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問企画課　☎56-1566

 高速バス路線
問 日東交通（株）木更津営業所　☎0438-23-0151

君津バスターミナルと羽田空港（第1ターミナル）間を最短30分で結ぶ君津・羽田空港線をはじめ、君津・東京線（君津バスター
ミナル～東京駅八重洲口間を最短55分）など、市内に7つの路線が運行されています。

路線名 起点～主な経由地～終点

君津・羽田空港線 君津製鉄所・君津駅南口・君津バスターミナル・羽田空港（第1・2・3ターミナル）

君津・東京線 イオンモール富津・富士見公園・君津駅南口・君津バスターミナル・東京駅（東雲車庫）

君津・新宿線 君津駅南口・君津市役所・君津バスターミナル・バスタ新宿

鴨川・東京線（アクシー号） 亀田病院・君津ふるさと物産館・久留里駅前・小櫃駅前・東京駅（東京タワー・東雲車庫）

鴨川・千葉線（カピーナ号） 亀田病院・君津ふるさと物産館・久留里駅前・小櫃駅前・蘇我駅・千葉駅

鴨川・渋谷線（シーバレー号） 亀田病院・君津ふるさと物産館・渋谷マークシティ

横浜・羽田空港・館山線 館山駅・君津バスターミナル・羽田空港（第1・2ターミナル）・横浜駅東口

 路線バス
問 日東交通（株）木更津営業所　☎0438-23-0151

路線バスは、市内及び市外の鉄道駅や主要施設等を結ぶ生活交通として、市内では12路線運行されています。
路線名 起点～主な経由地～終点

三島線 中島・君津バスターミナル・君津中央病院・木更津駅西口

畑沢線 君津駅南口・陽光台・君津中央病院・木更津駅西口

富津線 富津公園・青堀駅・人見・大和田・坂田・木更津駅西口

周西線 君津製鉄所・君津駅南口・君津バスターミナル・中島

君津市内循環線
A：君津駅北口・陽光台・君津製鉄所・友好館前

B：八重原A3棟前・君津製鉄所・陽光台・君津駅北口

かずさアカデミアパーク線 かずさ小糸南・かずさアーク・木更津総合高校前・木更津駅東口

イオンモール木更津線 君津駅南口・陽光台・イオンモール木更津・木更津市民会館前・木更津駅西口

イオンモール富津線 君津駅北口・大和田陸橋下・青堀駅・イオンモール富津

君津・マザー牧場線 君津駅南口・マザー牧場

富津市役所・君津駅線 君津駅南口・青堀駅・富津市役所・大貫駅東口

鹿野山線 神野寺・マザー牧場・佐貫町駅

鴨川・木更津線 亀田病院・安房鴨川駅・小糸小入口・かずさアーク・木更津駅西口・イオンモール木更津
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

197
065

日本ビル防災株式会社 御中

浄化槽清掃 エリアマップ8図 E‐1
住みよい環境づくりをめざす

日本ビル防災株式会社
浄化槽、貯水槽の清掃・廃棄物処理のことなら『日本ビル防災株式会社』へお任せください。

■本社 富津市富津49-13 TEL:0439-87-2823 ■君津支店 君津市郡3-10-10 TEL;0439-53-0261
〇浄化槽部門：浄化槽清掃（君津市、富津市許可）浄化槽保守点検（千葉県登録）生し尿汲み取り（富津市許可）
〇廃棄物部門：産業廃棄物収集運搬（千葉県許可）一般廃棄物収集運搬（富津市許可）
〇貯水槽部門：飲料水貯水槽清掃

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

125
036

（有）小櫃清掃社 御中

清掃 エリアマップ12図 A‐4
環境にもっとやさしさを

有限会社小櫃清掃社
〇一般し尿の汲み取り 〇浄化槽点検、清掃 〇排水管高圧洗浄作業、仮設トイレレンタル
緊急時のトイレや排水管詰まり直し作業の際には、ぜひお声掛け下さい。
■君津市寺沢156 ■ 0120-35-3625 ■TEL：0439-35-3625 ■FAX：0439-35-3155
■営業時間/8:00～17:00 ■定休日/第2・4土曜、日祝
■URL:https://www.obitsu-seisosya.com/
※１年中、休日対応を実施しておりますので、もしもの際にはお声掛け下さい。

