
理数･理科教育サポーター

理科･算数学習の支援や教材開発の
補助、理科室などの環境整備などを
行います。
雇用期間＝6月1日㈫～来年2月28日
㈪	
勤務時間＝週3日。1日4時間程度
勤務場所＝市内小学校
対象理数教育サポーター＝教員免許取
得者。理科教育サポーター＝18歳以
上の方
備考会計年度任用職員。受付期間＝2月
1日㈪～12日㈮。詳しくは、応募書類
（教育指導課で配布）またはHP（「千
葉市　理数教育サポーター」で検索）
をご覧ください。
問同課☎︎245-5981 FAX245-5989

介護保険料徴収員

介護保険の未納保険料の訪問催告な
どを行います。
勤務条件＝平日9:00～17:00
雇用期間＝4月1日㈭～来年3月31日㈭
対象原動機付自転車の運転と初歩的な
パソコン操作ができる方
定員稲毛区、緑区各1人
備考会計年度任用職員。詳しくは、募
集要項（各区保健福祉センター高齢
障害支援課介護保険室で配布）また
はHP（「千葉市　介護保険料徴収員」
で検索）をご覧ください。
申必要書類を各区介護保険室へ持参
または郵送
問同課･稲毛☎︎284-6242 FAX284-6193、
緑☎︎292-9491 FAX292-8276

公立保育所･認定こども園
保育士など

保育士
内容保育業務、環境整備
対象保育士資格･教諭（幼稚園･小学
校･養護）免許のいずれかを保有す
る方
保育補助（延長保育）

内容保育業務（朝夕の乳幼児送迎時
の対応など）、環境整備
対象保育士資格の無い場合、子育て
支援員研修を受講する必要があり
ます。
勤務日＝週2～5日（応相談）
備考会計年度任用職員。市の保育所･子
どもルームの入所審査で優遇されま
す（条件あり）。勤務場所など詳しく
は、HP「千葉市　公立保育所　職員
募集」で検索
問幼保運営課☎︎245-5726 FAX245-5894

ちばレポのレポーター

ちばレポは、市民がまちの課題を見
つけて、スマートフォンなどを使っ
てレポートすることで、市民と市役
所（行政）、市民と市民の間で課題を
共有し、解決する仕組みです。スマ
ートフォンなどにアプリをインスト
ールすれば、すぐに始められますの
で、ぜひご参加ください。詳しくは、
HP「ちばレポ」で検索
問ちばレポ運用事務局（広報広聴課
内）☎︎245-5294 FAX245-5796

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
ホームゲームに招待

いよいよ、2021シーズンが始まりま
す。フクダ電子アリーナでの開幕戦

は、2月28日㈰·対ヴァンフォーレ甲
府戦です。
フクダシートプレゼント
フクダ電子(株)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。席はメイン北コーナー
指定席
日時3月開催のホーム戦
対象小･中学生と市内在住の保護者
定員各40組80人
備考当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場引換券を発送。
試合が中止などの場合は、当選無
効となります。試合日程·対戦チー
ムは、ホームページ（HPジェフユ
ナイテッド千葉で検索)でご確認
の上、ご応募ください。

申2月12日㈮必着。はがきに、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
合日·対戦チームを明記して〒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。Eメール
hometown@city.chiba.lg.jpも可
問同課☎︎245-5897 FAX245-5669

都市計画の変更に関する原
案の縦覧

小仲台3丁目･4丁目地区地区計画（変
更原案）
対象区域＝稲毛区小仲台3･4丁目
の各一部
千葉中央第六地区地区計画（変更原
案）
対象区域＝中央区中央4丁目の一
部
縦覧期間＝2月1日㈪～15日㈪
縦覧場所＝都市計画課
なお、対象区域内の土地所有者およ
び利害関係者は、2月22日㈪までに
意見書を提出することができます。
問都市計画課☎︎245-5304 FAX245-5627

北清掃工場定期修繕に伴う
自己搬入先の変更

北清掃工場が定期修繕のため、2月1
日㈪～14日㈰は、家庭ごみ･事業所ご
みの自己搬入はできません。新港清
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。
問北清掃工場☎︎258-5300、新港清掃
工場☎︎242-3366、または廃棄物施設
維持課☎︎245-5653 FAX245-5473

2月7日は北方領土の日

絶やすまい　返還つなぐ　強い声	
（令和2年度北方領土に関する標語･
キャッチコピー最優秀賞作品）
問総務課☎︎245-5024 FAX245-5555

バレンタインジャンボ宝く
じを販売します

日時2月3日㈬～3月5日㈮
料金1枚300円
内容当せん金＝1等2億円、1等前後賞
各5,000万円ほか
備考抽せん日＝3月12日㈮
宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。	ぜひ、
市内の宝くじ売り場でご購入くださ
い。売り場の所在地など詳しくは、
HP「宝くじ　公式」で検索
問資金課☎︎245-5078 FAX245-5535

地区図書館･分館の一部が臨
時休館

2月15日㈪～20日㈯＝花見川･若葉･
美浜･白旗･西都賀･あすみが丘の各
図書館･分館、2月17日㈬～20日㈯＝
みずほハスの花図書館が、蔵書点検
などのため休館します。なお、中央
図書館、前記以外の地区図書館･分館

