
対象女性　備考当日直接会場へ
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

弁護士による養育費相談

日時11月21日㈪13：30～16：30
場所稲毛保健福祉センター
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11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

LGBT専門相談

日時第1月曜日19：00～22：00（最終受
け付け21：30）、第3日曜日10：30～ 
13：30（最終受け付け13：00）
内容日常生活でLGBT当事者や周囲の
方が抱える性的指向や性自認が関係
する悩みなどの相談。相談専用電話
☎245-5440。LINE相談は、HP「千葉
市　LGBT専門相談」で検索
備考相談日ごと1人1回30分。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）☎245-3700 FAX 245-3711、
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

市職員（技能員）

日時1次試験＝12月3日㈯9：00から
場所市役所など
内容①学校での用務、土木事務所など
での作業など。②学校での調理、保
育所での調理･用務など
対象19８2年（昭和57年）4月2日～2005年

（平成17年）4月1日生まれの方
定員①4人、②若干名
備考受験案内など詳しくは、HP「千葉
市　職員募集」で検索
申電子申請で、11月2日㈬9：00～15日
㈫17：00受信分有効
問人事委員会☎245-5８70 FAX245-5８８9

健康づくりのためのフィッ
トネスクラブ利用

日時来年1･2月の2カ月間（利用は８回まで）
対象65歳以上で、利用希望施設の会員
でない方(要支援･要介護認定者、
2019年度以降利用した方を除く)
定員各施設10人程度　料金4,000円
備考利用できる施設など詳しくは、募
集案内（保健福祉センターで配布）、
HP（「千葉市　シニアフィットネス」
で検索）をご覧ください。
申11月15日㈫必着。往に必のほか、生
年月日、施設名を明記して、〒260-８722
千葉市役所健康推進課へ。電子申請も可
問同課☎245-5146 FAX 245-5659

動物公園ボランティア

内容動物の解説やイベントのサポート
など
対象1８歳以上で、原則月2回以上の活動
が可能な方
定員10人程度（面接により選考）
申11月30日㈬必着。申請書（動物公園
HPから入手。同園でも配布）をEメー
ルで、同園 Eメールdobutsu.ZOO@city.
chiba.lg.jpへ。〒264-0037若葉区源町
2８0千葉市動物公園へ郵送も可
問同園☎252-1111 FAX255-7116。水曜
日（祝･休日の場合は翌日）休園。入
園料＝高校生以上700円

市長と語ろう会（オンライ
ン）

日時12月17日㈯11：00～12：00
内容Zoomでのオンライン開催。テー
マ＝みんなでつくる快･適なまち‼
～千葉市がめざすスマートシティ～
定員対話に参加＝20人、視聴のみ＝100
人
備考詳しくは、HP「千葉市　市長と語
ろう会」で検索
申11月25日㈮17：00までに、電子申請
で。広報広聴課へ Eメール kohokocho.
CIC@city .chiba. lg . jp･☎245-
5609･ FAX245-5796も可（必のほか、参
加者全員の氏名･フリガナを明記）

ティーミーティングの参加
団体

日時12月20日㈫14：00～14：50
場所市役所市長室
内容市長と参加団体の活動内容につい
ての意見交換
定員 1団体（5～9人）
申11月11日㈮必着｡ Eメールで必のほ
か､ 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､広報広聴課Eメールkohokocho. 
CIC@city.chiba.lg.jpへ。電子申請、
FAX245-5796、はも可。郵送先＝〒260-
８722千葉市役所広報広聴課
問同課☎245-529８ FAX前記

すまいのリユースネットに
登録する空き家の募集

すまいのリユースネットに空き家･
マンションの空き室を登録すると、
ホームページに物件情報が掲載さ
れ、広く周知できます。地域貢献の
活用場所として賃貸を考えている空
き家も募集しています。
申申込書（市住宅供給公社で配布。
HP（「すまいのリユースネット」で検
索）から印刷も可）を、〒260-0026
中央区千葉港2-1千葉市住宅供給公
社へ郵送。 FAX245-7517も可
問同公社☎245-5690 FAX前記

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉レ
ディースホーム試合日程

日時 11月5日㈯13：00開始･対AC長野
パルセイロ･レディース
場所フクダ電子アリーナ
問ジェフユナイテッドファンクラブ
☎0570-064-325、観光MICE企画課 FAX
245-5669

千葉ZELVAホームゲーム招
待

日時11月12日㈯13：00開始･対トヨタ自
動車サンホークス、13日㈰13：00開
始･対警視庁フォートファイターズ

場所千葉公園体育館
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11月7日㈪までに、千葉ZELVAHP
から
問同チーム☎･ FAX290-9624

アルティーリ千葉ホーム試
合日程

日程 開始時間 対戦チーム
11/12㈯ 15：00 長崎ヴェルカ
　13㈰ 15：00 長崎ヴェルカ
場所千葉ポートアリーナ
問㈱アルティーリ☎307-7741（平日
11：00～1８：00） FAX307-7761

