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定員5人程度
申5月31日㈫必着。はに必のほか、生
年月日、応募動機を明記して、〒260-
8722千葉市役所健全育成課へ。 FAX
245-5995、 Eメールkenzenikusei.CFC@
city.chiba.lg.jp)も可
問同課☎245-5973 FAX前記

防災普及車（起震車）の利
用者

日時8～11月で希望する日の午前また
は午後
対象市内の町内自治会･防災会や事業
所など
備考利用場所は市内のみ、営利目的
の利用は不可。希望者が多数の場合、
6月15日㈬に公開抽選。詳しくは、HP

「千葉市　防災普及車」で検索
申5月31日㈫必着。往（1団体1通）に
必のほか、団体名、担当者名を明記
して、〒261-0004美浜区高洲4-1-16
千葉市防災普及公社へ。HP前記から
も可
問同公社☎248-5378 FAX248-7748

グリーンスローモビリティ
実証調査の参加者

グリーンスローモビリティ（時速20
キロメートル未満で公道を走ること
ができる電動車）を活用した身近な
移動手段確保に向けた実証調査を行
う団体などを募集します。
対象町内自治会、NPO法人など
備考詳しくは、HP「千葉市　グリスロ
　募集」で検索
申5月16日㈪～6月17日㈮必着。Eメ
ールで、公募申込書と実施計画書

（HPからダウンロード）を、交通政策
課 Eメールkotsu.URU@city.chiba.lg.jp
へ。〒260-8722千葉市役所交通政策
課へ郵送も可
問同課☎245-5352 FAX245-5568

お知らせ

千葉ロッテマリーンズ試合
日程

5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
5/1㈰ 14：00 北海道日本ハム

6㈮ 18：00 福岡ソフトバンク
7㈯ 14：00 福岡ソフトバンク
8㈰ 13：00 福岡ソフトバンク

17㈫ 18：00 楽天
18㈬ 18：00 楽天
19㈭ 18：00 楽天
27㈮ 18：00 阪神
28㈯ 14：00 阪神
29㈰ 14：00 阪神

問マリーンズ･インフォメーション
センター☎03-5682-6341、観光MICE
企画課 FAX245-5669

ジェフユナイテッド千葉
試合日程･ホームゲームに招待

5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･ジェフ
ユナイテッド千葉レディースの試合

日程をお知らせします。
ジェフユナイテッド千葉

日程 開始時間 対戦チーム
5/8㈰ 15：00 ファジアーノ岡山
15㈰ 15：00 ブラウブリッツ秋田
29㈰ 15：00 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉レディース
日程 開始時間 対戦チーム

5/22㈰ 13：00 アルビレックス
新潟レディース

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。席はメイン北コーナー自
由席
日時6月5日㈰14：00開始･対ベガルタ
仙台、18日㈯14：00開始･対大宮ア
ルディージャ、26日㈰14：00開始･
対東京ヴェルディ
対象市内在住･在学の小･中学生と保
護者
定員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。
試合が中止された場合などは、当
選無効。詳しくは、HP「ジェフユ
ナイテッド千葉」で検索
申5月13日㈮必着。はに保護者の
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。 Eメール 
hometown@city.chiba.lg.jpも可

問ジェフユナイテッドファンクラブ
事務局☎0570-064-325、観光MICE企
画課 FAX245-5669

全国健康保険協会千葉支部
の保険料率の変更

中小企業に勤務している方と家族な
どを対象とした、全国健康保険協会

（協会けんぽ）千葉支部の健康保険料
率は9.76％に引き下げ、介護保険料
率も1.64％に引き下げとなります。
詳しくは、お問い合わせください。
問同支部☎382-8315 FAX382-8321

赤十字活動資金の寄付に
ご協力を

5･6月は赤十字運動月間です。寄附さ
れた赤十字活動資金は、日本赤十字
社が行っている国内の災害救護、国
際救援活動などに役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
問日本赤十字社千葉県支部☎241-
7531、市地区本部（市社会福祉協議
会内）☎209-8868 FAX312-2442

1等･前後賞合わせて5億円
ドリームジャンボ宝くじを販売

日時5月6日㈮～6月3日㈮
内容当せん金＝1等3億円、1等前後賞
各1億円ほか
料金1枚300円
備考抽せん日＝6月13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☎245-5074 FAX245-5535

2022年度版ふれあいパスポ
ートを配布

対象の17施設が無料または割引で利
用できます。
対象施設＝市内映画館、ZOZOマ
リンスタジアム、フクダ電子アリー
ナなど
利用日＝土曜日、指定された日
配布場所＝区役所地域振興課
対象小･中学生

