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chiba.lg.jp、電子申請も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₂₉₈Ｆ前記

Ｘ子どもルーム（学童保育） 
指導員・補助指導員

指導員
Ｎ勤務日＝週₅日(交代制)。給与＝
月額₁₈₂,₅₀₀円。別途手当あり。社
会保険完備
Ｈ₁₈歳以上₆₅歳未満で、保育士、
教諭（幼稚園、小・中・高等学校、
特別支援学校）、児童指導員、放課
後児童支援員、社会福祉士のいず
れかの有資格者

補助指導員
Ｎ勤務日＝週₃日程度(交代制)。時
給＝₉₉₀円。別途交通費(規定内)
Ｈ ₁₈歳以上₆₅歳未満の方
Ｍ電話で、市社会福祉協議会に必要
書類を確認して、直接持参
Ｔ同協議会☎₂₀₉-₆₀₅₅Ｆ₂₀₉-₆₀₇₇

Ｖ飼い主のいない猫の避妊去
勢手術を実施

Ｎ飼い主のいない猫を適正に管理す
るため、市内に生息する飼い主のい
ない猫の避妊去勢手術を実施しま
す。
申請対象者＝飼い主のいない猫の餌
やトイレを適正に管理している方、
またはこれから適正に管理する方
募集頭数＝₁₅₀頭
Ｃ避妊去勢手術済みと判別できるよ
うに、耳先カットを施します。
Ｍ₁₀月₁日㈫～₃日㈭までに、申請書

（動物保護指導センター、生活衛生課
で配布。ｈから印刷も可。₁通₃頭ま
で）、添付書類と返信用封筒（₈₄円切
手を貼付）を同センターへ直接持参。
現住所記載の身分証明書の提示が必
要です。公開抽選＝₁₀月₈日㈫₁₄：₀₀
から、同センターで
Ｔ同センター☎₂₅₈-₇₈₁₇Ｆ₂₅₈-₇₈₁₈

お知らせ

Ｙ千葉ロッテマリーンズ 
試合日程

₉月にZOZOマリンスタジアムで行
われる千葉ロッテマリーンズの試合
日程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
₉/₁㈰ ₁₇：₀₀ オリックス
 ₂㈪ ₁₈：₁₅ オリックス
₃㈫ ₁₈：₁₅ 北海道日本ハム
 ₄㈬ ₁₈：₁₅ 北海道日本ハム

　₁₁㈬ ₁₈：₁₅ オリックス
　₁₉㈭ ₁₈：₁₅ 楽天イーグルス
　₂₂㈰ ₁₆：₀₀ 北海道日本ハム
　₂₃㈷ ₁₄：₀₀ 北海道日本ハム
　₂₄㈫ ₁₈：₁₅ 埼玉西武

ＴZOZOマリンスタジアムテレフ
ォンサービス☎₂₉₆-₁₁₈₉（試合に関
すること）、マリーンズ・インフォメ
ーションセンター☎₀₃-₅₆₈₂-₆₃₄₁、
観光MICE企画課Ｆ₂₄₅-₅₆₆₉

Ｙジェフユナイテッド千葉試
合日程・ホームゲームに招待

₉月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
₉/₁₄㈯ ₁₈：₀₀ 水戸ホーリーホック
   ₂₂㈰ ₁₅：₀₀ 徳島ヴォルティス

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待

します。席はコーナー自由席
Ｊ₁₀月₆日㈰₁₅：₀₀開始・対モンテ
ディオ山形、₂₀日㈰₁₅：₀₀開始・対
柏レイソル
Ｈ小・中学生と市内在住の保護者
Ｉ各₄₀組₈₀人
Ｃ当選者には試合日のおおむね 
₁週間前までに入場券を発送
Ｍ₉月₁₃日㈮必着。ｇに保護者の氏
名(フリガナ)・住所・電話番号、子
どもの氏名（フリガナ）・学年、試
合名を明記して、〒₂₆₀-₈₇₂₂千葉
市役所観光MICE企画課「フクダ
シ ー ト プ レ ゼ ン ト 」 係 へ 。
Ｅhometown@city.chiba.lg.jp
も可
Ｔ同課☎₂₄₅-₅₈₉₇Ｆ₂₄₅-₅₆₆₉

Ｗ長寿祝金および長寿祝品の
贈呈

長寿祝金（50,000円）
Ｈ₁₉₂₀年(大正₉年)₁月₂日～₁₉₂₁年
(大正₁₀年)₁月₁日生まれの満₉₉歳
で、₂₀₁₉年(平成₃₁年)₄月₁日から 
₉月₁日まで引き続き市に住所を有
する方

長寿祝品（メッセージカードおよび
祝品）
Ｈ₁₉₃₁年(昭和₆年)₁月₂日～₁₉₃₂年
(昭和₇年)₁月₁日生まれの満₈₈歳
で、₂₀₁₉年(平成₃₁年)₄月₁日から 
₉月₁日まで引き続き市に住所を有
する方

