。
2020/10/10 19:08 気象警報

防災情報

2020/10/10 23:00 気象警報の解除について

防災情報

2020/10/10 17:00

令和２年１０月１０日１９時８分に発表されていた【大雨警報】は、令和２年１０月１０日２２時３４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。

問合せ先
君津市危機管理課
0439-56-1290

総務部危機管理課
0439－56－1290

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
新型コロナ対策の取り組みをまとめた「広報きみつ臨時号」を発行しました。

本文

スマホ向け無料アプリ「カタポケ」でも電子版配信中です！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=76171
市からの
お知らせ

2020/10/11 12:00

広報きみつ2020年10月10日
君津市ホームページ
臨時号を発行しました！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html

署名
---------------メール配信元
君津市 政策推進
課
問 0439-56-1288
----------------

■LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、交通死亡事故が多発しています。
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、左右の安全をよく確かめましょう。
安心・安
全メール

2020/10/13 16:00 安心・安全メール

三つ目は、夜間の外出は、反射材を身につけ、目立つようにしましょう。
四つ目は、脇見運転は厳禁です。運転に集中し、道路の安全を確認しましょう。
五つ目は、運転中、横断歩道を渡る歩行者を認めたら、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。

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
１０月１３日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
【市内２３例目】新型コロナ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
健康づくり課
2020/10/13 17:30 ウイルス感染症感染者の発
0439-57-2230
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
濃厚接触者への対応：千葉県において、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
君津警察署からお知らせします。
明日は、年金支給日です。
電話で家族や金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、電話de詐欺を疑いましょう。

安心・安
全メール

2020/10/14 10:00 安心・安全メール

また、千葉県内において、ガス点検を装った強盗事件が発生しています。
在宅時でも施錠し、業者の訪問時は身分を確認して、点検等の事実があるか確認しましょう。
どうすればよいか困ったときは、一人で悩まず、警察に連絡し、相談しましょう。
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 2020年4月1日～2021年1月28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１４日２３時２４分頃、君津市杢師４丁目２０番 千葉スバル自動車君津店地区付近で建物火災が発生しています。
火災情報
2020/10/14 23:32 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。
火災情報
2020/10/14 23:48 火災情報
１０月１４日２３時２４分頃、君津市杢師４丁目２０番付近で発生した建物火災は誤報（鍋の空焚き）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。
君津警察署からお知らせします。
本日は、年金支給日です。
電話で家族や金融機関、市役所などを名乗っても、お金の話やカードを預かるといった話が出たときは、電話de詐欺を疑いましょう。
安心・安
全メール

2020/10/15 11:00 安心・安全メール

「カバンをなくした」「還付金があります」「あなたの口座情報が盗まれている」といった不審電話がかかってくる可能性があります。
どうすればよいか困ったときは、一人で悩まず、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
君津市小糸公民館、君津市保健福祉センターにて、献血が実施されます。ご協力をお願いします。
【日時・場所】
10月20日(火)
9：30～11：30
君津市小糸公民館
10月21日（水）
10：00～12：45
14：00～16：00
君津市保健福祉センター
※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

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。
2020/10/15 12:00 献血のお知らせ
○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
10月は「骨髄バンク推進月間」です。
一人でも多くの方を救うために、ドナー登録へのご協力をお願いいたします。
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。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html
【骨髄バンクへの登録】
献血会場及び下記の窓口で登録できます。

署名
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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
市内の中小企業等が新型コロナウイルス感染症防止対策を講じる際に必要となる経費の一部を補助します。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

■対象
君津市内に店舗・事務所・工場等を有する中小企業、個人事業主
【中小企業の感染防止対策
2020/10/16 15:00
■補助金額
を支援します】
対象経費の３/４（上限１０万円、客室数が１０部屋以上の宿泊業は上限３０万円)※申請は１事業者につき１回限りとなります。
■受付期間 令和３年１月３１日（日）まで
その他対象品目や申請方法の詳細は市ホームぺージをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32242.html
生きづらさを感じているあなたへ
支援内容の一覧
新型コロナウイルス感染症 https://www.city.kimitsu.lg.jp/uploaded/attachment/23989.pdf
2020/10/16 16:00 の影響を受けている方への まもろうよ こころ
ご案内
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
本日、君津市小糸公民館にて、君津中央ライオンズ主催による献血が実施されます。
ご協力をお願いします。
日

時 10月20日（火）
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。
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
市からの
お知らせ

2020/10/20 9:00 献血のお知らせ

○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
10月は「骨髄バンク推進月間」です。
一人でも多くの方を救うために、ドナー登録へのご協力をお願いいたします。
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。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html
【骨髄バンクへの登録】
献血会場及び下記の窓口で登録できます。
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。
○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
市内において、総務省をかたる偽のメールアドレスから、一般の方宛に「2回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」との内容で、偽の特設サイトに誘導するリ
ンクが含まれたメールが送信されているとの情報が寄せられています。
これは、総務省を含め、国の機関のものではなく、情報の詐取などを目的としたものと思われます。

安心・安
全メール

2020/10/20 15:00

特別定額給付金の偽サイト
身に覚えのないメールは安易に開かないようご注意ください。
にご注意ください
君津市市民生活課
0439-56-1225

署名

問合せ先
君津市経済振興課
0439-56-1589

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

本文

署名

10月20日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。2名の内、感染が確認された介護士は、市内の介護サービス事業所従業員です。当該事
業所では既に利用者にこの旨を連絡するとともに、君津保健所による疫学調査が進められており、引き続き、君津保健所と連携を図りながら対応をしてまいります。

市からの
お知らせ

感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況で
【市内24・25例目】新型コロ あることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
健康づくり課
2020/10/20 19:20 ナウイルス感染症感染者の 感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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。
日

時 10月21日（水）
10：00～12：45
14：00～16：00
場 所 君津市保健福祉センター
※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。
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
市からの
お知らせ

2020/10/21 9:00 献血のお知らせ

○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
10月は「骨髄バンク推進月間」です。
一人でも多くの方を救うために、ドナー登録へのご協力をお願いいたします。
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。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html
【骨髄バンクへの登録】
献血会場及び下記の窓口で登録できます。
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。

火災情報

2020/10/21 15:56 火災情報

火災情報

2020/10/21 16:25 火災情報

○最寄りの登録窓口
君津健康福祉センター〔君津保健所〕
こちらは君津市消防本部です。
１０月２１日１５時５２分頃、君津市宮下１５８番 大宮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。
１０月２１日１５時５２分頃、君津市宮下１５８番 大宮橋付近で発生したその他火災（枯草等）は１６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。

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119
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送信日時
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本文
署名
10月21日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内26例目】新型コロナウ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/10/21 17:41 イルス感染症感染者の発生
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
高齢者の方は、家で過ごす時間が長くなると、筋力が落ちて動けなくなったり、気持ちが落ち込んで閉じこもってしまうことなどが心配されます。
高齢者の方の元気を支える、Webサイト上の街を訪ねてみませんか。
市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

2020/10/23 16:00

コロナに気をつけ、ココロも
https://kayoinoba.mhlw.go.jp/index.html
カラダも健康に！

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
君津市では10年後の都市像や施策の方向性などを定める新たな「君津市総合計画」の策定に取り組んでいます。
市民の皆さまのお考えやご意見、市外在住者の方々から見た君津市などをお伺いし、基礎資料とするため「まちづくりに関するアンケート」を実施します。
【まちづくりに関する君津市 未来のまちづくりに生かすため、ぜひご協力ください！
民・市外在住者向けWebア
2020/10/23 18:00
◆市民の方はこちら
ンケートを実施していま
す！】
https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=43
◆市外在住の方はこちら
https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=44
「福祉作業所ふたば園」（外箕輪）と「福祉作業所ミツバ園」（坂田）は、身体障害者や知的障害者の方が、自立した日常生活を営むことができるよう、ものづくりや販売活
動等を通じて、知識や能力の向上、社会参加の促進を目指す「就労継続支援B型」の事業を行う福祉施設です。
農作物の栽培、企業からの受注作業など、利用者様の能力や特性に合わせた作業に取り組んでいただきます。
普段の作業だけでなく、県内外への所外学習や調理実習など、仲間との楽しいイベントも盛りだくさん！
現在、両施設の利用者を募集しています。施設見学も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
【君津市福祉作業所の利用
2020/10/27 13:04
者を募集中！】
君津市福祉作業所ふたば園 千葉県君津市外箕輪1039-5（送迎バスあり）
君津市福祉作業所ミツバ園 千葉県君津市坂田396-4
問合せ先
社会福祉法人君津市社会福祉協議会
http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、息子など親族を名乗る不審電話がかかってきています。
電話で、「財布やバッグを落とした。すぐにお金が必要。これから取りに行く。」といった内容は電話de詐欺を疑ってください。

安心・安
全メール

2020/10/27 14:00 安心・安全メール

今後も同様の電話や、家族や市役所職員等を名乗り、現金やキャッシュカードを預かるといった不審な電話がかかってくる可能性があります。
困った時は、一人で悩まずに、すぐに電話を切り、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

健康づくり課
0439-57-2230

問合せ先
君津市企画課
電話：0439-561206

問合せ先
問合先 社会福祉
法人君津市社会福
祉協議会 電話
0439-57-2250

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
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

2020/10/28 12:10 東京電力からのお願い

スマートフォンはこちら
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/12225000000.html

署名

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。
市民の皆様への情報伝達体制について万全を期すため、気象庁と連携し、全国瞬時警報システム（Jアラート）で、市内全域の防災行政無線から、緊急地震速報のチャ
イム音と音声を放送します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間に、あわてず身を守る行動をとるためには、日
頃の備えが重要です。この緊急地震速報訓練を機会に、家族間で安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。
○試験放送日時
令和２年１１月５日（木）午前１０時００分頃
○放送内容
〈防災行政無線チャイム〉
こちらは防災きみつ 君津市役所です。只今から訓練放送を行います。

防災情報

2020/10/29 10:00

全国瞬時警報システム（通
称：Jアラート）を用いた緊急
〈緊急地震速報チャイム〉
地震速報訓練を実施しま
す。
緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。これは訓練放送です。
※３回繰り返し
こちらは防災きみつ 君津市役所です。これで訓練放送を終わります。
〈防災行政無線チャイム〉

市からの
お知らせ

※訓練の緊急地震速報はテレビ、ラジオの放送や携帯電話、スマートフォンの緊急地震速報メール（エリアメール）には流れません。
※実際の災害が予想され、又は発生したときは、試験放送を中止する場合があります。
結核・肺がん検診は受診されましたか？
11月の結核・肺がん検診の予約に空きがありますので追加募集を行います。
追加募集の検診日
11月13日（金）・20日（金）・21日（土）・22日（日）・24日（火）・26日（木）
検診会場
11月20日は農村環境改善センター
その他の検診日は保健福祉センター
受診対象者
結核・肺がん検診の追加募 今年度中に40歳以上になる市内在住の方
2020/10/29 12:00
集のお知らせ
申込方法
電話にてお申し込みください。
健康づくり課がん検診担当
電話：0439-57-2230
（受付時間：8:30～17:15）
申込順に日程の調整をしますので、ご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
申込期間
10月29日（木）から11月6日（金）17:15まで

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
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本文

署名

10月15日で事前予約を締め切りましたが、定員まで少々余裕がありますので、追加申込を開始します。なお、先着順のため、定員となった時点で受付を終了します。

市からの
お知らせ

■対象者
国民健康保険に加入している昭和21年2月1日から昭和56年3月31日生まれの方で、今年度特定健診を受けていない方、または短期人間ドックを受診する予定がない方
（現在治療中の方も対象）。
■追加募集日
11月20日（金曜日） 農村環境改善センター
11月21日（土曜日） 保健福祉センター
11月22日（日曜日） 保健福祉センター
11月24日（火曜日） 保健福祉センター
11月26日（木曜日） 保健福祉センター
連絡先
国民健康保険特定健康診
国民健康保険課
■予約方法
2020/10/29 17:00 査（集団健診）の追加申込を
0439-56-1739
(1)インターネットから申込み
開始します！
申込フォームに必要事項を入力し、申請してください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=50
(2)お電話で申込み
国民健康保険課に電話してください（受付は土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで）。
健康診査の詳細や最新情報は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/31507.html