原爆被爆者への慰問金

市内在住で原爆被爆者健康手帳をお
持ちの方を対象に、毎年12月に慰問金
を支給しています。今までに一度も申
請をしていない方や振り込み先など
に変更のある方は手続きをお願いし
ます。申請場所＝保健福祉センター社
会援護課。申請期限＝11月30日㈬
問医療政策課☎245-5204 FAX245-5554

Jアラートによる情報伝達試
験

日時11月16日㈬11：00
内容屋外スピーカー、防災ラジオ、SK
YWAVE 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

ちばしエコライフカレンダ
ーの配布

環境にやさしい生活情報を盛り込ん
だ、カレンダーを配布します。
配布開始＝11月下旬から
配布場所＝環境総務課、区役所地域
振興課、市民センター･連絡所、コミ
ュニティセンター、保健福祉センタ
ー、ハーモニープラザ、生涯学習セ
ンター、消費生活センター、公民館、
市図書館。HP（「ちばしエコライフカ
レンダー」で検索）から印刷も可
問環境総務課☎245-5234 FAX245-5557

ちばスポレク祭
社交ダンスの会場変更

11月20日㈰9：00～13：00開催の社交
ダンスは、蘇我コミュニティセンタ
ーでの新型コロナワクチン接種延長
のため、会場をハーモニープラザ3階
ハーモニーホールへ変更します。
問福井さん☎263-８34８（1８：00～ 
22：00）、 ス ポ ー ツ 振 興 課 ☎245-
596８ FAX245-5994

千葉都市計画の変更に関す
る都市計画説明会

日時①11月12日㈯･②26日㈯10：00～
11：00
場所①おゆみ野公民館、②誉田公民館
内容①千葉都市計画公園（変更）大百
池公園＝中央区南生実町、緑区おゆ
み野中央2丁目の各一部、②千葉都市
計画道路（変更）3･3･22号大膳野町
誉田町線＝緑区大膳野町、誉田町1丁
目、誉田町2丁目、高田町の各一部
備考当日直接会場へ。資料は、①10月
2８日㈮、②11月11日㈮から都市計画
課で配布。HP（「千葉市　都市計画説
明会」で検索)から印刷も可
問同課☎245-5306 FAX245-5627

11月25日～12月1日は犯
罪被害者週間

だれもが、突然犯罪の被害者になる
恐れがあります。犯罪被害者などが
置かれる状況や、生活の平穏への配
慮の重要性などについて理解を深
め、社会全体で支えるためにできる
ことはなにかを考えてみませんか。
問地域安全課☎245-514８ FAX245-5637

迷惑電話防止のための通話録
音装置などの設置経費を補助

対象市内に住民登録があり、市税を滞
納していない、次のいずれかに該当
する方
•65歳以上の方のみの世帯
• 家族と同居しているが、普段日中

は65歳以上の方のみとなる世帯
対象機器　①通話録音装置＝既存の
固定電話に取り付けて、通話録音時
に通話内容を録音することを自動で
相手に伝える機能があるもの。②着
信拒否装置＝既存の固定電話に取り
付けて、相手の電話番号を自動で判
別し、着信を拒否するなどの機能が
あるもの。③①または②の機能がつ
いている固定電話機
補助額　対象機器の購入·設置経費
の4分の3以内（上限1万円）
備考対象機器購入前に要電話予約。予
約や申請の手続きは、家族など本人
以外でも可能。
詳しくは　HP「千葉市迷惑電話補助」
で検索
申11月7日㈪～来年1月31日㈫に電話
で予約後、申請書（区役所、公民館
などで配布。HPから印刷も可）を〒
260-0045中央区弁天1丁目25-1千葉
市消費生活センターへ郵送
問同センター☎207-3603 FAX207-3111

国民年金保険料は口座振替
がお得です

国民年金保険料を口座振替で納める
場合、他の納付方法よりも前納（6カ
月～2年分）での割引額が多いほか、
納付期限より1カ月早く納めると割
引される早割制度もあります。納め
忘れもなく便利な口座振替を、ぜひ
ご利用ください。詳しくは、HP「国
民年金　口座振替」で検索
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570-
003-004、千葉年金事務所（中央･若
葉･緑区）☎242-6320、幕張年金事務
所（花見川･稲毛･美浜区）☎212-
８621、健康保険課 FAX245-5544

稲毛区役所の改修工事を実
施

稲毛区役所は老朽化のため、大規模
改修工事を実施します。工事中も通
常どおり業務を行いますが、工事ス
ケジュールによって各窓口が移転し
ます。詳しくは、HP「稲毛区役所改
修工事」で検索。なお、駐車場の一
部が工事のため使用できませんの
で、公共交通機関をご利用ください。
工事期間　12月～2024年12月(予定)
問稲 毛 区 役 所 地 域 振 興 課 ☎2８4-
6102 FAX2８4-6149

大気汚染状況9月分

内容市内の測定局で測定した9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

情報けいじばん 2022年（令和4年）11月号18 ちば市政だより

日時＝日程･時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
申＝申込方法　問＝問い合わせ　は＝はがき　往＝往復はがき　HP＝ホームページ　必＝必要事項15面

＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他


