
申前週金曜日までに電話で、すま
いのコンシェルジュ☎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5849 FAX245-5795

住宅増改築相談

日時7月10日㈮10：00～15：00
場所区役所。中央区はきぼーる1階
内容増改築や高齢者向けの改造など
備考当日直接会場へ
問増改築相談員協議会☎285-3003 FAX
290-0050

外国人のための労働･法律相
談

日時①労働＝7月11日㈯、②法律＝20日
㈪。いずれも、13：00～16：00
場所国際交流プラザ
内容①社会保険労務士･②弁護士によ
る相談
定員各先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申①7月10日㈮･②17日㈮の12：00ま
でに電話で、国際交流協会☎245-5750
問同協会☎前記 FAX245-5751。日曜日、
祝日休業

建築相談

日時7月12日㈰10：00～15：00
場所生涯学習センター
内容建築士による住宅の設計･建築･耐
震診断など
備考当日直接会場へ。電話相談不可
問県建築士事務所協会千葉支部☎
291-6855（FAX兼用）

こころの健康センターの相談

日時①ギャンブル等依存相談＝7月15日
㈬、8月12日㈬12：30～16：30。②高
齢者相談＝7月16日㈭14：00～16：00。
③思春期相談＝8月3日㈪10：00～	
12：00、8月14日㈮14：00～16：00。④
一般相談＝8月5日㈬10：00～12：00。
⑤アルコール･薬物依存相談＝8月12日
㈬14：00～16：00
内容①司法書士、②～⑤専門医による
相談
対象本人または家族
申電話で、こころの健康センター☎
204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

心配ごと相談所の相談

法律相談
　日時7月16日㈭13：00～15：00
　内容弁護士による相談
　定員先着6人
　	備考裁判所で訴訟･調停中のものは
不可
　	申7月15日㈬15：00までに電話で、
心配ごと相談所☎209-8860

常設相談
　	日時平日10：00～12：00、13：00～15：00
　	内容民生委員･児童委員などによる
面談および電話での相談
　申電話で、同相談所☎前記
場所同相談所（ハーモニープラザ内）
問同相談所☎前記 FAX312-2442

弁護士による養育費相談

日時7月21日㈫13：30～16：30
場所花見川保健福祉センター
内容離婚に伴う養育費など
対象市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どもがいる方
に限る）
定員3人
備考1人50分程度

申7月10日㈮必着。はに必を明記
して、〒260-8722千葉市役所こど
も家庭支援課へ。☎245-5179、 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.	
chiba.lg.jpも可

マンション管理士による相談
会

日時7月25日㈯10：00～12：00
場所幕張コミュニティセンター
申7月24日㈷12：00までに電話で、県
マンション管理士会☎244-9091。 FAX
244-9094も可（必を明記）

人権擁護委員常設相談

日時平日8：30～17：15
内容差別待遇、名誉毀損、いやがらせ、
いじめなど人権上の悩みごとについ
て。相談先＝全国共通人権相談ダイ
ヤル☎0570-003-110
問千葉地方法務局人権擁護課☎302-
1319または男女共同参画課☎245-
5060 FAX245-5539

LGBT電話相談

日常生活でLGBT当事者や周囲の方
が抱える性自認や性的指向が関係す
る悩みなどを、電話で相談できます。
相談専用電話☎245-5440
日時第3日曜日14：00～18：00（相談日
ごと1人1回30分まで）
備考予約不可。匿名･通称名での相談可
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

青少年の悩みごと相談

日時平日9：00～17：00
内容非行問題、いじめ、不登校など青
少年の悩みごと
相談先＝青少年サポートセンター
（中央コミュニティセンター内）☎
382-7830 FAX382-7831、東分室（千城
台市民センター内）☎237-5411、西
分室（市教育会館内）☎277-0007、
南分室（鎌取コミュニティセンター
等複合施設内）☎293-5811、北分室
（花見川市民センター等複合施設内）
☎259-1110

募　集

WEBアンケートで
あなたの意見を市政に !

7月1日㈬～10日㈮、WEBアンケー
トを行っています。
テーマ＝「駐輪場の利用」「自転車走
行環境の整備」「郷土博物館」
抽選で、動物公園の施設利用券など
を進呈。詳しくは、 HP「千葉市　
WEBアンケート」で検索
備考ちばシティポイント対象事業
問広報広聴課☎245-5609 FAX245-5796

編集担当U

WEBアンケートは毎月
行っています。
アンケートに回答するこ
とで、自分の意見を市政
に反映しませんか。

千葉市科学館サマースクール
「かがく探検隊」参加者

日時8月8日㈯～23日㈰
備考市外在住の方も可。講座内容や対

象年齢など詳しくは、HP「千葉市科
学館かがく探検隊」で検索
申7月13日㈪～22日㈬必着。往に必
を明記して、〒260-0013中央区中央
4-5-1きぼーる7階千葉市科学館へ
問同館☎308-0511 FAX308-0520。7月	
6日㈪休館