季節の行事※においては、適切な人と人との距離の確保を促す主催者が存在しないことなどにより、感染リスクが高まる場合も想定されます。感染拡大の防止と、社会
経済活動の両立を目指し、感染防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
※ 「季節の行事」とは、催物の主催者が存在しない中で、多数の人が集まるケースが多い、ハロウィンやクリスマス、大晦日、初日の出等を想定しています。
市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染拡
また、これから年末年始に向けて飲酒や会食の機会が増えます。新型コロナウイルス感染症対策分科会から提言された「感染リスクが高まる5つの場面」「感染リスクを
大防止のための季節の行
健康づくり課
2020/10/30 12:00
下げながら会食を楽しむ工夫」に注意し、感染拡大を防止しましょう。
事に関する皆さまへのお願
0439-57-2230
い
詳細は君津市ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32912.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32914.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、大坂にお住まいの６５歳の男性が、本日の１６時頃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

安心・安
全メール

2020/10/31 18:45 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６０センチ位
普通
黒髪短髪
上衣 グレーのトレーナー
下衣 横に白色ラインの
入った黒色ズボン
黒色サンダル

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。
2020/10/31 19:26 行方不明者の発見について 君津市、大坂にお住まいの６５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
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110
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本文
昨年の台風災害時に各地から派遣され、避難所などで支援を受けたトイレトレーラー。
現在、君津市でも配備に向けて、クラウドファンディングを実施しています。
市からの
お知らせ

2020/11/1 8:30

このトイレトレーラーは、災害時はもちろん、平常時は防災訓練やイベントなどにも活用します。
【トイレトレーラーで助けあい
また、今後、有事の際にはこのトイレトレーラーを全国の被災地へ派遣することで、少しでも昨年の恩返しを行い、支援の輪を広げていきます。
の輪をつなげよう！】

署名

総務部危機管理課
0439-56-1290

クラウドファンディングへのご賛同やお知り合いの方への拡散など、ぜひご協力ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/32738.html
今月号の広報きみつは食欲の秋！きみつエール飯特集！
まちの皆さんに聞いた、君津市内でテイクアウト・デリバリーができるオススメのお店を紹介しています♪君津の食を食べて応援しましょう！
▼スマホ向けアプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=9a96f
▼君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html
市からの
お知らせ

【主な内容】
広報きみつ2020年11月号を
2020/11/1 15:00
▼特集 食べて応援！きみつエール飯
発行しました！
▼君津市消費喚起事業「きみなび応援セール」
▼君津版ハローワーク「きみジョブ」を開設しました！
▼トイレトレーラーで助け愛の輪をつなげよう！

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

【お詫びと訂正】
8ページで掲載した「特急 君鴨ライナー」の時刻表に誤りがありました。広報きみつをお届けしているご家庭には、訂正したチラシを別紙で配布しました。お詫びして訂正
いたします。※電子データ上は訂正済
■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
君津警察署から大型犬の徘徊についてお知らせします。
現在、君津市外箕輪３丁目地先において、大型犬（グレートデン）が徘徊しています。
安心・安
全メール

安心・安
全メール

市からの
お知らせ

2020/11/2 19:28 大型犬の徘徊について

2020/11/2 22:28 大型犬の発見について

特徴
犬種 グレートデン １０ヶ月メス
体長 １メートルくらい
色 灰色
上記犬を発見した際は、むやみに近寄ることなく、君津警察署までご連絡をお願いします。
君津警察署から大型犬の発見についてお知らせします。
大型犬（グレートデン、メス）については、君津市内で発見されました。
ご協力ありがとうございました。
在宅で生活している75歳以上の方を対象に、タクシーなどで使える利用券を6000円分交付しています。路線バスやコミュニティバス、デマンドタクシーでも使用可能で
す。

■申込方法
郵送での申し込み：事業窓口0439-56-1434で電話受付後、申請書を郵送します。
6000円分の乗り物利用券を
窓口での申し込み：君津市役所1階の特設窓口と各行政センターで受付しています。
2020/11/4 9:00 発行！高齢者の外出を支援
します！
■申請期限
令和3年2月26日まで(利用券の使用期限は令和3年3月31日)
※必要書類など詳しくは市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/20/32211.html

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

いきいき高齢者外
出支援事業窓口
0439-56-1434

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
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、気象庁と連携し、全国瞬時警報システム（Jアラート）で、市内全域の防災行政無線から、緊急地震速報
のチャイム音と音声を放送します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間に、あわてず身を守る行動をとるために
は、日頃の備えが重要です。この緊急地震速報訓練を機会に、家族間で安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。
○試験放送日時
令和２年１１月５日（木）午前１０時００分頃
○放送内容
〈防災行政無線チャイム〉
全国瞬時警報システム（通 こちらは防災きみつ 君津市役所です。只今から訓練放送を行います。
称：Jアラート）を用いた緊急
危機管理課
防災情報
2020/11/5 9:00
〈緊急地震速報チャイム〉
0439-56-1290
地震速報訓練を実施しま
す。
緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。これは訓練放送です。
※３回繰り返し
こちらは防災きみつ 君津市役所です。これで訓練放送を終わります。
〈防災行政無線チャイム〉
※訓練の緊急地震速報はテレビ、ラジオの放送や携帯電話、スマートフォンの緊急地震速報メール（エリアメール）には流れません。
※実際の災害が予想され、又は発生したときは、試験放送を中止する場合があります。
《訓練情報》地震発生（推定震度５弱）、地震発生（推定震度５弱）、強い揺れに備えてください。
防災情報

2020/11/5 10:00 ＜訓練＞緊急地震速報
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親世帯を支援するための給付金があります。
ひとり親で、児童扶養手当の手続きをしていない方でも、この給付金を受け取れる場合がありますので、ぜひご確認ください。

市からの
お知らせ

【ひとり親世帯臨時特別給
2020/11/5 18:00 付金の申請はお済みです
か？】

◆申請方法：申請者の状況に応じて申請方法が変わる場合があります。
詳しくはホームページからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/31194.html
◆給付金額：1世帯 5万円
第2子（児童扶養手当対象児童）以降1人につき3万円の加算金あり

問合せ先
子育て支援課 ０４
３９－５６－１１２８

◆申請期限：12月28日（月）・必着
厚生労働省が１０月２９日、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに１０の知識としてとりまとめました。
新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、１人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。
ぜひご覧下さい。

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症
2020/11/6 16:00 の“いま”についての１０の
https://www.mhlw.go.jp/content/000689773.pdf
知識！

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
就職活動をどう進めていいかわからない、就職活動を効率的に進めたい、自己PRの方法を知りたい方に役立つ情報やポイントをお伝えします。

市からの
お知らせ

◆日時＝11月19日（木）午前10時から正午まで。※午後から予約制の個別相談もございます。
【求職中の方に役立つ！中 ◆対象者＝概ね40歳から65歳で求職中の方
2020/11/9 10:00 高年向け再就職支援セミ
◆定員＝セミナー：30人（先着順）
ナーを実施します】
◆会場＝木更津市立中央公民館（木更津市富士見1-2-1アクアB館3階）
申し込み方法などの詳細はこちらからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/32124.html

問合先 経済振興
課
TEL0439-56-1277
FAX0439-56-1314

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
11月7日（土）に君津市役所への犯行予告があったことから、市では庁舎警備を強化します。
▼犯行予告の内容
令和2年11月10日（火）午後4時に市役所駐車場に停めた車両に満載の爆薬を発火させ、職員・住民を殺害する。その後、仲間たちが正面玄関、各通用口から庁舎に侵
入し、散弾銃を乱射して残っている人間を殺害する。
命が惜しければ、370BTCを送金すること。
市からの
お知らせ

2020/11/9 16:24

市役所本庁舎等への犯行
予告がありました

▼市の対応
君津警察署に通報、相談・連携し、警備を強化します。

署名

問合せ先
君津市危機管理課
電話 0439-561290

▼市民の皆様へ
・不審物を発見した場合、速やかに最寄りの職員・警備員に連絡をお願いします。
・市役所にご用のある方は、安全確保のため、10日午後4時前後の来庁は避けてください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/33093.html
市からの
お知らせ

11月7日（土）に届いた君津市役所への犯行予告について、本市では君津警察署へ通報・相談をするとともに、庁舎・駐車場内の警備をを強化しました。
犯行予告時刻である11月10日（火）午後4時を含め、これまでのところ不審物や爆破等の異常および被害はありませんでした。
市役所本庁舎等に対する犯
2020/11/10 18:07
本市では、被害届を提出するとともに、引き続き警察の捜査に協力してまいります。
行予告への対応

火災情報

2020/11/10 19:22 火災情報

火災情報

2020/11/10 20:38 火災情報

市からの
お知らせ

火災情報

火災情報

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/33093.html

---------------問合せ先
君津市危機管理課
0439-56-1290
----------------

こちらは君津市消防本部です。
１１月１０日１９時１６分頃、君津市大野台４９６番 小糸産業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

こちらは君津市消防本部です。
１１月１０日１９時１６分頃、君津市大野台４９６番 小糸産業付近で発生した建物火災は２０時３４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。
り災証明を取得済の方のうち、被災した住宅の修理が完了済であることなど、制度適用の対象となる方は補助金が受け取れる可能性があります。
まずはご相談を！！

＜昨年台風・大雨＞補助金
2020/11/11 12:00 未申請の方はいますぐ申請 ◆制度の詳細はこちら
を！！
君津市被災住宅修繕緊急支援事業補助金
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/107/24906.html

2020/11/12 20:33 火災情報

2020/11/12 20:42 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１１月１２日２０時２９分頃、君津市外箕輪２３７番 松川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。
１１月１２日２０時２９分頃、君津市外箕輪２３７番 松川橋付近で発生したその他火災は２０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。

君津市消防署
0439-53-0119
問合先
君津市被災住宅支
援室（市役所４階）
電話０４３９－５６
－１１７７

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

寒い季節を迎えての新型コロナウイルス感染症の感染防止のポイントがまとめられました。
１．基本的な感染防止対策
２．寒い環境でも換気の実施
３．適度な保湿

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症
2020/11/13 18:00 寒冷な場面における感染防
詳細はこちらから↓
止のポイント

https://corona.go.jp/proposal/#coldRegion
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
11月14日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内27例目】新型コロナウ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/11/14 18:10 イルス感染症感染者の発生
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

火災情報

火災情報

火災情報

火災情報

市からの
お知らせ

2020/11/15 13:23 火災情報

2020/11/15 13:32 火災情報

2020/11/15 14:07 火災情報

2020/11/15 14:34 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１１月１５日１３時１８分頃、君津市糸川４２９番 市立小糸保育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
こちらは君津市消防本部です。
１１月１５日１３時１８分頃、君津市糸川４２９番 市立小糸保育園付近で発生したその他火災は１３時２５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。
１１月１５日１４時０１分頃、君津市大戸見２３２８番 台中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。
１１月１５日１４時０１分頃、君津市大戸見２３２８番 台中商店付近で発生した林野火災は１４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。

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

11月16日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内28・29例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/11/16 18:00 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

火災情報

2020/11/17 15:12 火災情報

火災情報

2020/11/17 15:20 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１１月１７日１５時０６分頃、君津市岩出２６８番 ちやっぴーハウス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。
１１月１７日１５時０６分頃、君津市岩出２６８番 ちやっぴーハウス付近で発生したその他火災は１５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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
11月17日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内30例目】新型コロナウ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/11/17 17:50 イルス感染症感染者の発生
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、警察官を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
安心・安
全メール

市からの
お知らせ

2020/11/18 14:30 安心・安全メール

不審な電話があったときは、すぐに電話を切り、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
11月18日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内31例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/11/18 18:20 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