贈呈方法＝いずれも、お住まいの地
区の民生委員を通じて、₉月中旬～下
旬にお届けします。
Ｔ保健福祉センター高齢障害支援課
・中央☎₂₂₁-₂₁₅₀Ｆ₂₂₁-₂₆₀₂、花見川
☎₂₇₅-₆₄₂₅Ｆ₂₇₅-₆₃₁₇、稲毛☎₂₈₄-
₆₁₄₁Ｆ₂₈₄-₆₁₉₃、若葉☎₂₃₃-₈₅₅₈Ｆ
₂₃₃-₈₂₅₁、緑☎₂₉₂-₈₁₃₈Ｆ₂₉₂-₈₂₇₆、
美浜☎₂₇₀-₃₅₀₅Ｆ₂₇₀-₃₂₈₁または高
齢福祉課☎₂₄₅-₅₁₆₉Ｆ₂₄₅-₅₅₄₈

Ｗ9月はがん征圧月間 
がん検診を受けましょう！

がん検診を実施しています。昨年度
は₂₉₂,₉₁₈人が受診し、₄₈₇人からが
んが発見されました。検診期間は来
年₂月₂₉日㈯までです。秋以降は大変
混みますので、お早めに受診してく
ださい。
Ｔ健康支援課☎₂₃₈-₉₉₃₀Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆ 

Ｗ肝炎ウイルス検査を受けま
しょう

40歳未満の方
Ｊ毎月第₂火曜日₁₁：₀₀～₁₁：₃₀
Ｂ市保健所
Ｍ検査希望日の前日までに電話で、
感染症対策課☎₂₃₈-₉₉₇₄
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₃₂
40歳以上で過去に肝炎検査を受けた
ことがない方
Ｂ市内協力医療機関
Ｃ受診するには、₅月中旬に送付した

「がん検診等受診券シール」が必要で
す。届いていない方は、お問い合わ
せください。
Ｔ健康支援課☎₂₃₈-₉₉₃₀Ｆ₂₃₈-₉₉₄₆

Ｚ9月1日㈰～7日㈯は建築物防
災週間です

期間中に多くの方が利用する建物な
どの立ち入り検査を実施します。次
の点に注意して建物の安全点検をお
願いします。①建物の安全性の確保

（耐震診断、改修など）、②外装材、
看板などの落下防止対策、③家具な
どの転倒防止対策、④廊下・階段など
の避難経路にある障害物の撤去、⑤
ブロック塀などの倒壊防止対策
Ｔ建築指導課☎₂₄₅-₅₈₃₈Ｆ₂₄₅-₅₈₈₈

Ｖ新港清掃工場定期修繕に伴
う自己搬入先の変更

₉月₈日㈰～₂₃日㈷は、定期修繕のた
め、新港清掃工場への家庭ごみ・事業
所ごみの自己搬入はできません。北
清掃工場へ自己搬入してください。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ新港清掃工場☎₂₄₂-₃₃₆₆、北清掃
工場☎₂₅₈-₅₃₀₀または廃棄物施設維
持課☎₂₄₅-₅₆₅₃Ｆ₂₄₅-₅₄₇₃

Ｚ令和2・3年度入札参加資格審
査・小規模修繕業者登録

①入札参加資格審査申請
Ｈ市が発注する建設工事、測量・コ
ンサルタント、物品、委託などの
入札への参加を希望する業者
Ｃ詳しくは、ｈ「ちば電子調達シ
ステム」で検索
Ｍ₉月₁₇日㈫～₁₁月₁₅日㈮₁₇：₀₀
に、ｈ（「ちば電子調達システム」
で検索）から

②小規模修繕業者登録申請
Ｈ市が発注する₁₀₀万円以下の簡
易な施設などの修繕の受注を希望
する市内業者（個人事業者は市内
に住民登録を有すること、法人は
市内に本社・本店などを有するこ
と）。ただし、市で定める要件を満
たすこと
Ｃ申請書は契約課で配布。ｈ（「千
葉市　₂・₃年度小規模修繕申請」で
検索）から印刷も可
Ｍ₉月₁₇日㈫～₁₂月₁₆日㈪₁₇：₀₀必
着。申請書と添付書類を、〒₂₆₀-
₈₇₂₂千葉市役所契約課へ
Ｃ資格要件など詳しくは、契約課ｈ
をご覧ください。
Ｔ契約課☎₂₄₅-₅₀₈₈（工事・測量）・
₅₀₉₀（物品・委託・小規模修繕）Ｆ₂₄₅-
₅₅₃₆、県電子自治体共同運営協議会
事務局☎₄₄₁-₅₅₅₁（ちば電子調達シ
ステム）