市職員中・初級・資格免許職・
民間企業等経験者・障害者

対象中級＝1995年（平成7年）4月2日～
2001年（平成13年）4月1日生まれの方
初級＝1999年（平成11年）4月2日～
2003年（平成15年）4月1日生まれの方
民間企業等職務経験者（事務･技術）
＝1961年（昭和36年）4月2日～1992年
（平成4年）4月1日生まれで、民間企
業等での職務経験が直近10年中6年
以上の方
資格免許職＝中級相当資格免許職の
保育士･栄養士･歯科衛生士は1985年
（昭和60年）4月2日以降生まれ、看護
師は1961年（昭和36年）4月2日以降
生まれで、資格免許を有する方（取
得見込みも可）
民間企業等職務経験者の保育士･獣
医師･薬剤師･心理判定員＝1961年
（昭和36年）4月2日～1985年（昭和60
年）4月1日生まれで、資格免許を有
し職務経験の要件を満たす方。心理
判定員は、指定する資格要件を満た
す方
障害者＝1985年（昭和60年）4月2日
～2003年（平成15年）4月1日生まれ
で、筆記試験日までに身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳または児童相談所などによる知
的障害者であることの判定書のいず
れかの交付を受けている方
備考受験案内（申込書）配布場所＝市
人事委員会事務局、市役所1階案内、
市政情報室、区役所地域振興課、市
民センター･連絡所など。7月6日㈪
からHP（「千葉市　職員募集」で検
索）でもご覧になれます。試験区分
や受験資格、採用予定人数など詳し
くは、受験案内（申込書）をご覧く
ださい。
一次試験
　	日時 場所中級･初級、資格免許職、民
間企業等職務経験者＝9月27日㈰、
市立千葉高校または蘇我中学校
　	障害者＝10月18日㈰、総合保健医
療センター

申電子申請で、7月27日㈪9：00～8月
11日㈫17：00受信分有効。郵送の場合
は、7月27日㈪～8月5日㈬消印有効。
申込書を、〒260-8722千葉市人事委
員会へ
問同委員会☎245-5870 FAX245-5889

ランチ･ミーティングの参加
者

日時①8月13日㈭、②9月3日㈭12：00～
12：50
場所市役所市長室
内容市長と昼食を取りながら参加団体
の活動内容についての意見交換
定員各1団体（5～9人）
持物昼食
申①7月9日㈭、②8月6日㈭必着｡ は
に必のほか､ 参加希望日、Ｅメール
アドレス､ 団体名、活動内容、参加
人数、話し合いたいテーマを明記し
て､ 〒260-8722千葉市役所広報広聴
課へ｡ FAX245-5796、電子申請も可
問同課☎245-5298 FAX前記

心の輪を広げる体験作文と障
害者週間のポスター

作文
　	内容テーマ＝障害のある人とない人
との心のふれあいの体験

　	対象小学生以上の方
　	備考B4判またはA4判縦書きの400字
詰め原稿用紙を使用。パソコンな
どでの作成可。小･中学生＝約2～
4枚、高校生以上の方＝約4～6枚

ポスター
　	内容テーマ＝障害のある人への理解
を促進する。規格＝B3判または四
つ切り（縦長で使用。標語その他
の文字の記載は不可。彩色画材は
自由）
　対象小･中学生
申9月3日㈭必着。応募用紙（障害者
自立支援課で配布。同課HPから印刷
も可）と作品を、〒260-8722千葉市
役所障害者自立支援課へ
問同課☎245-5175 FAX245-5549

昨年度の最優秀賞作品
（小学生区分）

自衛官

①一般曹候補生、②自衛官候補生
備考申込期限＝9月10日㈭（②は随時申
込可）。応募資格、必要書類など詳し
くは、お問い合わせください。
問自衛隊千葉募集案内所☎221-1333
または区政推進課☎245-5133 FAX245-
5550

お知らせ

千葉市民ゴルフ場
夏季特別料金

日時7月1日㈬～9月30日㈬
料金一般＝平日3,370円、土･日曜日、祝
日5,400円。65歳以上の市民＝平日
2,690円、土･日曜日、祝日4,320円。
高校生以下＝平日1,690円、土･日曜
日、祝日2,700円。障害のある方（一
般）＝平日2,690円、土･日曜日、祝
日4,320円。障害のある方（高校生以
下）＝平日1,350円、土･日曜日、祝
日2,160円。いずれも、9ホールまで
の料金
備考利用税など詳しくは、HP「千葉市
民ゴルフ場　夏季料金」で検索
申電話で、千葉市民ゴルフ場☎237-
0010
問同施設☎237-0020 FAX237-0025

サマージャンボ宝くじが
発売されます !

日時7月14日㈫～8月14日㈮
料金1枚300円
内容当せん金＝1等5億円、1等前後賞
各1億円ほか
備考抽せん日＝8月21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
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＝くらし・地域　 ＝健康・福祉　 ＝子育て・教育
＝魅力・観光　　 ＝その他

ちば市政だより