未来の市長になって、君津のまちづくりについて考え、今の市長へメッセージを送りませんか？
現在、市では10年後を見据えたまちづくりの方向性を定める新たな総合計画の策定を進めています。
【中高生対象のオンラインに そこで、地域の将来を担う中高生を主役とした、オンラインによるきみつ未来ワークショップを開催します！
よる「きみつの未来を考える
2020/11/19 10:00
ワークショップ」を開催しま 参加者募集しています、ぜひご応募ください！
す！】
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/31528.html

君津市企画課：
0439-56-1206

千葉県では季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行に備え、県民の皆様が地域の診療所など多くの医療機関で速やかに発熱等にかかる相談・
診療・検査を受けられる体制を整備しました。

市からの
お知らせ

発熱等の症状を感じたら、日ごろ通院している医療機関か、お住まいのお近くにある医療機関に電話で相談をしてください。
発熱等により医療機関の受
2020/11/19 10:00 診を希望する場合の相談先 相談先に困った場合には、千葉県発熱相談コールセンター（0570-200-613）や君津市健康づくり課、発熱相談医療機関等に連絡してください。
のご案内
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/gairaishinryoutaisei.html

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 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市内において、昨日に引き続き、家族を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
安心・安
全メール

2020/11/19 14:00 安心・安全メール

不審な電話があったときは、すぐに電話を切り、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
全国的に新型コロナウイルス感染症の急速な拡大が懸念されている中、千葉県における新規感染者数は、直近7日間平均で1日あたり70名を越えている状況です。
これ以上の感染拡大を防ぐため、千葉県では「Go To Eat キャンペーン事業」の食事券等の利用について、11月21日から原則として「4人（子どもを除く）以下の単位」で
の飲食とすることとしました。

市からの
お知らせ

2020/11/19 15:00

Go To Eat キャンペーン事
業等の取扱いについて

なお、「Go To Eat キャンペーン事業」を利用しない一般的な会食の場面においても、感染リスクを低減させるため「4人以下の単位」を基本としていただきますようお願い
します。
健康づくり課
0439-57-2230
県民、事業者の皆さまには、御理解・御協力をお願いします。
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti25.html
新型コロナウイルス感染症の拡大防止や多様で柔軟な働き方を推進するため、君津市内でテレワークを導入する経費の一部を補助する制度を開始しました。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

2020/11/19 16:00

【中小企業のテレワーク導
入の支援を開始しました】

■対象＝君津市内でテレワークを導入する中小企業、個人事業主
■補助金額＝補助対象経費の３分の２（上限４０万円）
■受付期限＝令和３年２月２８日（日）まで
■申請要件＝テレワーク環境の構築について、事前に君津市産業支援センターの承認を受ける必要があります。
君津市産業支援センター
０４３９－５０-８１１１

問合せ先 経済振
興課
0439-56-1531

その他、詳しくは市HPをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/33211.html
11月19日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内32・33例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/11/19 17:40 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

火災情報

2020/11/20 9:58 火災情報

火災情報

2020/11/20 10:13 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１１月２０日０９時５２分頃、君津市北子安１丁目２番 君津市子育て支援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。
１１月２０日０９時５２分頃、君津市北子安１丁目２番 君津市子育て支援センター付近で発生した建物火災は１０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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
日常生活と感染拡大防止対策の両立のために、家庭や職場、学校などあらゆる場面で「新しい生活様式」を取り入れ、日常の一部としましょう。
なお、障害や疾患などによりマスクの着用やアルコールによる手指消毒、人と人との距離を確保することなどが難しい方もいます。
お互いを理解し、みんなで協力して「新しい生活様式」に取り組みましょう。

市からの
お知らせ

１.人と人との距離を確保しよう
２.咳エチケット、マスクの着用をしよう
【新型コロナウイルス感染症
３.手洗いでウイルスを洗い流そう
2020/11/20 12:00 いのちと社会を守る"新しい
４.誰だって感染しうるから、差別やいじめをなくそう
生活様式"】

署名

健康づくり課
0439-57-2230

詳細はこちらから↓
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/newlifestyle0.html
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
パソコンやスマホから申告書を作成・提出できる国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」において、e-Taxを活用する場合はID・パスワードが必要となります。
今月、木更津税務署が君津市での出張発行を実施しますので、ご利用ください。
出張発行詳細
市からの
お知らせ

【木更津税務署からのお知 日時 令和2年11月27日（金）午前10時から午後3時
2020/11/20 16:00 らせ】 確定申告は便利なe- 会場 君津市役所 ５階大会議室
Taxをご活用ください！
※ 必ず申告されるご本人がお越しください。
※ 運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

問合先＝木更津税
務署 TEL0438－
23－6161

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者が急速に増加しており、千葉県においても、１１月１９日には、１日当たりの新規感染者数がこれまでで最大の１０６名となりま
した。
これまで以上に、強い警戒が必要な状況です。
これから３連休を迎えますが、何としてもこれ以上の感染拡大を抑えるため、皆さま、お一人おひとりが「新しい生活様式」を実践し、適切な感染防止対策を徹底する必
要があります。
市からの
お知らせ

３連休における新型コロナ
2020/11/20 17:30 ウイルス感染拡大防止のた ○毎日体温をチェックしましょう。
めの皆さまへのお願い
○「うつらない、うつさないためのマスク」の着用、こまめな手洗い、換気と適度な加湿が大切です。
○「感染リスクが高まる『５つの場面』」を踏まえ、特に感染防止対策の徹底をお願いします。

健康づくり課
0439-57-2230

詳細は君津市ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32914.html

火災情報

2020/11/24 8:25 火災情報

火災情報

2020/11/24 8:47 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１１月２４日０８時１６分頃、君津市人見１丁目８番 すえひろ飯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。
１１月２４日０８時１６分頃、君津市人見１丁目８番 すえひろ飯店付近で発生した林野火災は８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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
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

期 日 令和2年11月27日（金）
受付時間 10時00分～11時45分
13時00分～16時00分
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。
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
市からの
お知らせ

2020/11/24 9:00 献血のお知らせ

○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
一人でも多くの方を救うために、ドナー登録へのご協力をお願いいたします。
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。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html
【骨髄バンクへの登録】
献血会場及び下記の窓口で登録できます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細は下記へお問い合わせください。
○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
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、家電量販店を名乗り、
「あなたの名義のクレジットカードを使用しようとしている人がいる。警察に通報したので、警察から連絡があるかもしれない。」
といった内容の不審電話がかかってきています。

安心・安
全メール

2020/11/24 16:21 安心・安全メール

火災情報

2020/11/25 7:19 火災情報

火災情報

2020/11/25 8:04 火災情報

このような電話は電話de詐欺を疑い、すぐに電話を切り、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。
１１月２５日０７時０９分頃、君津市広岡３７５番上総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。
１１月２５日０７時０９分頃、君津市広岡３７５番 上総園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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
在宅で生活している75歳以上の方を対象に、タクシーなどで使える利用券を6000円分交付しています。路線バスやコミュニティバス、デマンドタクシーでも使用可能で
す。

市からの
お知らせ

■申込方法
▼郵送申込
申請者数3000名突破！高
事業窓口(0439-56-1434)で電話受付後、申請書を郵送します。
齢者の外出を支援する乗り
2020/11/25 9:00
▼窓口申込
物利用券を発行していま
君津市役所1階の特設窓口(12/15からは高齢者支援課窓口)と各行政センターで受付しています。
す！

署名

いきいき高齢者外
出支援事業窓口
0439-56-1434

■申請期限
令和3年2月26日まで(利用券の使用期限は令和3年3月31日)※必要書類などは市ホームページをご確認ください
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/20/32211.html
会食の機会が増える季節です。「静かなマスク会食」をお願いします。
市からの
お知らせ

2020/11/26 12:00

【冬のコロナ対策へのご協
力をお願いします！】

詳細はこちらから↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14992.html
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、連日親族や警察官等を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話が多数かかってきています。

安心・安
全メール

2020/11/26 12:05 安心・安全メール

不審な電話があったときは、すぐに電話を切り、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

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 2020年4月1日～2021年1月28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時00分～11時45分
13時00分～16時00分
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。
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
市からの
お知らせ

2020/11/27 9:00 献血のお知らせ

○千葉県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html
一人でも多くの方を救うために、ドナー登録へのご協力をお願いいたします。
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。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/12934.html
【骨髄バンクへの登録】
献血会場及び下記の窓口で登録できます。
なお、対象年齢は18歳以上54歳以下です。その他詳細は下記へお問い合わせください。
○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
新型コロナの感染者が地域によっては急増しています。

市からの
お知らせ

発熱・倦怠感など、体調がいつもと違うと感じた時は外出を控えましょう！
【新型コロナウイルス感染症
2020/11/27 12:00 体調不良時の受診は、まず
また、受診の際は、事前にかかりつけ医など身近な医療機関にまずは電話相談するようお願いします！
電話！】

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
シニア世代の採用や働き方の現状を学べます。定年後の働き方や正社員以外の働き方などに興味のある方におすすめです。※求職活動実績となるため雇用保険受給
資格者証を持参してください。
市からの
お知らせ

2020/11/27 16:27

シニア世代のキャリアデザ
インセミナーのお知らせ

日時＝12月9日（水）午前10時から正午まで。
対象者＝概ね55歳以上の方（在職・求職中問わず）
定員＝30人（先着順）
会場＝木更津市立中央公民館（木更津市富士見1-2-1アクアB館3階）
申し込み方法などの詳細は市ホームページからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/32126.html

問合先:経済振興
課 TEL0439-561277・FAX043956-1314

感染リスクが高まる「５つの場面」は、生活の中に潜んでいます。
市からの
お知らせ

【新型コロナウイルス感染症 詳細はこちらから↓
2020/11/28 9:00 基本的な感染予防対策を徹 https://corona.go.jp/proposal/
底しましょう！】
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
令和2年第4回君津市議会定例会が、11月30日（月）から12月18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

2020/11/29 12:00

令和2年第4回君津市議会
定例会のお知らせ

11月30日（月）午前10時 本会議
12月3日（木）午前10時 本会議
12月4日（金）午前10時 本会議
12月7日（月）午前10時 本会議
12月9日（水）午前10時 総務常任委員会
12月10日（木）午前10時 教育福祉常任委員会
12月11日（金）午前10時 経済環境常任委員会
12月18日（金）午後2時 本会議

署名

君津市議会事務局
問 0439-56-1497

★本会議については、インターネットのライブ配信からご覧になれますのでご活用ください。
★新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴については、できる限りご遠慮いただくようお願いいたします。傍聴される方は、マスクを着用の上、検温の実施と
傍聴券への連絡先の記入についてご協力ください。
○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/
今月号の広報きみつは、君津の歴史を振り返る特集です！
合併・市制施行から半世紀。君津のまちは、どのようにして生まれ激動の時代を歩んできたのか。紙面は、ホームページやアプリでも配信中！ぜひ、ご覧ください！

市からの
お知らせ

2020/12/1 9:00

広報きみつ2020年12月号を
発行しました！

▼スマホ向けアプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=59c5b
▼君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html
【主な内容】
▼年末年始の業務案内
▼きみつ人特別対談
君津中学校 藤井清雅さん、山本澪さん
▼永年の功績が光り輝く

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

■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
新型コロナウイルス感染症の県内や近隣都県の感染者数が急激に増加しています。医療機関の負担も大きくなっており、地域の医療提供体制の維持のためにも、感染
者数の増加を何としても抑える必要があります。
このような状況を踏まえ、千葉県では本日から１２月２２日までを「集中的な対策の実施期間」と位置づけ、従来からお願いしていた基本的な感染防止対策の徹底を働き
かけるとともに、新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
市からの
お知らせ

2020/12/1 10:00

感染拡大防止のための集 【新たな協力要請内容】
健康づくり課
中的な対策の実施について ・東京都との往来をできるだけ控えてください。特に、飲食を目的とする場合は十分注意してください。
0439-57-2230
・Go to トラベルの一時停止地域や、外出自粛要請がされている地域については、往来はできるだけ控えてください。感染が拡大している地域との往来は、慎重にしてく
ださい。特に、飲食を目的とする場合は十分注意してください。
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/taisaku-zissi.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
応募書類の書き方から面接での立ち居振る舞いまで、就職活動の基本的な内容を一通り学べます。
※求職活動実績となるため雇用保険受給資格者証を持参してください。
日時＝12月15日（火）午後1時から3時35分まで ※セミナー終了後、予約制の個別相談もあります。
対象者＝就職を希望する15歳から44歳までの方
【求職中の方へ】応募書類
市からの
定員＝20人（先着順）
2020/12/1 11:00 の書き方&面接準備セミ
会場＝木更津市役所駅前庁舎（木更津市富士見1-2-1スパークルシティ木更津8階）
お知らせ
ナーを開催します