Ｚ都市計画の決定・変更に関す
る原案および案の縦覧

①新千葉2・3地区第一種市街地再開
発事業（決定案）

対象区域＝中央区新千葉₂丁目の
一部

②高度利用地区（変更案）新千葉2・
3第一、二地区

対象区域＝中央区新千葉₂丁目の
一部

③蘇我副都心臨海地区地区計画（変
更原案）

対象区域＝中央区川崎町、寒川町
₂・₃丁目、稲荷町₁～₃丁目、今井
₁～₃丁目、蘇我₁・₂丁目の各一部

④ちばリサーチパーク千葉地区地区
計画（変更原案）

対象区域＝若葉区上泉町の一部
⑤千葉外房有料道路高田インターチ
ェンジ周辺地区地区計画（変更原案）

対象区域＝緑区誉田町₂丁目、高田
町の各一部

⑥作新台5丁目第1生産緑地地区ほか
14地区（変更案）
縦覧期間＝①②₉月₂日㈪～₁₇日㈫、
③～⑤₉月₁₇日㈫～₁₀月₁日㈫、⑥₉月
₁₁日㈬～₂₅日㈬。縦覧場所＝都市計
画課。なお、期間内に意見書を提出
することができます（③～⑤は対象
区域内の土地所有者および利害関係
者に限り₁₀月₈日㈫まで）
Ｔ都市計画課☎₂₄₅-₅₃₀₄Ｆ₂₄₅-₅₆₂₇

Ｖ太陽光発電ビジネスマッチ
ング事業を行なっています

太陽光発電設備の設置が可能な土地
・建物の屋根所有者と土地・屋根にお
いて太陽光発電事業の実施を希望す

る事業者との協議を促進する太陽光
発電ビジネスマッチング事業を行な
っています。設備の設置のために土
地や建物の屋根を貸したい方、事業
を実施したい事業者は、ご登録くだ
さい。詳しくは、ｈ「千葉市　ビジ
ネスマッチング」で検索
Ｔ環境保全課☎₂₄₅-₅₁₉₉Ｆ₂₄₅-₅₅₅₃

Ｗ訪問・特殊歯科診療をご利用
ください

訪問歯科診療
Ｈ₄₀歳以上で、ねたきりなどのため
歯科医療機関への通院が困難な方
Ｃ歯科医師が訪問し、受診の可否
を判断

特殊歯科診療
Ｈ心身の障害や介護が必要で持病
もあるなど、一般の歯科医療機関
で受診することが困難な方
Ｃ診療日時＝木曜日₉：₃₀～₁₂：₃₀。
診療機関＝休日救急診療所。予約制
Ｍ電話で、保健医療事業団☎₂₃₈-
₉₉₁₂
Ｔ同財団☎前記Ｆ₂₃₈-₉₉₅₃

Ｚ農地の借り受け

農地を相続したが耕作できない、農
業からリタイアを考えている方など
を対象に、県園芸協会が農地を借り
受け、規模を拡大したい農業者に貸し
付けます。借り受けの条件により、協
力金が交付される場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
Ｔ同協会☎₂₂₃-₃₀₁₁Ｆ₂₂₄-₁₄₄₄また
は農地活用推進課☎₂₄₅-₅₇₅₉

Ｚ特区民泊施設環境整備経費
の一部補助

Ｈ若葉・緑区の一部地域で特区民泊
施設の特定認定を受けた方、または
受けようとする方
Ｍ₁₀月₂₅日㈮必着
Ｃ補助額＝対象経費の₂分の₁（上限
額₇₅万円）。申請方法、対象事業など
詳しくは、ｈ「千葉市　特区民泊補
助金」で検索
Ｔ観光プロモーション課☎₂₄₅-₅₀₆₆
Ｆ₂₄₅-₅₃₃₄

Ｚアクアリンクちばが臨時休業

清掃工場の法定点検のため、アクア
ゾーンは₉月₇日㈯～₂₅日㈬、スケー
トリンクは₉月₁₄日㈯・₁₅日㈰休業し
ます。また、スケートリンクは₉月 
₂₁日㈯・₂₂日㈰、ホッケー競技会のた
め休業します。
Ｔアクアリンクちば☎₂₀₄-₇₂₈₃Ｆ
₂₀₄-₇₂₈₄

Ｚ全国家計構造調査の回答に
ご協力をお願いします！

総務省が実施する調査で、世帯の所
得や資産の実態を把握するため、国
が指定した地区のご家庭を調査員が
訪問します。調査員を装った「かた
り調査」には十分ご注意ください。
Ｔ政策企画課☎₂₄₅-₅₇₁₄Ｆ₂₄₅-₅₈₉₁

Ｚ大気汚染状況7月分

Ｎ市内の測定局で測定した₇月の微
小粒子状物質（PM₂.₅）の暫定指針
値超過日（₇₀.₁μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日
(₄₁ppb以上)はともに₀日でした。最
新情報など詳しくは、ｈ「千葉　大
気　時報」で検索
テレホンサービス☎₂₃₈-₇₄₉₁・₂
Ｔ環境情報センター☎₂₃₈-₉₉₅₆Ｆ
₂₃₈-₄₇₅₅

Ｊ＝日程・時間　Ｂ＝場所　Ｎ＝内容　Ｈ＝対象　Ｉ＝定員　Ｇ＝持ち物　Ｋ＝料金　Ｃ＝備考
Ｍ＝申込方法　Ｔ＝問い合わせ　ｇ＝はがき　ｏ＝往復はがき　ｈ＝ホームページ　ｊ＝必要事項

Ｖ＝くらし・地域　Ｗ＝健康・福祉　Ｘ＝子育て・教育
Ｙ＝魅力・観光　　Ｚ＝その他