備考市内の学校は配布済み
問企画課☎245-5908 FAX245-5988

マイナンバーカード出張窓口

日時 場所5月11日㈬･25日㈬＝イオンマリ
ンピア店、14日㈯･15日㈰＝そごう
千葉店、17日㈫･31日㈫＝アリオ蘇
我、20日㈮･27日㈮＝イオン稲毛店、 
21日㈯＝イオンモール幕張新都心。
いずれも、10：00～16：00
定員各80人程度
備考出張窓口で申請した方には、クオ
カード1,000円分を進呈
申電話で、マイナンバーカード出張
窓口予約受付コールセンター☎400-
2851。直接来場も可
問同センター☎前記、区政推進課 FAX
245-5550

5月2日㈪誉田･子育てリ
ラックス館がオープン

日時月～土曜日10：00～16：00
場所緑区誉田町2-24（認定こども園白
梅幼稚園内）
対象就学前児と保護者
備考詳しくは、HP「千葉市　子育てリ
ラックス館」で検索
問幼保支援課☎245-5105 FAX245-5629

介護福祉士実務者･介護職員
初任者研修費用の一部助成

助成額　受講費用の半額（10円未満
切り捨て。実務者研修＝上限10万
円、初任者研修＝上限5万円）。申請
者本人が支払ったものに限る。
対象介護福祉士実務者研修または介護
職員初任者研修を修了し、介護職と
して就労している方
定員各先着50人程度
備考6月1日㈬から受け付け。申請方法
など詳しくは、お問い合わせいただ
くか、HP「千葉市　介護職員研修受
講者支援事業」で検索
問介護保険管理課☎245-5206 FAX245-
5623

土砂災害警戒区域等の開発
許可が厳格化

市街化調整区域内では、千葉市都市
計画法に基づく開発行為等の許可の
基準に関する条例など、一定の基準
に合う場合に開発行為を許可してき
ましたが、近年の頻発･激甚化する
自然災害に対応するため、都市計画
法および同法施行令が一部改正され
たことに伴い、同条例を改正するな
ど基準の見直しを行いました。
内容条例指定区域から土砂災害警戒区
域など災害リスクの高い区域を除外
対象駅1キロメートル範囲内の新規の
戸建住宅、共同住宅の建築を目的と
した開発行為
備考既存建築物の建替えなどについて
は、引き続き行うことができます。
詳しくは、HP「千葉市　調整区域　
開発許可基準の改正」で検索
問宅地課☎245-5320 FAX245-5583

都市計画道路事業関係図書
の縦覧

路線名＝①3･4･29号千葉寺町赤井町
線（松ケ丘町地区）、②3･2･7号浜野
町村田町線、3･3･8号村田町線、市
原都市計画道路3･3･6号八幡椎津線、
③3･4･37号幕張本郷松波線（弥生町
地区）、④3･3･24号塩田町誉田町線、
3･3･13号誉田駅前線、⑤3･4･80号本
町星久喜町線（亥鼻地区病院坂区
間）、7･5･3号市場町亥鼻町線、⑥
3･4･130号加曽利町大森町線（大森町
地区）、3・4・129号大森台駅前線
縦覧期限＝①2025年3月31日㈪、②

2026年3月31日㈫、③来年3月31日㈮、
④⑤2027年3月31日㈬、⑥2029年3月
31日㈯
縦覧場所＝道路計画課
問同課☎245-5369 FAX245-5571

国際交流･国際協力団体に活
動経費を一部助成

対象団体＝国際交流･国際協力に関
する団体
対象事業＝国際交流･協力に係る自
主活動事業で来年3月31日㈮までに
行うもの（1団体につき年間1件）
助成額＝上限10万円（事業内容によ
り算出方法が異なる）
備考申請書配布場所＝国際交流協会。
HP（「千葉市国際交流協会　団体助
成」で検索）からも可
申5月10日㈫～26日㈭に申請書を、〒
260-0026中央区千葉港2-1千葉市国
際交流協会へ
問同協会☎245-5750 FAX245-5751。日
曜日、祝･休日休業

Jアラートによる情報伝達試
験

日時5月18日㈬11：00
内容屋外スピーカー、SKYWAVE FM
(89.2MHz)、ちばし安全･安心メー
ル、電話･FAX配信サービス、SNS
などを使い、Jアラートによる情報
伝達試験を行います。屋外スピーカ
ー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

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に
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☎245-5841 FAX245-
5831

分譲マンションの再生活動
の費用の一部を補助

対象＝延べ床面積の2分の1以上が住
宅用途で、区分所有者が5人以上いる
老朽化したマンションの管理組合
要件＝再生活動およびその経費につ
いて総会で議決されていることなど
補助額＝活動費用の2分の1（上限25
万円）
件数＝5件
備考申請書配布場所＝住宅政策課。HP

（「千葉市　分譲マンション再生活
動」で検索）から印刷も可
申6月1日㈬～15日㈬必着。申請書を、
〒260-8722千葉市役所住宅政策課
へ。件数に満たない場合は、12月 
16日㈮まで先着順で受け付け
問同課☎245-5849 FAX245-5795

大気汚染状況3月分

内容市内の測定局で測定した3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 FAX245-5581
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