署名

問合先＝経済振興
課 TEL0439-561277・FAX043956-1314

申し込み方法などの詳細は市ホームページからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/32116.html
～今年は、はがきで申込み～
今年度中止としていた胃がん検診の実施が決定しました。
新型コロナウイルス感染症防止のため、予約制となりますので、受診を希望の方は必ずお申し込みください。
【対 象 者】
40歳以上の市内在住の方
【検査内容】
バリウムによる胃部エックス線検査
【申込期間】
令和2年12月1日（火）～15日（火）※消印有効
市からの
お知らせ

2020/12/1 12:00

胃がん検診の申込み受付
中！【12月15日まで】

【申込方法】
はがきにて申込み
※窓口・電話・メール等での申込みはできません。
詳細は、広報きみつ12月号、市ホームページ等をご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/32774.html
【お詫びと訂正】
広報きみつ12月号18ページ 「無料の胃がん検診で早期発見・早期治療！」の
はがきの記入例で誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
誤）結核・肺がん検診申込み
↓
正）胃がん検診申込み
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、家電量販店を名乗り、
「あなたのクレジットカードを使っている人がいる。警察が調べている。」
といった内容の不審電話がかかってきています。

安心・安
全メール

2020/12/1 17:10 安心・安全メール

このような電話は電話de詐欺を疑い、すぐに電話を切り、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

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
本年度の歯周疾患検診（個別検診）は、12月末日（休診日は除く）で終了となります。まだ受診していない対象の方は、ぜひ受診しましょう。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/9045.html

署名

＜対象者＞
※対象の方には、6月下旬にはがきでお知らせをしております。
40歳（昭和55年4月1日から昭和56年3月31日生まれ）
50歳（昭和45年4月1日から昭和46年3月31日生まれ）
60歳（昭和35年4月1日から昭和36年3月31日生まれ）
70歳（昭和25年4月1日から昭和26年3月31日生まれ）
歯周疾患検診【終了間近で ※総入れ歯の方、治療中の方は受診できません。
2020/12/1 19:30
す!】
＜検診内容＞
問診、歯周病・むし歯などのチェック及び歯みがき指導など。

健康づくり課
健康都市推進室
0439－57－2233

＜検診費用＞
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。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、発熱等の風邪症状、倦怠感がある場合は受診を控えてください。
君津警察署からお知らせします。
現在、市内において、家電量販店や息子などの親族をかたり、キャッシュカードや金銭を要求する不審な電話が多発しています。

安心・安
全メール

2020/12/2 15:45 安心・安全メール

その他にも、インターネットを閲覧中、警告音が流れ「情報が流出した可能性がある。サポートセンターに連絡してください。」等と不安をあおり、画面に表示された連絡先
に電話すると、「パソコンがウイルスに感染している。問題解決にはセキュリティ契約が必要。コンビニでプリペイドカード（ウェブマネー）を購入して支払う必要がある。」と
言葉巧みに金銭を要求する事案も確認されています。
このような内容は詐欺を疑い対応せず、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
新型コロナの感染者が地域によっては急増しています。

市からの
お知らせ

発熱・倦怠感など、体調がいつもと違うと感じた時は外出を控えましょう！
【新型コロナウイルス感染症
2020/12/3 12:30 体調不良時の受診は、まず
また、受診の際は、事前にかかりつけ医など身近な医療機関にまずは電話相談するようお願いします！
電話！】

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

市からの
お知らせ

千葉県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と日常生活の両立を目指し、3密の回避や身体的距離の確保、マスクの着用等の「新しい生活様式」の実践をお願いし
ているところです。
しかし、それに伴い障害のある人から障害特性により生活上の様々な不安や不便を感じているという声があります。その不安や不便を解消するためには、皆様の配慮
新しい生活様式のもとでの
が必要です。御協力をお願いします。
健康づくり課
2020/12/3 17:00 障害のある人への配慮につ
0439-57-2230
いて
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/rikaisokushin/atarashiiseikatuyousiki.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
１.飲食（人が集まる場所で飛沫を広げるリスクを低減する）
２.外出（人の動きを抑える）
３.基本的な感染防止対策の徹底
コロナ感染拡大防止のため
市からの
の集中的な対策実施期間
詳細はこちらから↓
2020/12/4 10:00
お知らせ
中 ご協力をお願いしま
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/taisaku-zissi.html
す！

本文

署名

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
君津市は、令和３年９月１日に市制施行５０周年を迎えます。このことを市内外に広くＰＲし、君津市の魅力を分かりやすく表現した心に響くキャッチフレーズを募集しま
す。

市からの
お知らせ

■応募資格
どなたでもご応募いただけます。
■募集締切
【市制施行５０周年記念の
令和２年１２月３１日（木）必着
2020/12/4 16:30 キャッチフレーズを募集中で
■応募点数
す！】
１人３点まで
■応募方法
郵送又は市ホームページ上の応募フォームに入力
※応募の詳細は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/2/32720.html

問合せ先
君津市役所 総務
課
0439－56－1581

１.飲食（人が集まる場所で飛沫を広げるリスクを低減する）
２.外出（人の動きを抑える）
３.基本的な感染防止対策の徹底

市からの
お知らせ

2020/12/5 9:00

コロナ感染拡大防止のため
の集中的な対策実施期間
詳細はこちらから↓
中 ご協力をお願いしま
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/taisaku-zissi.html
す！

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
新型コロナウイルスの影響で思うように活動できない場面の多かった2020年。少しでも明るい気持ちで新たな年を迎えられるよう皆さんの個人的明るいニュース写真を
募集します！
「大切に育てていたお花が咲いた！」
「きれいな虹がかかっていた！」など
市からの
お知らせ

写真で2020年を振り返る！
2020/12/5 9:00 個人的明るいニュース写真 ほっこり幸せな気分になれるような写真をぜひ、ご応募ください♪
募集中！
応募方法など詳しくは、市ホームページへ！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/33289.html

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

■ きみぴょんエコバックが当たる抽選の応募期限は、2020年12月15日(火)です！

市からの
お知らせ

12月5日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内34例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/5 17:50 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
感染リスクが高まる「５つの場面」は、生活の中に潜んでいます。
市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

本文

【新型コロナウイルス感染症 詳細はこちらから↓
2020/12/6 10:00 基本的な感染予防対策を徹 https://corona.go.jp/proposal/
底しましょう！】
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

署名

健康づくり課
0439-57-2230

12月7日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内35例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/7 17:36 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと連携して、セブン‐イレブン店舗でのシニアの方の多様な働き方を紹介します。
配達・清掃・品出し・レジ接客などの仕事内容の説明と個別相談を行います。

市からの
お知らせ

◆日時 12月18日（金）
【シニア世代の方へ】シニア
午前10時15分から11時45分まで
2020/12/8 15:00 従業員のお仕事説明会を開
◆対象者 概ね60歳以上の方（年齢上限なし）
催します！
◆定員 10人程度（先着順）
◆会場 君津市立中央図書館 視聴覚室（君津市久保2-13-3）
申し込み方法などの詳細はこちらからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/33490.html

問合先 経済振興
課
TEL0439-56-1277
FAX0439-56-1314

令和2年12月8日（火）に、1都3県知事により新型コロナウイルス感染症に関する「共同メッセージ」が発信されました。

市からの
お知らせ

1都3県知事による新型コロ
2020/12/8 17:00 ナウイルス感染症に関する
共同メッセージ

「ひ」
「き」
「し」
「め」
「よ」
「う」

引き続き「テレワーク」「時差出勤」を！
基本を徹底！「マスク」「手洗い」「消毒」
食事を複数人でとる際は「マスクで会食」を！
面倒でも「こまめな換気」を！
夜のお酒は少人数・短時間で！
ウイルスの感染予防に一緒に取り組みましょう！

感染の拡大を阻止し、一人ひとりの「命を守る」ためには、市民の皆様、事業者の皆様、そして行政が一緒になって感染予防の取組を進めていくことが重要となります。
そのため、ここでもう一度、みんなで気を「ひきしめ」て、マスク着用や手洗い・消毒、こまめな換気などの基本的な行動を徹底することを改めてお願いしたいと存じます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html

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 2020年4月1日～2021年1月28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、台にお住まいの７５歳の男性が、本日午前１０時頃から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

１７０センチ位
中肉
短めの白髪
上衣 赤色チェック柄トレーナー
下衣 黒色ジーパン
灰色運動靴

安心・安
全メール

2020/12/9 19:43 行方不明者について

安心・安
全メール

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。
2020/12/10 7:19 行方不明者の発見について 君津市、台にお住まいの７５歳の男性は、県外において無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。
１２月１０日から１９日までの間、冬の交通安全運動を実施します。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110

年末は日没が最も早く、夕暮れ時の交通事故が増加する傾向にあります。
特に、日没前後の１６時から１８時は下校時間や帰宅ラッシュと視認性の悪さが重なることから、歩行者・自転車との重大事故の発生が懸念されます。
安心・安
全メール

冬の交通安全運動を実施し
ドライバーは早めのライト点灯を心がけ、歩行者や自転車は反射材等を使用しましょう。
2020/12/10 10:00
ます
君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/33023.html
君津市市民生活課
0439-56-1225
いつも感染予防にご協力をいただき、ありがとうございます。
今年の冬は、いつもと違う、初めての冬です。
年末年始の感染拡大を防ぐための情報が、内閣官房ホームページに年末年始特設サイトとして開設されました。
寒くなり、感染拡大が続いています。引き続きのご協力をお願いします。

市からの
お知らせ

2020/12/10 16:00

感染リスクが高まる「５つの
場面」に気をつけましょう！ 詳細はこちらから↓
https://corona.go.jp/proposal/
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
胃がん検診の申込みは 12月15日（火）までです。
新型コロナウイルス感染症防止のため、予約制となりますので、受診を希望する方は必ずお申し込みください。

署名

【対 象 者】
40歳以上の市内在住の方
【検査内容】
バリウムによる胃部エックス線検査
【申込締切】
令和2年12月15日（火）※消印有効
市からの
お知らせ

2020/12/11 10:00

【締切間近】胃がん検診の
申込み受付中!

