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問県建築士事務所協会千葉支部☎︎
･ FAX291-6855

空き家空き地相談会

日時12月19日㈰10：00～12：00
場所文化センター
内容空き家や空き地の処分、解体、相
続問題、権利関係などの相談
定員先着20人
申電話で、日本空き家空地対策協会
☎︎307-7688。 FAX307-7689も可（必を
明記）

行政書士による相続･遺言･
成年後見相談

日時 場所12月13日㈪＝稲毛区役所、24日
㈮＝美浜区役所。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

こころといのちとおかねの
相談会

日時12月25日㈯10：00～15：00 
場所千葉司法書士会館（美浜区幸町
2-2-1）
内容司法書士、臨床心理士、精神保健
福祉士による暮らしに関する法律、
心の悩み、健康など
定員10人
備考電話相談不可
申電話で、千葉司法書士会☎︎246-
2666
問同会☎︎前記 FAX247-3998

LGBT電話相談

日時第3日曜日14：00～18：00（相談日
ごと1人1回30分まで）
内容日常生活で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
相談専用電話☎︎245-5440
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

ティーミーティングの参加
団体

日時1月13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1団体（5～9人）
申12月10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｡ FAX
245-5796、電子申請も可
問同課☎︎245-5298 FAX前記

市長と語ろう会（地域団体
向け）

日時1月15日㈯13：30～14：30、16：00～
17：00、24日㈪13：30～14：30、27日㈭
18：00～19：00
場所参加する団体が用意。申し込み時
に未定も可
内容テーマ＝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子
どもを産み育てたい、子どもがここ
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
定員各1団体
申12月10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も可
問同課☎︎245-5298 FAX前記

市営住宅の空き家入居者

一般
申込資格＝入居収入基準内の世
帯、緊急連絡先を立てられるなど
の要件を満たす方

期限付き（子育て世帯向け）
申込資格＝一般の要件【前記】に
加え、小学生以下の子どもと45歳
以下の親のみの世帯の方。入居期
限＝入居日から10年間

入居予定日＝4月1日㈮以降。抽選日
＝1月31日㈪。申込書＝12月20日㈪か
ら、市住宅供給公社、区役所地域振
興課、県住まい情報プラザ（中央区
栄町1-16）で配布
申1月1日㈷～10日㈷消印有効。申込
書と必要書類を、〒260-0026中央区
千葉港2-1千葉市住宅供給公社へ。重
複申込は無効
常時
先着順で入居申し込みができる常時
募集を実施中。募集案内は同公社の
みで配布 
問同公社☎︎245-7515 FAX245-7517

明るい選挙啓発書き初め

課題　小学1･2年生＝「とうひょう」
「せきにん」、3･4年生＝「正しい心」
「私の一票」、5･6年生＝「身近な選
挙」「若者の力」。中学生＝「国民の
権利」「選挙の意義」「理想の実現」 
用紙　標準サイズ（縦820ミリメー
トル×横212ミリメートル程度） 
応募点数　1人1点 
備考作品は返却しません。作品に関す
る一切の権利は市に帰属します。ま
た、入賞者の氏名などは公表します。
入賞者には賞状と記念品を進呈しま
す。
申1月13日㈭必着。作品の裏面左下
に、氏名･フリガナ、学校名･学年を
明記して、〒260-8722千葉市選挙管
理委員会へ 
問同委員会☎︎245-5867 FAX245-5893

昨年度の中学校の部金賞作品

お知らせ

千葉ZELVA
ホームゲーム招待

千葉ZELVAが千葉公園体育館で行
われるホームゲームに招待します。
日時1月8日㈯15：00対東京ヴェルディ
戦、9日㈰14：00対大同特殊鋼レッド
スター戦
対象市内在住･在学の小･中学生と保護者
定員各66組132人
申12月12日㈰までに千葉
ZELVAHP内ホームゲーム
招待応募フォーム（https：
//zelva.jp2122hgs/）から申し込み
問千葉ZELVA☎︎･ FAX290-9624

歳末たすけあい募金に
ご協力を

12月1日㈬～31日㈮に実施される歳
末たすけあい募金は、市内の福祉施
設などの歳末行事、心身障害児福祉
事業として歳末慰問金などに使われ
ます。ぜひ、ご協力ください。
問県共同募金会千葉市支会（市社会
福祉協議会内）☎︎209-8868 FAX 312-
2442