および移動図書館、公民館図書室は
通常通り開館します（改修中の土気
図書室を除く）。
問市中央図書館☎︎287-3980 FAX 287-
4074

いきいきプラザ臨時休館·施
設休止

花見川いきいきプラザは2月7日㈰～
10日㈬、法定点検のため臨時休館しま
す。若葉いきいきプラザは2月7日㈰、
清掃のため風呂施設を休止します。
問花見川いきいきプラザ☎︎216-
0080 FAX216-0083。若葉いきいきプラ
ザ☎︎228-5010 FAX228-8956

Jアラートによる情報伝達試
験

日時2月17日㈬11:00	
内容防災行政無線、ちばし安全･安心メ
ール、ツイッター（千葉市広報広聴
課）、フェイスブック（千葉市役所）、
ライン（千葉市）などを使用し、Jア
ラートによる情報伝達試験を行いま
す。防災行政無線は聞こえにくい地
域がありますので、他の手段でも情
報を受け取れるよう準備をお願いし
ます。	詳しくは、HP「千葉市　情報
伝達試験」で検索	
問防災対策課☎︎245-5113 FAX245-5552

千葉ZELVAのホーム公式戦

日時2月27日㈯13:00対奈良ドリーマー
ズ、28日㈰12:00対近畿クラブスフ
ィーダ
場所JFE体育館（中央区南町1-3-1）
備考入場料など詳しくは、HP「千葉ゼ
ルバ」で検索
問千葉ZELVA☎︎080-9403-1147 FAX
290-9624

国民健康保険の医療費通知
の発送

医療費の総額などが記載された医療
費通知を、2月上旬に発送します。詳
しくは、HP「千葉市　医療費通知」
で検索
対象国民健康保険加入者で、2019年11
月～2020年10月に医療機関にかかっ
た方
問健康保険課☎︎245-5145 FAX245-5544

学校外教育バウチャー事業

経済的な理由で学習塾や習い事など
に通うことができない児童を対象
に、費用の一部を助成するためクー
ポンを提供します。
助成額＝月1万円相当
対象ひとり親家庭（母子･父子家庭）で、
生活保護受給世帯または児童扶養手
当全部支給世帯の来年度小学5･6年
生になる子ども
定員各学年100人
備考詳しくは、HP「千葉市　学校外教
育バウチャー」で検索
申3月1日㈪必着。申込書（こども家
庭支援課で配布）を、〒260-8722千
葉市役所こども家庭支援課へ
問同課☎︎245-5179 FAX245-5631

市職員採用説明会･技術系業
務説明会

職員採用説明会
日時3月6日㈯10:00～12:30、14:00
～16:30
場所生涯学習センター
内容市の重要施策に関するステージ
プログラム、各局の事業説明ブー
ス、職員との交流ブースなど
定員各200人
申2月12日㈮17:00までに、電子申

請で。午前･午後の部の重複申し込
み可
技術系業務説明会

日時3月12日㈮13:30～16:20	
場所中央コミュニティセンターほか
内容業務説明、職員との懇談会など
定員100人
申2月12日㈮17:00までに、電子申
請で

問人事委員会☎︎245-5870 FAX245-5889

ちばしパラスポーツコンシ
ェルジュ

障害者が地域のスポーツ活動に参加
しやすくするため、障害の種類･程度
に応じて競技の紹介やサークル活動
へのマッチングを行います。また、
パラスポーツに関する情報発信や団
体･施設などが行う体験会などの普
及活動への支援を行います。
対象障害者と家族、障害者支援施設、
スポーツ施設、障害者団体、スポー
ツ団体など
備考詳しくは、HP「ちばしパラスポー
ツコンシェルジュ」で検索
問ちばしパラスポーツコンシェルジ
ュ☎︎312-0605 FAX312-7076。火～日曜
日9:00～17:00

がん検診の受診期間は2月
28日㈰まで

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、全ての集団検診会場で定員
を縮小しています。確実に受診した
い場合、個別検診をご利用ください。
詳しくは、HP「千葉市　がん検診受
診方法」で検索
問健康支援課☎︎238-9930 FAX238-9946

防水板設置工事に助成金を
交付

内容助成額＝費用の2分の1（建物1棟
につき上限75万円）
対象浸水被害が発生した地域
備考 HP（「千葉市　防水板」で検索）で
制度の内容を動画で紹介していま
す。申請方法など詳しくは、お問い
合わせください。
問雨水対策課☎︎245-5613 FAX245-5497

20年前のタイムカプセルに手
紙を入れた方を探しています

2001年に市制施行80周年を記念して
埋設したタイムカプセルに、2001年
1月1日生まれの子ども宛ての手紙を
入れた方で、まだ市から返却の連絡
が来ていない方はご連絡ください。
問都市アイデンティティ推進課☎︎
245-5660 FAX245-5476	

大気汚染状況12月分

市内の測定局で測定した12月の微小
粒子状物質(PM2.5)の暫定指針値超
過日（70.1μg/㎥以上）は0日でし
た。二酸化窒素(NO₂)の環境目標値
超過日(41ppb以上)は、【下表】のと
おりでした。

測定局名 日平均値の
最大値（ppb）

超過日数
（日）

真砂自排 44 2
葭川自排 43 2
千草自排 44 1
宮野木自排 41 1
最新情報など詳しくは、HP「千葉　
大気　時報」で検索
テレホンサービス☎︎238-7491・2
問環境規制課☎︎245-5190 FAX245-5581

1月号19面新春プレゼントクイズの
答えは、①歴史②未来でした。
当選者の発表は、景品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

情報けいじばん2021年（令和3年）2月号 15ちば市政だより

特に記載のない場合は、⃝申し込みは １日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は【12面】参照。