【申込方法】
はがきにて申込み
※窓口・電話・メール等での申込みはできません。

健康づくり課
0439-57-2230

詳細は、広報きみつ12月号、市ホームページ等をご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/32774.html
【お詫びと訂正】
広報きみつ12月号18ページ 「無料の胃がん検診で早期発見・早期治療！」の
はがきの記入例で誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
誤）結核・肺がん検診申込み
↓
正）胃がん検診申込み
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説明会を開催します。
災害による損害の原状回復費用は、確定申告で雑損控除を適用することにより、所得税等の軽減を受けられる場合があります。また、申告方法等に関する説明だけで
はなく、個別相談も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◆◆
日時 12月17日（木）
▲午前の部
説明会 9時30分から10時30分 個別相談会 10時45分から12時
▲午後の部
説明会 13時30分から14時30分 個別相談会 14時45分から16時
市からの
お知らせ

【木更津税務署からのお知
2020/12/11 10:30 らせ】災害等に関する申告 場所 君津市役所５階大会議室
手続き説明会を開催します
持ち物（個別相談を希望される方）
(1)被害を受けた資産、取得時期、取得価額、持ち分が分かるもの
(2)被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用が分かるもの
(3)被害を受けた資産の修繕費の領収書、修繕内容が分かるもの
(4)被害を受けたことにより受け取る保険金、義援金等の金額が分かるもの
(5)り災証明書（ない場合は「ひ災証明書」や損害状況が分かる写真）
※一部お手元にない書類があっても、相談をお受けします。
※新型コロナウィルス感染防止のため、体調のすぐれない（咳、発熱等の症状がある）方はご遠慮ください。また、ご来場の際はマスク着用等、感染予防へのご協力をお
願いします。

問合先＝木更津税
務署 TEL043823-6161

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
いつも感染予防にご協力をいただき、ありがとうございます。

市からの
お知らせ

本文

【日常でできる感染症予防】
○外出先からの帰宅時など、こまめに石けんなどで手を洗いましょう。
○「うつらない、うつさないためのマスク」の着用をしましょう。
○換気が悪く、不特定の人が集まる場所に集団で集まらないようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症 〇大勢で長時間の飲食は控えましょう。
2020/12/11 13:00
対策
○体調が悪い場合は、外出を控えましょう。

署名

健康づくり課
0439-57-2230

熱があるときの相談窓口はこちら↓
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/33290.html
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
君津市は、令和3年9月1日に市制施行50周年を迎えます。
このことを市内外に広くPRし、より多くの方に君津市を好きになってもらうために、YouTubeでの動画配信をはじめました！
市からの
お知らせ

2020/12/11 18:00

【市制施行50周年記念特別
市職員がこれまでとはちょっと違った手法で市のPRに挑戦してますので、ぜひご覧ください！また、チャンネル登録・高評価もお願いします！
チャンネルやってます！】

問合せ先
総務課 0439－56
－1581

https://www.youtube.com/channel/UCEdahAD0wSgjmKJ8rZweJVQ

市からの
お知らせ

いつも感染予防にご協力をいただき、ありがとうございます。
千葉県でも感染者が増加しています。引き続きのご協力をお願いします。
１.飲食（人が集まる場所で飛沫を広げるリスクを低減する）
２.外出（人の動きを抑える）
コロナ感染拡大防止のため ３.基本的な感染防止対策の徹底
2020/12/12 10:00 の集中的な対策実施期間
詳細はこちらから↓
中！
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/taisaku-zissi.html

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
東京電力からのお願い
現在、市内の一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。
ただ今、東京電力にて復旧作業を進めております。
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

2020/12/12 11:12 東京電力からのお願い

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。

市からの
お知らせ

12月12日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内36例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/12 17:50 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

本文

署名

いつも感染予防にご協力をいただき、ありがとうございます。1都3県知事により新型コロナウイルス感染症に関する「共同メッセージ」が発信されています。引き続きのご
協力をお願いします。

市からの
お知らせ

1都3県知事による新型コロ
2020/12/13 10:00 ナウイルス感染症に関する
共同メッセージ

「ひ」
「き」
「し」
「め」
「よ」
「う」

引き続き「テレワーク」「時差出勤」を！
基本を徹底！「マスク」「手洗い」「消毒」
食事を複数人でとる際は「マスクで会食」を！
面倒でも「こまめな換気」を！
夜のお酒は少人数・短時間で！
ウイルスの感染予防に一緒に取り組みましょう！

健康づくり課
0439-57-2230

感染の拡大を阻止し、一人ひとりの「命を守る」ためには、市民の皆様、事業者の皆様、そして行政が一緒になって感染予防の取組を進めていくことが重要となります。
そのため、ここでもう一度、みんなで気を「ひきしめ」て、マスク着用や手洗い・消毒、こまめな換気などの基本的な行動を徹底することを改めてお願いしたいと存じます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html

火災情報

火災情報

市からの
お知らせ

2020/12/14 0:32 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
１２月１４日００時２４分頃、君津市北子安５丁目１４番 グリーンタウン北こやすA棟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１４日００時２４分頃、君津市北子安５丁目１４番 グリーンタウン北こやすＡ棟付近で発生した建物火災は２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。
12月14日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内37例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
2020/12/14 17:50 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
について
2020/12/14 2:55 火災情報

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
君津警察署からお知らせします。
本日は、年金支給日です。
電話で家族や市役所などを名乗り、「カバンをなくした」「還付金があります」「あなたの口座情報が盗まれている」といった話が出たときは、電話de詐欺を疑ってください。
安心・安
全メール

2020/12/15 10:00 安心・安全メール

防犯対策として、在宅中も留守番電話に設定したり、番号通知サービスを活用するなど対策をとりましょう。
不審な電話があったときは、すぐに電話を切り、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

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

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 2020年4月1日～2021年1月28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

現在、市内において市役所職員を名乗る不審電話が多数かかってきています。
「封筒が届いていませんか？ATMで直接手続きができます。」という内容は電話de詐欺を疑ってください。
被害を防ぐため、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを利用したり、すぐに電話に出ない対策が効果的です。
安心・安
全メール

2020/12/15 14:30 安心・安全メール

また、高齢者がATMで携帯電話を使用しながら画面をタッチしているのを見かけた際は君津警察署へご連絡ください。
不審な電話を受けてしまった場合は一人で悩まずに、すぐに電話を切り、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
千葉県の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が日々増加しています。
感染拡大防止の非常に重大な局面であることから、千葉県から次の呼びかけがありました。
１ 重症化リスクが高いとされる高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、感染リスクの高い場所への不要不急の外出を控えてください。

市からの
お知らせ

２ 重症化リスクの高い方と同居のご家族の方は、この感染症が、「無症状であっても感染することがある」ということを常に心に留めて、感染防止対策に細心の注意を
新型コロナウイルス感染症 払ってください。
の感染拡大防止のために県
2020/12/15 16:00
民の皆様にお願いしたいこ ３ 全ての県民の皆様に、基本的な感染防止対策の確実な実践を改めてお願いします。
と
県内での感染拡大を抑え、県民の健康と命を守るとともに地域の医療提供体制を維持するため、一層の御理解・御協力をお願いします。

健康づくり課
0439-57-2230

詳細は君津市ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29328.html

市からの
お知らせ

2020/12/16 11:00

きみつ創業セミナーを開催
します

君津商工会議所では「創業」を考えている方や創業後間もない方を対象として、創業に役立つ実践的な知識等を習得するための「創業セミナー」を開催いたします。
日時＝令和3年1月23日（土）・30日（土）・2月6日（土）・13日（土）・20日（土）全5回 午後1時から4時30分まで。
対象者＝創業に興味をお持ちの方、または君津市での創業をお考えの方（既に創業されている方は創業後5年以内の方）
定員＝20人（先着順）
受講料＝5,000円
会場＝君津商工会議所 2階会議室（君津市杢師1-11-10）
申込期限＝12月25日（金）
申し込み方法などの詳細はこちらからご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/33647.html
問合先＝経済振興課 TEL0439-56-1277 FAX0439-56-1314
年末は清掃工場へのごみの搬入が多くなり、混雑状況によっては１時間以上お待ちいただく場合があります。あらかじめ分別して搬入してください。

市からの
お知らせ

2020/12/16 18:00

年末年始の営業日・営業時間は市ホームページからご確認ください
【ごみの処分は早めに行い http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/15/17490.html
ましょう】
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクを着用してください。また、発熱などの症状のある方は、搬入をご遠慮ください。

問合せ先
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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
12月17日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内38・39例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/17 17:50 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた農林漁業経営者の皆様に対し、事業を継続していただけるよう支援金を給付しております。

市からの
お知らせ

■ 対象者
農林漁業収入が主で、販売金額が年間50万円以上等の一定の要件を満たし、売上が50％以上減少した月（または連続した3か月で30％以上減少）があった方
■ 支給金額
一律10万円（1回限り）
■ 受付期間
農林漁業経営者向けの支 令和3年1月31日（日）まで
2020/12/18 9:00 援金の申請を受け付けてい 申請方法等、詳しくは市HPをご覧ください。
ます
▼農林漁業経営者向けの支援金のページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/33416.html
問合せ 君津市農政課 0439－56－1671
なお、中小企業経営者・個人事業者の皆様への支援金も引き続き受付しております。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/31101.html
問合せ 君津市経済振興課 0439－56－1589
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、12月10日に150名とこれまでで最多となり、その後も100名を超える日が続いています。本県における感染拡大防止の非
常に重大な局面であり、強い緊張感を持って対応する必要があります。
このままの感染状況が続くと、一般医療へ影響が及び、これまでどおりの医療が受けられなくなる恐れがあります。
このような状況を踏まえ、千葉県では令和3年1月11日（月曜日）まで新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

市からの
お知らせ

【新たな協力要請内容】
・感染リスクの高い場所への不要不急の外出は控えてください
・買い物等で外出する場合は、人数や時間は最小限にしてください
年末年始の感染拡大防止
・忘年会、新年会でも、会食の注意事項を守ってください
2020/12/18 13:00 のための対策の実施につい
・東葛地域及び千葉市の飲食店（カラオケ店を含む）では、２２時以降の夜間の飲酒は 控えてください
て
【年末年始を静かに過ごすお願い】
・帰省は混雑する時期を避けて
・参拝は混雑する時期を避けて
・成人式でも、感染防止対策を徹底
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti27.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
12月18日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内40・41例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/18 18:40 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

12月19日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内42例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報はありません。
健康づくり課
2020/12/19 18:30 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

火災情報

2020/12/20 13:45 火災情報

火災情報

2020/12/20 14:08 火災情報

市からの
お知らせ

2020/12/22 18:00

こちらは君津市消防本部です。
１２月２０日１３時４１分頃、君津市怒田１５２番 大日堂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。
１２月２０日１３時４１分頃、君津市怒田１５２番 大日堂付近で発生した林野火災は１４時０６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が流行してから初めての冬を迎えることになります。
年末年始は社会にとって特別な時期です。
しかし、年末年始に人々の交流を通じて感染が全国的に拡大すると、さらに医療が逼迫し、結果的に経済も大きな打撃を被ります。
命と暮らしを守るためには、社会を構成する一人ひとりが年末年始を静かに過ごすことが求められます。

【年末年始の感染防止対策】
年末年始を静かに過ごすお ・帰省は混雑する時期を避けて
願い
・参拝は混雑する時期を避けて
・成人式でも、感染防止対策を徹底
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti27.html

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
1都3県知事により新型コロナウイルス感染症に関する「共同メッセージ」が発信されました。

署名

【穏やかな新年をみんなで迎えるために】
○ 今年は「おうち時間」を楽しむ年末年始に
○ 帰省は時期をずらすことも検討を
○ 買い物は混雑を避け、人数・時間は最小限に
○ 体調が悪い方、高齢者や基礎疾患のある方は、外出・会食に十分注意し、家の中でもマスクを

市からの
お知らせ

1都3県知事による新型コロ
2020/12/23 10:00 ナウイルス感染症に関する
特に初詣の際は
共同メッセージ
○ 三が日にこだわらず、混雑する日や時間帯を避けて参拝を
○ 参拝前に社寺のホームページ等で混雑状況などを確認
○ 人と人との距離を十分に保ち、食べ歩きを控えよう

健康づくり課
0439-57-2230

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html

市からの
お知らせ

2020/12/23 18:10

【職員採用試験を実施しま
す～申込はWebで！～】

令和3年4月1日採用の職員採用試験を実施します。
▼試験日
令和3年1月24日（日）
▼申込期間
令和3年1月12日（火）まで
▼採用職種・人数
土木技術職・上級I：2名程度
土木技術職・上級II（社会人）：2名程度
建築技術職・上級I：2名程度
建築技術職・上級II（社会人）：2名程度
社会福祉士：2名程度
保健師：2名程度
各職種の申込要件や申込方法など、詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/30078.html

問い合わせ先
総務部職員課
0439-56-1386

日頃から感染拡大防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
皆様にご協力をいただいておりますが、残念ながら、現在感染者が増加しています。
この状況が続くと医療現場の崩壊や医療提供体制に影響がでてしまいます。
いま一度、感染防止への取り組みにご協力をお願いします。
市からの
お知らせ