花壇コンクール入賞者発表

市長賞＝美浜打瀬小学校（美浜区）。
市議会議長賞＝川戸中学校区町内自
治会連絡協議会（中央区）。市議会
花のあふれるまちづくり推進議員連
盟会長賞＝ほおじろ台自治会花と緑
の同好会（若葉区）。市園芸協会長
賞＝あすみイースト·ガーデンクラ
ブ（緑区）。市造園緑化協同組合理
事長賞＝小中台中学校（稲毛区）。
敬称略
このほか、優秀賞5団体が入賞
入賞花壇の写真を展示

日時 場所11月30日㈫～12月12日㈰＝千
葉公園蓮華亭。12月14日㈫～26日
㈰＝都市緑化植物園。1月12日㈬
～23日㈰＝ふるさと農園。1月25
日㈫～2月6日㈰＝千葉モノレール
千葉駅
備考市HPでも公開

問緑政課☎︎245-5775 FAX245-5885

千葉都市計画の変更に関す
る案の縦覧

千葉都市計画都市高速鉄道＝都市モ
ノレール第1号線（中央区長洲1･2丁
目、末広1～4丁目、千葉寺町、青葉
町の各一部の区域）
千葉都市計画道路＝3･5･14号中央今
井町線、3･4･36号西千葉駅稲荷町
線、3･4･80号本町星久喜町線、7･5･3
号市場町亥鼻線、7･5･11号末広千葉
寺町線、9･6･1号中央港青葉町線（中
央区長洲1･2丁目、末広1～4丁目、千
葉寺町、青葉町、亥鼻1丁目、市場
町、本町3丁目の各一部の区域）
縦覧期間＝12月2日㈭～16日㈭
縦覧場所＝都市計画課
なお、縦覧期間内に意見書を提出す
ることができます。
問同課☎︎245-5349 FAX245-5627

公民館図書室が臨時休室

蔵書点検と修理などのため、次の日
程で休室します。
12月14日㈫～17日㈮＝生浜･幕張･長
作･朝日ケ丘･都賀･緑が丘･大宮･み
つわ台･若松･越智･磯辺の各公民館
図書室

1月18日㈫～21日㈮＝検見川･さつき
が丘･千草台･草野･山王･更科･桜木･
誉田･幕張西･幸町の各公民館図書室
なお、中央図書館、地区図書館･分
館、移動図書館は、通常どおり開館
します。
問市教育振興財団☎︎285-5551 FAX256-
7833

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12月10日～16日は、拉致問題など北
朝鮮当局による人権侵害問題への
関心と認識を深めることを目的と
した北朝鮮人権侵害問題啓発週間
です。
拉致問題は、我が国の主権および国
民の生命と安全に関わる重要な問
題です。多くの市民が関心を持ち、
認識を深め、解決に向けて機運を盛
り上げていくことが重要です。
問地域安全課☎︎245-5148 FAX245-5637

建物の安全確保のため、中間検
査･完了検査を受けましょう  

建築主は確認済証の交付後に工事を
着手し、中間検査（適用除外あり）
と完了検査に合格して、初めて建物
を使用できます。建物を建てるとき
は必ず、この検査を受けてください。
また、手続きを事業者に委託した場
合や中古物件を購入した場合など
も、確認済証、確認申請書の副本、
中間検査合格証、検査済証などの書
類を受け取り、大切に保管しましょう。
問建築情報相談課☎︎245-5839 FAX245-
5831

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）
対象住宅などに防水板設置予定の方
備考説明動画や申請方法など詳しく
は、HP「千葉市　防水板」で検索
問雨水対策課☎︎245-5613 FAX245-5497

パラスポーツ教室･体験会の
費用を助成

障害者を対象とするスポーツ、運動
やレクリエーションなどの教室や体
験会を開催した際の費用の一部を助
成します（上限20万円）。
対象団体　市民団体、障害者団体な
どの福祉団体、障害者スポーツ団体
など
備考申請方法、対象事業など詳しくは、
HP「千葉市　パラスポーツ振興補助
金」で検索
問オリンピック･パラリンピック調
整課☎︎245-5296 FAX245-5299

ボッチャ体験会

大気汚染状況10月分

内容市内の測定局で測定した10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、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 FAX  245-5581
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