
市長メッセージ（第18号）

C o n t e n t s

政令指定都市

千葉市役所　☎043-245-5111（大代表）
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
ホームページ　https://www.city.chiba.jp

世帯数　460,357世帯　面積　271.76km2
(男　482,068人　女　496,688人）
人口　978,756人　前月（10月）比 45人減
千葉市データ （2022年11月1日現在）

らに磨き、いざというときに頼りになる子育てや高齢者･障害者福祉のセーフティネットが働く
都市づくりに全力で取り組んでまいります。
　既に「（仮称）検見川･真砂スマートインターチェンジ」と「検見川立体」の新規事業化が決定
され、穴川IC付近や千葉西警察入口交差点などでの渋滞の緩和と東京方面へのアクセスの向上が
図られるほか、緑区誉田地区などへの大型企業立地が実現し、雇用の創出が期待されます。また、
市内公共施設やコンビニエンスストアなどでの太陽光発電設備・蓄電池の導入や動物公園内でバ
イオマス熱ボイラーに置き換える取り組み、住宅のゼロ･エネルギーハウス化などに市と民間が
連携して取り組む計画が、環境省の「脱炭素先行地域」に選定されるなど、未来のまちづくりに
向けた確かな1歩を踏み出すこともできました。
　新型コロナウイルス感染症が再拡大しており、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念され
ています。発熱などの体調不良に備え、抗原検査キット（研究用ではなく医療･一般用のもの）や
解熱鎮痛剤のご家庭での事前準備、オミクロン株対応ワクチンの年内接種をぜひ検討してくださ
い。一方で過度な対策や自粛は地域活動などを停滞させ、健康リスクを高めることになりかねま
せん。適切な感染対策のもと、人との交流やサークルなどの活動を継続し毎日をお過ごしください。

　早いもので師走を迎えました。政令指定都市移行30周年の今年、千葉市基本計
画を策定し、「みんなが輝く 都市と自然が織りなす･千葉市」を、目指す都市の姿
としました。今後、都市機能と自然環境のいずれにも恵まれた千葉市の特長をさ
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の応募作品1,223点で市域図を描きました。の応募作品1,223点で市域図を描きました。
応募いただき、ありがとうございました‼応募いただき、ありがとうございました‼
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☎043-245-4894
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母子健康包括支援センターでは、安心して妊娠･出産･子育てができるよう、妊娠期から子育て期までの切れ目のない
支援を行っています。母子健康手帳の交付や妊娠後期の面接、産後ケア事業【下記】の申請受け付け、妊娠期から子育
て期までの相談などに、保健師や助産師が応じています。相談は電話･来所･オンライン（Zoom）で行っています。

市内在住で、体調や育児などに不安
があり、サポートが必要な産後4カ月
までの母親と赤ちゃんを対象に、助産
師による心身のケアや育児指導を行
っています。病院などの施設で母親の
休息や育児相談などが受けられる宿泊型や日帰り型と、助産師
が自宅を訪問し、健康状態のチェックや乳房ケアなどが受けら
れる訪問型があります。利用方法･料金など詳しくは、ホームペ
ージをご覧いただくか、母子健康包括支援センター【上記】へ
お問い合わせください。 千葉市　産後ケア

保健師･管理栄養士･歯科衛生士による育児
相談を実施しています。電話、来所のほか、訪
問、オンライン（Zoom）での相談もできます。

また、発達が気になる子どもに関する相談な
どでは、必要に応じて専門機関を紹介します。
問保健福祉センター健康課

　中　央 ☎221-2581 FAXFAX221-2590　花見川 ☎275-6295 FAXFAX275-6298
　稲　毛 ☎284-6493 FAXFAX284-6496　若　葉 ☎233-8191 FAXFAX233-8198
　　緑　 ☎292-2620 FAXFAX292-1804　美　浜 ☎270-2213 FAXFAX270-2065

一人ひとりのニーズにきめ細かく対応した、多様な保育･子育て支援サービスの利用について、専門のスタッフが相談に応じます。
問保健福祉センターこども家庭課

　中　央 ☎221-2172 FAXFAX221-2606　花見川 ☎275-6421 FAXFAX275-6318　稲　毛 ☎284-6138 FAXFAX284-6182
　若　葉 ☎233-8150 FAXFAX233-8178　　緑　 ☎292-8137 FAXFAX292-8284　美　浜 ☎270-3150 FAXFAX270-3291

妊娠中や出産後1年未満の子どもを抱えている家庭で、昼間、家
事や育児を手伝える人がいない場合などを対象に、ヘルパーを派遣
し、食事の準備･衣類の洗濯などの家事援助やおむつ交換･沐