〇不要不急の外出は控え、家での時間を楽しみましょう。
コロナ感染拡大 医療の緊
〇忘年会、新年会は見送りを検討してください。
2020/12/24 9:00 急事態！年末年始を静かに
〇飲食は家族、いつもの仲間と「４人以下の単位」で、なるべくマスクを着用しましょう。
過ごそう
〇帰省は混雑を避け、延期も含めて慎重に検討してください。
〇参拝は、三が日にこだわらず、混雑する時間帯を避けてください。
〇家庭内での感染防止対策にも注意をしましょう。
詳細はこちらから↓
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/onegai2.html
https://corona.go.jp/proposal/
あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
▼試験日
令和3年1月24日（日）
▼申込期間
令和3年1月12日（火）まで
▼採用職種・人数
一般行政職：30名程度
土木技術職：5名程度
市からの
【育休任期付職員の選考考 建築技術職：5名程度
2020/12/24 10:00
社会福祉士：5名程度
査を実施します！】
お知らせ
保健師：5名程度
管理栄養士：5名程度
保育士：30名程度

本文

署名

問い合わせ先
総務部職員課
0439-56-1386

各職種の申込要件や申込方法など、詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/31695.html

市からの
お知らせ

君津市では事業者と消費者が安心して経済活動を継続できるよう、市内の中小企業等が新型コロナウイルス感染症防止対策を講じる際に必要となる経費の一部を補
助します。
※対象となるのは令和２年１２月３１日までに購入した物品ですのでご注意ください。
■ 対 象 君津市内に店舗・事務所・工場等を有する中小企業、個人事業主
■ 対象経費 令和２年４月１日から１２月３１日の間に購入した物品等の経費（消費税及び地方消費税を除く）
■ 対象物品 ・マスク、フェイスガード、ビニール手袋、消毒液などの衛生用品
・サーキュレーター等の換気にかかる備品
・店内における客席等の隔離用衝立及びビニールカーテン
・非接触型体温計及びサーモカメラ
君津市経済振興課
【君津市中小企業等感染防
・テイクアウト用の容器
電話：0439ー56ー
2020/12/24 11:00
止対策補助金のお知らせ】
※設置に伴う工賃等は対象外となります。
1589
■ 補助金額 対象経費の３/４（上限１０万円、千円未満切捨て）
ただし、客室数が１０部屋以上の宿泊業を営むものは上限３０万円
※申請は１事業者につき１回限りとなります。
■ 申請方法 郵送
■ 受付期限 令和３年１月３１日（日）まで※当日消印有効
■ 申請要件 千葉県の感染拡大防止対策チェックリストを施設内に掲示し、その対策を徹底していること。
その他、申請書類等の詳細は市ホームぺージをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32242.html
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、親族を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
被害を防ぐため、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを利用したり、すぐに電話に出ない対策が効果的です。

安心・安
全メール

2020/12/24 15:13 安心・安全メール

不審な電話を受けてしまった場合は一人で悩まずに、すぐに電話を切り、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

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

本文

署名
お問い合わせ
◆成人を祝う集い
全般に関すること
生涯学習文化課
0439－56－1418

◆各地区の成人を
祝う集いに関する
こと】
▼周西南中学校区
生涯学習交流セン
令和3年1月10日（日曜日）に開催を予定しておりました「令和3年成人を祝う集い」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することといたしました。
ター（君津中央公
民館）0439－50－
成人を祝う集いを心待ちにされてきた新成人並びにご家族の皆様には、非常に残念なお知らせとなりますが、皆様の安全と感染拡大を防止するため、何卒ご理解いた 3980
だきますようお願い申し上げます。
▼君津中／八重原
【令和３年成人を祝う集いを
2020/12/25 10:00
中学校区 八重原
中止します】
詳しくは君津市公式ホームページをご覧ください。
公民館 0439－55
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/33759.html
－1840
▼周西中学校区
周西公民館 0439
－57－6080
▼周南中学校区
周南公民館 0439
－52－4915
▼旧小糸中学校区
小糸公民館 0439
－32－2184
▼旧清和中学校区
清和公民館 0439
－37－2195
▼旧小櫃中学校区
本市では、市民サービスの更なる向上を目指し、ICTを活用した業務改革の取り組みを強力かつ着実に進めることを目的に、職員採用試験に「社会人デジタル枠」を新
設し、ＩＣＴに関する職務経験を有する人材を募集しています。
お申し込みはインターネット（下記リンク）からお申込みください。
▼試験日
令和3年1月２４日（日）
▼申込期間
問い合わせ先
【デジタル化推進のためＩＣＴ
令和3年1月12日（火）まで
2020/12/25 12:00
総務部職員課
人材を募集します！】
0439-56-1386
▼採用職種・人数
一般行政職・上級（社会人デジタル枠）
各職種の申込要件や申込方法など、詳しくは君津市役所ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/33985.html

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

2020/12/25 17:00

2020/12/25 17:30

令和3年君津市消防出初式は、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大したことを踏まえ、開催を中止することといたしました。
令和3年君津市消防出初式
今後も、消防機関が団結し、安全安心のため活動して参りますので、ご理解ご協力をお願い致します。
は開催を中止します

君津商工会議所 新春賀詞
交歓会の中止のお知らせ

令和3年1月8日（金）午後3時から開催を予定しておりました「君津商工会議所 新春賀詞交歓会」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に鑑み、開催を中止させてい
ただくこととなりました。
参加を予定されていた皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
https://www.kimitsucci.or.jp/latest_information/202012255509/
問合先＝君津商工会議所 総務課 TEL:0439-52-2511

問合せ先
君津市消防総務課
0439-53-1902

送信元＝君津市経
済振興課 043956-1277

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
12月25日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内43・44例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2020/12/25 18:50 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

12月26日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が4名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内45～48例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2020/12/26 18:50 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
年末年始においては、暖房器具の使用や空気の乾燥といった出火条件が整いやすく、また、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大により外出が減り、住宅での出火
等の危険性が高まる恐れがあります。
調理器具、暖房器具、電気器具を正しく使い、火災の発生を防止し、生命、身体、財産を守りましょう。

安心・安
全メール

住宅防火 命を守る7つのポイント
3つの習慣
・寝たばこは絶対しない。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
【年末年始の火災予防のお ・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。
2020/12/27 10:00
願い】
4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置しましょう。
・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

問合せ先
君津市消防本部予
防課
0439-53-1904

君津市ホームページもご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/36/33823.html

市からの
お知らせ

12月28日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内49・50例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2020/12/28 17:50 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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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０７時５０分頃、君津市小香７４番 小香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。
火災情報
2020/12/29 7:53 火災情報
0120-49-4133

火災情報

市からの
お知らせ

2020/12/29 8:41 火災情報

2020/12/29 10:00

穏やかな新年をみんなで迎
えるために

こちらは君津市消防本部です。
１２月２９日０７時５０分頃、君津市小香７４番 小香公民館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。
日頃から感染拡大防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
感染拡大のストップには、皆様のご協力が欠かせません。
ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
〇今年は「おうち時間」を楽しむ年末年始に
〇帰省は時期をずらすことも検討を
〇買い物は混雑を避け、人数・時間は最小限に
※特に初詣の際は
〇三が日にこだわらず、混雑する日や時間帯を避けて参拝を
〇参拝前には社寺のホームページ等で混雑状況などを確認
〇人と人との距離を十分に保ち、食べ歩きを控えよう

署名
君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

市からの
お知らせ

12月30日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し、対応を
行っています。感染症患者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報は持ち合わせておりません。詳細は千葉県のホーム
ページをご覧ください。
なお、年末年始の情報の更新は遅れる場合があります。ご了承ください。
【市内５１・５２例目】新型コ
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況 健康づくり課
2020/12/30 17:30 ロナウイルス感染症感染者
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
0439-57-2230
の発生について
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2019/ncov-index.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

12月31日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内53・54例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2020/12/31 17:10 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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種別
送信日時
件名
本文
あけましておめでとうございます！
今年は、うし年！ということで、マザー牧場で撮影した「きみぴょん」たちのにぎやかな写真が表紙を飾っています。紙面は、ホームページやアプリでも配信中！ぜひ、ご
覧ください！

市からの
お知らせ

2021/1/1 9:00

広報きみつ2021年1月号を
発行しました！

▼スマホ向けアプリ「カタポケ」で電子版配信中！
https://www.catapoke.com/viewer/?open=dbb85
▼君津市ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/3/4752.html
【主な内容】
■年頭のご挨拶
■市民活動だより
■乗って守ろう！地域の足「公共交通」
■カラーの花酵母を活用した化粧品が発売されます！

署名

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

■ LINEで君津の最新情報発信中！友だち追加はこちら！
https://lin.ee/78xs9PZ
日頃から感染拡大防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
引き続き、新しい生活様式を実践定着させ、感染防止へのご協力をお願いします。

市からの
お知らせ

〇不要不急の外出は控え、家での時間を楽しみましょう。
〇新年会は見送りを検討してください。
新たな年 続けよう 新しい
〇飲食は家族、いつもの仲間と「４人以下の単位」で、なるべくマスクを着用しましょう。
2021/1/2 10:00 生活様式 自分のために
〇帰省は混雑を避け、延期も含めて慎重に検討してください。
みんなのために
〇参拝は、三が日にこだわらず、混雑する時間帯を避けてください。
〇家庭内での感染防止対策にも注意をしましょう。

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。

市からの
お知らせ

1月2日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が3名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内55～57例目】新型コロ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/2 17:00 ナウイルス感染症感染者の
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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。
君津市東粟倉にお住まいの６４歳の女性が、本日１２時頃、君津市西坂田から行方がわからなくなっています。

安心・安
全メール

2021/1/3 14:38 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６５センチ
中肉
茶色の長め
上衣 緑色のジャンパー
下衣 茶色の長ズボン
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
0439-54-0110

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市東粟倉にお住まいの６４歳の女性が、本日１２時頃、君津市西坂田から行方がわからなくなっています。

安心・安
全メール

2021/1/3 18:02 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６５センチ
中肉
茶色の長め
上衣 緑色のジャンパー
下衣 茶色の長ズボン
黒色のスニーカー

火災情報

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。
2021/1/3 20:38 行方不明者の発見について 君津市東粟倉にお住まいの６４歳の女性は、無事君津市内で発見されました。
ご協力ありがとうございました。
新成人からみた、君津市の魅力が詰まったとっておきの写真を応募してもらい、インスタグラムで公開しています。
【新成人君津市ふるさと写 ふるさとの魅力を市内外に発信して多くの人に見てもらい、君津市の応援につなげることを目指しています。
2021/1/4 12:00
真展公開中】
是非ご覧いただき、いいね・フォローをお願いします！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/33551.html
こちらは君津市消防本部です。
０１月０４日１３時３１分頃、君津市芋窪６５番 アニス千葉ファーム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。
2021/1/4 13:37 火災情報
0120-49-4133

火災情報

2021/1/4 14:07 火災情報

安心・安
全メール
市からの
お知らせ

こちらは君津市消防本部です。
０１月０４日１３時３１分頃、君津市芋窪６５番 アニス千葉ファーム付近で発生した林野火災は１４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。

君津警察署
0439-54-0110

君津警察署
0439-54-0110
問合せ先
生涯学習文化課
0439－56－1407

君津市消防署
0439-53-0119

君津市消防署
0439-53-0119

日頃から感染拡大防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
千葉県では、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が２００名を超える日が続いています。
この感染状況が続くと一般医療に影響が及び、これまでどおりの医療が受けられなくなる恐れがあることから、地域の医療提供体制の維持のため、また、国が緊急事
態宣言を検討することを表明した状況等も踏まえ、新たな協力要請を行います。
市からの
お知らせ

新型インフルエンザ等対策 ◯市民の皆様へ
2021/1/5 10:00 特別措置法に基づく協力要 ・20時以降の不要不急の外出は自粛してください。
請について
・20時以前においても、感染リスクの高い場所への不要不急の外出は自粛してください。
期間：令和3年1月8日（金曜日）から令和3年1月31日（日曜日）まで

健康づくり課
0439-57-2230

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti29.html

市からの
お知らせ

1月5日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内58例目】新型コロナウ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/5 19:00 イルス感染症感染者の発生
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
１月６日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が２名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内５９・６０例目】新型コ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/6 17:50 ロナウイルス感染症感染者
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
君津市職員の新型コロナウイルス感染が確認されましたのでお知らせします。
令和3年1月6日(水)に、財政部納税課に勤務する職員1名(市外居住の20代男性)が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。
市からの
お知らせ