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳
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 コミュニティバス	 問	市民活動支援課　☎56-1483	

コミュニティバスは民間路線バスが廃止・縮小された地域や、人口集中地区でありながら交通空白が生じている地域を運行し、
路線バスの補完的な役割を担っています。
市内には、君津地区を走る小糸川循環線と人見・大和田・神門線、小糸・清和地区を走る中島・豊英線が運行しています。

路線名 起点～主な経由地～終点

小糸川循環線
内・外回り：�君津グラウンドゴルフ場～周南公民館入口～郡の杜～自動車学校前～君津駅南口～君津

市役所～君津バスターミナル～市民文化ホール～君津グラウンドゴルフ場
中島系統：�君津駅南口～君津市役所～君津バスターミナル～市民文化ホール～六手公民館前～小糸

郵便局前～周南公民館入口～君津グラウンドゴルフ場

人見・大和田・神門線 君津市役所～君津駅北口～君津台中央～君津高校～神門～大和田郵便局～君津高校～君津台中央～
君津駅北口～君津市役所

中島・豊英線 鈴木病院前～中島～粟倉～清和公民館～（植畑上郷）～三島湖～県民の森

■運賃
料金

大人 200円

小・中・高校生

100円65歳以上
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳をお持ちの方とその介護者
未就学児 無料

 デマンドタクシー
デマンドタクシーは、JR久留里線に接続する交通手段とし
て、小櫃・上総地区を運行している予約制の乗合タクシーで
す。
運行エリア内に限り、希望の乗車場所から目的地までご利
用することができます。
■運賃

利用登録者 利用登録がない方

大人 400円

500円小・中・高校生
300円

65歳以上

※未就学児は無料

 鉄道
千葉方面と館山方面を結ぶJR内房線、久留里・上総亀山方面

と木更津方面を結ぶJR久留里線の2路線が運行されています。
路線名 市内の駅 主な行き先

JR内房線 君津駅 上り�蘇我・千葉
下り�館山・安房鴨川

JR久留里線

下郡駅
小櫃駅
俵田駅
久留里駅
平山駅
上総松丘駅
上総亀山駅

上り�木更津
下り�上総亀山

 公共交通機関をご利用ください
自家用車の利用を前提としたライフスタイルの定着により、
公共交通機関の利用者は年々減少傾向にあります。
そのような中、公共交通の利便性を維持、確保するためには、
地域住民の皆さんが積極的に公共交通機関を利用することが重
要となりますので、より一層のご利用をお願いいたします。
※�運行ダイヤ、路線、経路等は変更となる場合がございま
す。最新の情報は、各交通機関にお問い合わせいただくか、
ホームページにてご確認ください。

＜コミュニティバス・デマンドタクシー共通回数券＞
●販売額　2,000円（100円券×24枚つづり）
●販売場所　各コミュニティバス・デマンドタクシー車内、
　　　　　　君津駅南口日東交通バス案内所
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

199
030

（有）ヒロセ 御中

ごみ・リサイクル・家屋解体 エリアマップ3図 A‐3
クリーンなまちづくりのお手伝い

有限会社ヒロセ
～不用品の回収から家屋の解体まで～処分にお困りの時はお電話ください！
お見積りは無料・迅速丁寧に処理いたします。
■君津市坂田1280-1 ■TEL:0439-54-5339 ■FAX:0439-54-9879
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜
■E-mail:hirose-5339@mx5.alpha-web.ne.jp
■一般廃棄物収集運搬業：君津許可第10号■産業廃棄物収集運搬業：千葉県知事許可第1200104160号■解体工事業登録番号：千葉県知事（登-30）第1593号

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

200
049

庄司水道 御中

上下水道 エリアマップ1図 B‐4
かずさ水道広域連合企業団 指定給水装置工事事業者

有限会社庄司水道
水廻りに関することならお気軽にご相談ください。
給排水衛生設備工事。
■君津市中野1-8-26
■TEL:0439-52-0077 ■FAX:0439-55-3003
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／土曜、日曜、祝日 あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済


