
住宅増改築相談

日時7月9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相談･法
律相談

日時①労働＝7月10日㈯13:00～16:00、
②法律＝7月26日㈪13:00～16:00
場所国際交流プラザ
内容①社会保険労務士による労働相
談、②弁護士による法律相談
定員各先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申①7月9日㈮･②21日㈬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11日㈰10:00～15:00
場所生涯学習センター
内容住宅の設計･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☎︎
･ FAX291-6855

行政書士による相続･遺言･成
年後見相談

日時 場所7月12日㈪＝若葉区役所。30日
㈮＝中央保健福祉センターきぼーる
15階。いずれも、13:00～16:00
備考当日直接会場へ。電話相談不可
問県行政書士会千葉支部･樋口さん
☎︎080-1039-5550 FAX306-7233

くらしとすまい･法律
特設相談

くらしとすまいの特設相談
日時7月14日㈬10:00～15:00
内容相続･遺言、登記、税、不動産取
引、建築･リフォーム、土地の境界
定員各相談先着8人
備考1人30分｡ 電話相談不可
申9:00から電話で、広報広聴課☎︎
245-5609

特設法律相談
日時7月24日㈯13:00～16:00
内容弁護士による相談
定員16人
備考1人20分｡ 裁判所で訴訟･調停中
のもの､ 電話相談は不可
申7月15日㈭までに電話で、同課☎︎
前記｡ 電子申請も可

場所中央コミュニティセンター
問同課☎︎前記 FAX245-5796

不妊専門相談

面接相談
日時7月14日㈬14:15～16:30
場所保健所
内容医師と助産師による相談
対象不妊や不育症でお悩みの方
定員先着3人
申電話で、健康支援課☎︎238-9925

電話相談
日時7月8日～29日の木曜日15:30～
20:00（最終受付19:30）
内容助産師による相談。相談番号☎︎
090-6307-1122

問同課☎︎前記 FAX238-9946

心配ごと相談所の相談

法律相談
日時7月15日㈭13:00～15:00

内容弁護士による相談
定員先着6人（電話相談の場合は5人）
備考裁判所で訴訟･調停中のものは
不可
申7月14日㈬15:00までに電話で、
心配ごと相談所☎︎209-8860（火･
水･木曜日のみ予約受付可）

常設相談
日時火･水･木曜日（祝日を除く）
10:00～12:00、13:00～15:00
内容民生委員･児童委員などによる、
面談または電話での相談

問同相談所☎︎前記 FAX312-2442

助産師による女性のための健
康相談

日時美浜区＝7月16日㈮、緑区＝19日
㈪、花見川区＝20日㈫。いずれも、
10:00～12:00
場所保健福祉センター
対象妊娠･出産に関することや、思春期
から更年期までの女性のからだに関
することで悩んでいる方
申電話で、同センター健康課･花見
川☎︎275-6296、緑☎︎292-2630、美浜
☎︎270-2213
問健康支援課☎︎238-9925 FAX238-9946

弁護士による養育費相談

日時7月21日㈬13:30～16:30
場所若葉保健福祉センター
対象市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どものいる方
に限る）
定員3人
備考相談は1人50分程度
申7月9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、 FAX245-5631、
Eメールkateishien.CFC@city.chiba.
lg.jpも可

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㈯、HPでWEBアンケ
ートを行っています。
テ ー マ ＝「 シ ェ ア サ イ ク ル 」
「ZOZOマリンスタジアム」「ホー
ムページ」
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

市職員中･初級･資格免許職･
民間企業等職務経験者･障害者

対象中級＝1996年（平成8年）4月2日～
2002年（平成14年）4月1日生まれの方
初級＝2000年（平成12年）4月2日～
2004年（平成16年）4月1日生まれの方
民間企業等職務経験者（事務・技術）
＝1962年（昭和37年）4月2日～1993
年（平成5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･学校栄養職員は1986
年（昭和61年）4月2日以降生まれ、
看護師は1962年（昭和37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･保健師･心理判定員＝
1962年（昭和37年）4月2日～1986年
（昭和61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＝1986年（昭和61年）4月2日
～2004年（平成16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9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26日㈰、市立稲
毛高校または市立千葉高校。障害者
＝10月17日㈰、美浜保健福祉センター
申電子申請で、7月26日㈪9:00～8月
10日㈫17:00受信分有効。郵送の場合
は、7月26日㈪～8月4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

市長と語ろう会

オンライン
日時8月21日㈯14:00～15:00
内容これからの千葉市のまちづくり
～2021年度の主な取組み～
対象Zoomを使用できる方
定員対話に参加する方20人、視聴の
みの方100人
申7月20日㈫までに電子申請で。	
Eメールkohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jpも可（必を明記）

地域団体向け
日時8月25日㈬18:00～19:00、26日
㈭10:00～11:00、28日㈯14:00～
15:00、16:00～17:00
場所参加する団体が用意。申し込み
時に未定も可
内容①高齢者が住み慣れた地域で自
分らしく暮らせるまち、②こども
を産み育てたい、こどもがここで
育ちたいと思うまち、③市民とと
もに進める防災対策
対象市内で活動中の20人程度の団体
申7月16日㈮必着。はに必のほか、
希望日時（2つまで）、希望テーマ
（①～③のうち1つ）、団体名、参加
人数、場所が決まっている場合は
会場名･所在地を明記して、〒260-
8722千葉市役所広報広聴課へ。 FAX
245-5796、 Eメールkohokocho.CIC@
city.chiba.lg.jp、電子申請も可

問同課☎︎245-5298 FAX前記

ティー･ミーティングの参加
団体

日時①8月2日㈪13:30～14:20、②8月26日
㈭15:00～15:50、③9月22日㈬13:30
～14:20
場所市役所市長室
内容参加団体の活動内容などについて
市長と意見交換
定員各1団体（5～9人）
申①7月12日㈪、②③30日㈮必着｡は
に必のほか､ 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｡ FAX
245-5796、電子申請も可
問同課☎︎245-5298 FAX前記

自衛官

①一般曹候補生、②航空学生、③自

衛官候補生を募集します。
備考申込期限＝①9月6日㈪、②9月9日
㈭、③随時申し込み可。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

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。小･中学生
＝原稿用紙2～4枚程度、高校生以
上の方＝原稿用紙4～6枚程度

ポスター
内容テーマ＝障害のある人への理解
を促進する。
対象小･中学生
備考規格＝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）

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。持参
も可
問同課☎︎245-5175 FAX245-5549

都市文化賞2021の作品

対象景観まちづくり部門＝魅力ある景
観を創出している建築物（群）･工作
物など、景観向上のための活動や取
り組みの成果
景観広告部門＝魅力ある景観を創出
している広告物（看板）
建築文化部門＝2018年以降に市内に
完成した建築物（増築･改築･リフォ
ーム･リノベーション･コンバージョ
ンを含む）
備考応募用紙配布場所＝都市計画課、
建築指導課、区役所地域振興課、市
民センター、コミュニティセンタ
ー、公民館、市図書館で配布。HP（「千
葉市　都市文化賞」で検索）から印刷
も可
申9月30日㈭必着。応募用紙を都市計
画課 Eメールkeikan@city.chiba.lg.jpへ。
〒260-8722千葉市役所都市計画課へ
郵送も可
問同課☎︎245-5307 FAX245-5627

里親になりませんか

里親とは、様々な理由で自分の家で
生活できない子どもたちを、地域に
ある家庭の中で育む「子どものため
の制度」です。短期間の里親、共働
きの里親も活躍中です。
詳しくは、お問い合わせください。
問児童相談所☎︎277-8880 FAX278-4371

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
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