君津市職員の新型コロナウ 当該陽性職員は、発熱の症状が出る2日前から出勤していません。
2021/1/6 20:00 イルス感染について(職員1 そのため、市役所は1月7日(木)以降も通常どおり業務を継続いたします。
例目)
本市では、これまでも感染防止対策を徹底しておりましたが、引き続き、感染防止に努めてまいります。

君津市総務部職員
課
電話 0439-561386

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/4/34167.html
当地域に、暴風、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

2021/1/7 13:03 気象警報

防災情報

2021/1/7 18:06 気象警報は解除されました

防災情報

2021/1/7 18:18

市からの
お知らせ

君津市に発令されておりました【暴風、波浪警報】は、１月７日午後５時５５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。

君津市に発表されておりました【暴風、波浪警報】は、１月７日午後５時５５分に解除されました。
【訂正】気象警報は解除され 引き続き今後の気象情報に十分注意して下さい。
ました

総務部危機管理課
0439-56-1290
総務部危機管理課
0439-56-1290

１月７日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が２名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内６１・６２例目】新型コ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/7 19:00 ロナウイルス感染症感染者
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
1月7日、国の緊急事態宣言が、千葉県を含む一都三県に再度発出されました。

市からの
お知らせ

緊急事態宣言の発出に伴い これを受け、1月8日(金)から2月7日(日)まで、市が管理する公共施設は、20時に閉館することとしました。
2021/1/7 19:50 公共施設の閉館時間を変更
施設の詳細については市ホームページをご確認ください。
します
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/26487.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
１月８日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が２名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内６３・６４例目】新型コ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/8 18:10 ロナウイルス感染症感染者
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数増加を受け、千葉県より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請が出されました。市内で飲食店等（酒類提
供の有無は不問）を経営する事業者の皆様におかれましては以下の対応にご協力ください。

市からの
お知らせ

■要請内容
・「２０時から５時」は営業しないでください
・酒類の提供は１１時から１９時までとしてください
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください
■期間
令和３年１月１２日（火）から２月７日（日）まで（君津市の場合）
【県内全域の「飲食店」・「遊 ■その他
興施設のうち、食品衛生法 原則、全期間について要請に応じていただいた方には協力金が支給されます。（支給には一定の要件があります）
2021/1/8 18:34 における飲食店営業の許可 ■問合わせ
を受けている店舗」の皆様 ・飲食店の営業時間短縮に関すること
へ】
千葉県新型コロナウイルス対策本部 043-223-4318
・協力金の申請手続きに関すること
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 0570-003-894

問合せ先
経済振興課
0439-56-1531

千葉県ホームページ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について（1月7日）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti30.html
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について（1月8日以降の時間短縮分）
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0107.html
【緊急事態宣言の発出にともなう協力のお願い】
令和３年１月７日、緊急事態宣言が発出されたことにより、２月７日までの間、千葉県を含む４都県が緊急事態措置の対象に指定され、基本的対処方針が示されました。
これを踏まえ、千葉県における対策の内容が発表されました。
これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を防ぐため、皆様の一層のご理解・ご協力をお願いします。
【住民の皆様へ】
不要不急の外出・移動は自粛してください。特に２０時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
市からの
お知らせ

2021/1/8 19:30

【市内の飲食店の皆様へ】
緊急事態宣言の発出にとも
・１月１２日（火）から２月７日（日）まで「２０時から５時」は営業しないでください。
なう協力のお願い
・酒類を提供する場合は１１時から１９時までとしてください。
協力していただいた事業者には、協力金が支給されます。
〇千葉県協力金の問い合わせ先＝千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話：0570-003894 受付時間：9時から18時まで（土・日・祝含む）
■「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底してください。
詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti30.html

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
１月９日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が３名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内65～67例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/9 19:40 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

１月１２日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が４名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内６８～７１例目】新型コ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/12 18:30 ロナウイルス感染症感染者
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

安心・安
全メール

2021/1/12 19:00

気温の低下により、明日13日朝にかけて一部の道路で路面が凍結する恐れがあります。
道路の通行に注意してくださ
凍結した路面は大変滑りやすくなりますので、車の運転や歩行の際は十分ご注意ください。
い。

君津市建設部管理
課
0439-56-1351

市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が１名確認されました。（1月12日千葉市保健所発表）
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。

市からの
お知らせ

市民の皆様におかれましては、あらためて密閉、密集、密接の「３つの密」を避け、マスクの着用、手洗いの励行など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
【市内７２例目】新型コロナ
健康づくり課
2021/1/13 18:20 ウイルス感染症感染者の発 感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
0439-57-2230
生について
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
ジョイフル本田君津店駐車場、君津市保健福祉センターにて、献血が実施されます。ご協力をお願いします。

署名

【日時・場所】
1月18日（月）
10時00分～11時45分
13時00分～16時00分
ジョイフル本田君津店駐車場
1月26日（火）
10時00分～16時00分
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

新型コロナウイルス感染症の影響により、血液が大変不足しています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
2021/1/14 13:00 献血のお知らせ
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用

火災情報

2021/1/14 14:33 火災情報

火災情報

2021/1/14 15:03 火災情報

市からの
お知らせ

【お願い】
こちらは君津市消防本部です。
０１月１４日１４時２８分
君津市大戸見２５４４番 網場公会堂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。
０１月１４日１４時２８分頃、君津市大戸見２５４４番 網場公会堂付近で発生したその他火災は１４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。

君津市消防署
0439-53-0119

１月１４日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が５名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内７３～７７例目】新型コ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/14 19:10 ロナウイルス感染症感染者
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
【緊急事態宣言発出中 ひとり一人の行動が自分のために みんなのために】
感染拡大防止対策に、ご協力をいただき、ありがとうございます。
引き続き、感染防止対策のご理解・ご協力をお願いします。

市からの
お知らせ

本文

〇不要不急の外出や移動は控えましょう。（特に夜8時以降）
〇こまめな手洗いをしましょう。
緊急事態宣言発出中 ひと 〇マスクを着用するようにしましょう。（飛沫を飛ばさないようにしましょう。）
2021/1/15 10:00 り一人の行動が自分のため 〇こまめな換気と加湿をしましょう。
に みんなのために
〇人との接触機会を減らしましょう。
〇体調が悪い場合は、無理せず休みましょう。
〇発熱などで医療機関を受診する場合は、まず電話をしましょう。
〇家庭内での感染防止対策にも注意をしましょう。

署名

健康づくり課
0439-57-2230

あなたと、あなたの大切な人の命を守りましょう。
君津市国民健康保険にご加入の方に、令和2年1月診療分から10月診療分の「医療費通知」を1月15日に発送しました。
確定申告や市民税・県民税の申告で医療費控除の適用を受ける場合、「医療費通知」を添付することで「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。
市からの
お知らせ

2021/1/15 12:00 医療費通知を発送しました

※医療費控除に関する詳細は税務署にお問い合わせください。
木更津税務署 0438-23-6161

問合先
国民健康保険課
0439-56-1739

※医療費通知について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/22/29192.html
協会けんぽ等、その他の健康保険にご加入中の方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、国民健康保険課などを名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
電話で「国民年金が未納になっている。すぐに手続きが必要。ＡＴＭで直接手続きができる。」といった内容は電話de詐欺を疑ってください。
安心・安
全メール

2021/1/15 13:44 安心・安全メール

被害を防ぐため、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを利用したり、すぐに電話に出ない対策が効果的です。
不審な電話を受けてしまった場合は一人で悩まずに、すぐに電話を切り、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。

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
り災証明を取得済の方のうち、被災した住宅の修理が完了済であることなど、補助金が受け取れる可能性がある方々からの相談を、２月１日まで受け付けていますので
問合先
ご活用ください。
君津市被災住宅支
＜昨年台風・大雨＞補助金
援室（市役所４階）
2021/1/15 18:00 未申請の方への相談を受け
◆制度の詳細はこちら
付けています
０４３９－５６－１１
君津市被災住宅修繕緊急支援事業補助金
７７
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/107/32972.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
1月15日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が６名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内78～83例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/15 19:10 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
1都3県知事により新型コロナウイルス感染症に関する「共同メッセージ」が発信されました。
【１都３県緊急事態措置実施中】
「このまま感染状況に変化がなければ
人流抑制に向けた強力な措置も必要になる
↓↓↓
多くの命を救うため一人ひとりが行動を変える

市からの
お知らせ

1都3県知事による新型コロ
2021/1/15 19:20 ナウイルス感染症に関する
生活に必要な場合を除き、
共同メッセージ
徹底した外出自粛にご協力を！」

健康づくり課
0439-57-2230

引き続き、マスクの着用、不要不急の外出や移動の自粛など、感染防止対策のご理解・ご協力をお願いします。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/29207.html

市からの
お知らせ

１月１６日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が８名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内８４～９１例目】新型コ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/16 19:40 ロナウイルス感染症感染者
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

火災情報

2021/1/17 11:32 火災情報

火災情報

2021/1/17 11:49 火災情報

こちらは君津市消防本部です。
０１月１７日１１時２６分
君津市上新田５５６番 ファミリーセンタータカヨシ俵田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

君津市消防署
0439-53-0119

こちらは君津市消防本部です。
０１月１７日１１時２６分頃、君津市上新田５５６番 ファミリーセンタータカヨシ俵田店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。

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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
本日、ジョイフル本田君津店駐車場にて、君津市赤十字奉仕団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時00分～11時45分
13時00分～16時00分
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。
新型コロナウイルス感染症の影響により、血液が大変不足しています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。
市からの
お知らせ

2021/1/18 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（熱が37．5度以上ある人、風邪症状のある人は献血をご遠慮いただきます。)
・必ず、マスクの着用をお願いします。

市からの
お知らせ

2021/1/18 12:00

タウンミーティング（懇談会）
の開催を延期します

献血していただいた方に記念品が贈られます。
新たな総合計画の策定にあたって開催を予定していたタウンミーティングは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期することとしました。
新たな日程は、決定次第お知らせいたします。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/34197.html
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、郵便局職員を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
電話で「保険料の過払い金がある。過払い金を返還する手続きがあります。キャッシュカードや通帳を用意してください。」といった内容は電話de詐欺を疑ってください。
郵便局職員が自宅に来て、キャッシュカードを封筒に入れたり、暗証番号を聞き出すことはありません。

安心・安
全メール

2021/1/18 14:30 安心・安全メール

防犯対策として、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを利用したり、鍵の戸締りをするなどしましょう。
不審な電話を受けてしまった場合は一人で悩まずに、すぐに電話を切り、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

企画政策部 企画
課
0439-56-1206

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
1月18日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が3名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内92～94例目】新型コロ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/18 18:10 ナウイルス感染症感染者の
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
市からの
お知らせ

2021/1/18 19:10

【新型コロナ】公共施設を休
館します

本市の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、1月19日(火)から2月7日(日)までの間、公共施設を原則休館とします。
なお、施設の状況により、休館する期間が異なります。詳細については市ホームページに随時掲載しますのでご確認ください。

健康づくり課
0439-57-2230

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/26487.html
君津市・君津警察署から電話de詐欺の注意喚起についてお知らせします。
君津市内において、家族や市役所などを名乗り、「カバンをなくした」「還付金があります」「あなたの口座情報が盗まれている」といった電話がかかってきたときは電話de
詐欺を疑ってください。
また、「コロナ対策で窓口では対応できないためＡＴＭに行ってください」などと誘導する詐欺の手口も増えています。
安心・安
全メール

2021/1/19 10:00 安心・安全メール

市役所や金融機関が自宅に来て、現金やキャッシュカードを預かったり、ＡＴＭでの操作を依頼することはありません。
防犯対策として、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを利用したり、戸締りをしっかりしましょう。
不審な電話がかかってきたときや知らない人が自宅に来たときは、一人で悩まずに、警察に連絡し相談しましょう。
君津警察署
0439-54-0110
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、家族を名乗った電話de詐欺と思われる不審な電話がかかってきています。
防犯対策として、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを活用しましょう。

安心・安
全メール

市からの
お知らせ

2021/1/19 17:49 安心・安全メール

不審な電話がかかってきたときは一人で悩まずに、すぐに電話を切り、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに相談しましょう。

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
１月１９日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が２名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内９５・９６例目】新型コ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/19 19:50 ロナウイルス感染症感染者
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、高速バス「君津・東京線」及び「君津・羽田空港線」の運休が拡大されます。それに伴い、君津・羽田空港線は、１月
２４日（日）から２月９日（火）までの間、最終便の時刻が早まりますので、ご利用の際はご注意ください。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
市からの
高速バスの一部運休拡大
君津市企画課
2021/1/20 18:00
【日東交通株式会社】
0439-56-1566
お知らせ
のお知らせ
http://www.nitto-kotsu.co.jp/
電話 0438-23-0151

火災情報

2021/1/21 19:33 火災情報

火災情報

2021/1/21 19:51 火災情報

市からの
お知らせ

こちらは君津市消防本部です。
０１月２１日１９時２８分頃、
君津市八幡１４８番 八幡公会堂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。
０１月２１日１９時２８分頃、君津市八幡１４８番 八幡公会堂付近で発生したその他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。

君津市消防署
0439-53-0119

1月21日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が4名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内９７～１００例目】新型
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/21 20:40 コロナウイルス感染症感染
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
者の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る緊急事態宣言の発出後も感染者の増加に歯止めがかからない状況です。このまま感染拡大が続くと感染者への医
療、一般医療ともに必要な医療が提供できない医療崩壊となる恐れがあります。
もしかしたら・・・
不要不急の外出自粛をお願
2021/1/22 9:00
・あなたの身近な人が新型コロナウイルス感染症に感染し、重症となっても、必要な医療が受けられない！
いします！
・あなたのご家族が脳卒中や心筋梗塞で倒れた時、入院できる病院が見つからない！
・あなたが感染したら・・・後遺症に悩むかもしれない（味覚・嗅覚障害、脱毛、倦怠感など、後遺症に悩む方もいます）
自分の命、大切な人の命、みんなの生活を守るため不要不急の外出自粛をお願いします。ご理解・ご協力をお願いします。
インスタグラムで写真をシェアして、みんなの二十歳の門出をお祝いしませんか。
あなたの記念の一枚に、「＃新成人君津市ふるさと写真展」をつけて投稿いただくと、「新成人君津市ふるさと写真展」がリポストします。
◆新成人のみなさんへ◆イ
2021/1/22 11:00
友人やお世話になった人たちと、インスタグラムで久しぶりの再会をしましょう。
ンスタグラムでつながろう
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/34380.html
君津市国保小櫃診療所望月医師に家庭内での感染症予防対策のポイントをうかがいました。
〇自分自身が、そして身の回りの人が「無症状感染者」または「発症直前で感染能力がある状態」だと想定し行動しよう
・食事は会話を控えましょう
・大皿ではなく１人ずつ小分けにしましょう
新型コロナウイルス感染症
2021/1/22 12:00
・料理をする時もいつでもマスクをしましょう
家庭内でできる対策
・はみがきは１人でしましょう
・適度な換気と加湿（湿度は４０％以上を目安）をしましょう
あなたとあなたの大切な人の命を守りましょう

健康づくり課
0439-57-2230

問合せ先
生涯学習文化課
0439－56－1407

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 2020年4月1日～2021年1月28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

君津市内において、息子や親族を名乗る不審な電話がかかってきています。
電話で、「会社で書類をなくした。すぐにお金が必要。上司がお金を取りにいく。」といった内容は電話de詐欺を疑ってください。
安心・安
全メール

2021/1/22 16:32 安心・安全メール

防犯対策として、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを活用しましょう。
不審な電話がかかってきたときは一人で悩まずに、すぐに電話を切り、警察や電話de詐欺相談専用ダイヤルに相談しましょう。

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
電話de詐欺相談専用ダイヤル
0120-494-506
１月２２日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が６名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内１０１～１０６例目】新
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/22 20:00 型コロナウイルス感染症感
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
染者の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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。
君津市久留里にお住まいの７７歳の男性が、本日１３時３０分頃、自宅から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

2021/1/22 20:30 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６０センチくらい
やせ型
白髪の短め
上衣 黒色のジャンパー
下衣 黒色のジャージ
紺色の運動靴

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。
2021/1/23 1:06 行方不明者の発見について 君津市久留里にお住まいの７７歳の男性は、木更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

君津市中野にお住まいの８４歳の男性が、昨日２３時頃、自宅から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

2021/1/23 4:47 行方不明者について

特徴
身長
体格
頭髪
服装

１６７センチくらい
中肉
白髪まじりの短め
上衣 赤色のセーター
下衣 紺色のジャージ
白色の運動靴

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。
2021/1/23 6:16 行方不明者の発見について 君津市中野にお住まいの８４歳の男性は、木更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
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 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
1月23日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内107例目】新型コロナ
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/23 18:30 ウイルス感染症感染者の発
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
安心・安
全メール

2021/1/24 17:03

道路の通行に注意してくださ 気温の低下により、明日25日朝にかけて一部の道路で路面が凍結する恐れがあります。
い
凍結した路面は大変滑りやすくなりますので、車の運転や歩行の際は十分ご注意ください。
これは市民向け配信のテストメールです。

2021/1/25 15:33 テストメール

届いたら政策推進課までご連絡ください。
0439-56-1265
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした飲食店への営業時間短縮要請については、すでに多くの店舗に御協力をいただいているところですが、さらに多くの店
舗に御協力いただくため、千葉県感染拡大防止対策協力金（時短営業に対する協力金）の支給対象が追加されました。
■支給対象の追加
令和3年1月16日から26日までの間に要請への協力を開始し、2月7日まで継続した飲食店等に、一律78万円を支給
■要請内容
・「20時から5時」は営業しないでください
・酒類の提供は11時から19時までとしてください
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください

市からの
お知らせ

2021/1/25 17:32

時短営業に対する協力金の
■期間
支給対象が追加されました
令和3年2月7日（日）まで

問合せ先
経済振興課
0439-56-1531

■問い合わせ
・飲食店の営業時間短縮に関すること
千葉県新型コロナウイルス対策本部 043-223-4318
・協力金の申請手続きに関すること
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 0570-003-894
千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0108-2.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti30.html
君津市では新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業や個人事業主に対し、新型コロナウイルス感染症が収束するまで事業を継続してい
ただけるよう、君津市中小企業等事業継続支援金を給付しています。

市からの
お知らせ

■対象
君津市内に「主たる事業所」を有する中小企業、個人事業主、農林漁業者
君津市中小企業等事業継
■支給金額
2021/1/25 18:00 続支援金の申請を受け付け
1事業者につき一律10万円（1回限り）
ています ※申請期限延長
■申請期限
令和3年2月28日（日）まで※当日消印有効
詳しくは市HPをご覧ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/31101.html

問合せ先
経済振興課 0439
－56－1589

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
君津市では事業者と消費者が安心して経済活動を継続できるよう、市内の中小企業等が新型コロナウイルス感染症防止対策を講じる際に必要となる経費の一部を補
助します。

市からの
お知らせ

■対象
君津市内に店舗・事務所・工場等を有する中小企業、個人事業主
■対象経費
令和2年4月1日から12月31日の間に購入した物品等の経費（消費税及び地方消費税を除く）
君津市中小企業等感染防
■補助金額
止対策補助金の申請を受け
2021/1/25 18:00
対象経費の3/4（上限10万円、千円未満切捨て）
付けています ※申請期限
ただし、客室数が10部屋以上の宿泊業を営むものは上限30万円
延長
※申請は1事業者につき1回限りとなります。
■申請期限
令和3年2月28日（日）まで※当日消印有効

署名

問合せ先
経済振興課 0439
－56－1589

その他、申請書類等の詳細は市ホームぺージをご確認ください。
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/32242.html
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時00分～16時00分
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。
新型コロナウイルス感染症の影響により、血液が大変不足しています。尊い命を救うために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
【新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて】
献血会場では従来より、感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡がりの懸念を受けて、さらに徹底した対策を行い、安全な献血会場の運営に取り
組みます。

市からの
お知らせ

2021/1/26 9:00 献血のお知らせ

【献血スタッフの手指消毒の徹底】
・献血会場入退時
・献血受付時、問診時、献血カード更新時
・看護師は献血者ごとに手袋を交換
【献血会場の衛生環境】
・消毒薬を用いて清掃
・適切に換気
・献血スタッフはマスクを着用
【お願い】
・献血会場で、入口に備えてある消毒液にて、手指消毒をお願いします。
・献血会場入口で体温測定を実施します。
（熱が37．5度以上ある人、風邪症状のある人は献血をご遠慮いただきます。)
・必ず、マスクの着用をお願いします。

市からの
お知らせ

2021/1/26 10:30

シニアのための「コロナ禍」
に負けない身体づくり

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。
シニアの皆さまへ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２回目の「緊急事態宣言」が発出されました。感染予防に取り組む生活が長期化しており、気持ちの落ち込みや運動不足、
日常生活のリズムが乱れるなどの状態になっていませんか？コロナ禍にあっても、コロナに負けない生活を心がけましょう。
１．感染予防に気を付けながらウォーキング・ストレッチなどを行い、身体を動かすようにしましょう。
２、１日３食欠かさずバランスよく食べ、免疫力を維持しましょう。
健康づくり課 57３、電話・メール・手紙などを活用して、ご近所や地域で支え合いましょう。
2233
この度、千葉医療福祉専門学校のご協力により「自宅で運動！健康体操」のチラシを作成しました。各行政センター、高齢者支援課 地域包括支援室、保健福祉セン
ター 健康づくり課に置いてありますので、ぜひ活用してください！
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/23/34678.html

君津市メール配信サービス バックナンバー 2020年4月1日～2021年1月28日
種別
送信日時
件名
本文
署名
１月２６日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が６名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内１０８～１１３例目】新
市からの
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/26 18:50 型コロナウイルス感染症感
お知らせ
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
染者の発生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。
君津警察署から電話de詐欺の注意喚起についてお知らせします。
電話で家族や警察、市役所などを名乗り、「カバンをなくした」「還付金があります」「あなたの口座情報が盗まれている」といった電話がかかってきたときは電話de詐欺を
疑ってください。
また、「コロナ対策で窓口では対応できないためＡＴＭに行ってください」などと誘導する詐欺の手口も増えています。
安心・安
全メール

2021/1/27 9:00 電話de詐欺に注意しましょう 警察や市役所、金融機関が自宅に来て、現金やキャッシュカードを預かったり、ＡＴＭでの操作を依頼することはありません。
防犯対策として、在宅中でも留守番電話に設定したり、番号通知サービスを活用したり、戸締りをしっかりしましょう。
不審な電話がかかってきたときや知らない人が自宅に来たときは、一人で悩まずに、警察に相談しましょう。

市からの
お知らせ

市からの
お知らせ

君津警察署
0439-54-0110
清掃工場へのごみの直接搬入は、受付やごみの受渡し時において、不特定多数の人と接触する機会が多くなります。
【感染症拡大防止のため清 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、処分を急がないごみの搬入は、当面の間、お控えください。
2021/1/27 11:00 掃工場へのごみの直接搬 また、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、お住まいの地域のごみステーションをご利用ください。
入はお控えください】
事業継続のため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。

クリーン推進課
0439-52-5353

1月27日、市内居住者で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況
であることを受け止めていただき、冷静に行動いただきますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者発生に関する情報は、感染症法に基づき、君津健康福祉センター（君津保健所）を所管する千葉県が情報を収集し対応を
行っています。
【市内114例目】新型コロナ
感染者に関しては、千葉県が発表する情報が全てとなっており、君津市ではそれ以外の情報を持ち合わせておりません。
健康づくり課
2021/1/27 18:50 ウイルス感染症感染者の発
感染者の情報については、市のホームページをご覧ください。
0439-57-2230
生について
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/28340.html
市民の皆様におかれましては、あらためて３つの密（密閉・密集・密接）に注意し、手洗いの徹底・マスク着用など「新しい生活様式」の実践をお願いします。