も く よ く

浴介助
などの育児援助を行います。
利用回数　 1回2時間、1日2回、合計30回（多胎の場合は50回）

まで
利用料金　 初回無料、2回目以降1回1,680円（生活保護･市民税

非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は250円）
詳しくは、 千葉市　エンゼルヘルパー

問幼保支援課 ☎245-5180 FAXFAX245-5629

学校生活のこと、性格･習慣の
こと、発達･言葉の遅れのことな
ど、子どもに関する悩みや不安に
ついて、家庭相談員が相談に応じ
ます。

出産後に手伝ってくれる人がいない、授乳や赤ちゃんのお世話がうまくできるか心配など、産後の育児や体調に不安や
困りごとがある方は、ぜひご利用ください。

子どもの成長や発達、しつけのことなど、子育ての中で悩みや不安を抱えたり、イライラしたりするの
は誰でも同じです。悩んだり困ったりしたときは一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

お住まいの区の保健福祉センター健康課･こども家庭課、子育て支援館、地域子育て支援センター、子育
てリラックス館などが子育てをサポートします。相談時間など詳しくは、 千葉市　子育てナビ　

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援

産後の不安や困りごとの支援

悩みや不安の相談窓口

問家庭児童相談室（保健福祉センターこども家庭課内）
　中　央 ☎221-2151 FAXFAX221-2606　花見川 ☎275-6445 FAXFAX275-6318
　稲　毛 ☎284-6139 FAXFAX284-6182　若　葉 ☎233-8152 FAXFAX233-8178
　　緑　 ☎292-8139 FAXFAX292-8284　美　浜 ☎270-3153 FAXFAX270-3291

母子健康包括支援センター

産後ケア事業 エンゼルヘルパー

育児相談 家庭児童相談室

子育て支援コンシェルジュ

子どもたちの健やかな成長には、妊産婦や保護
者が育児への不安や孤立感を抱え込まないことが
重要です。市にはさまざまな支援や相談窓口があ
りますので、お気軽にご利用ください。

その育児の不安、その育児の不安、

一人で抱え込まないで一人で抱え込まないで

利用者の声
・体を休めることができ、睡眠不足が解消した。　　　　・ヘルパーさんの親切な声掛けが嬉しかった。
・前かがみや腹圧のかかる作業をしてくれて助かった。　・家事をお願いしている間に、上の子の相手ができてよかった。

問母子健康包括支援センター（保健福祉センター健康課内）
　　中　央 ☎221-5616 FAXFAX221-2590　花見川 ☎275-2031 FAXFAX275-6298　稲　毛 ☎284-8130 FAXFAX284-6496
　　若　葉 ☎233-6507 FAXFAX233-8198　　緑　 ☎292-8165 FAXFAX292-1804　美　浜 ☎270-2880 FAXFAX270-2065

ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします‼
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住宅用火災警報器は24時間365日働いています。古くなると電子部品の寿命や電池切れ
などで火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に本体の交換が推奨されてい
ます。

千葉市では、2008年に全ての住宅に火災警報
器の設置が義務付けられました。警報器には寿命
があり、約10年での交換を勧めています。

自宅の警報器を交換し忘れていませんか。
問消防局予防課 ☎202-1688 FAXFAX202-1669

冷蔵庫のように、
24 時間働いてくれ
ているんだ

千葉市消防団PRキャラクター
けしびろう

設置年を確認しよう‼

まずは、自宅に取り付けられている警報器
がいつ設置されたものかを確認しましょう。

警報器を設置した時に記入した「設置年
月」、または本体に記載されている「製造年
月」を確認してください。

警報器がきちんと作動すれば、命や財産を守れます

STEP 11 STEP 22

記載場所（例）

2009年1月設置 製造年月2010.10

（裏面）

揚げ物中、ついつい電話に夢中になり…
揚げ物中に電話が鳴り、鍋を火に

掛けたまま電話に出た。電話に夢中
になっている間に、鍋から出火。

警報器の警報音で火災に気付き、
初期消火を実施。さらに、警報音を
聞いた隣人が台所の煙を確認し、
119番通報しました。エアゾール式
簡易消火器具を使って消火できたため、大事には至りませんでした。
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324万円

196.2万円

えっ

これ、
寿命寿命 があったの？

火火住宅用 警報器災災

しましたか？交交 換換

警報器に救われた事例
就寝中、掛け布団が電気ストーブに当たり…

2階寝室で就寝中、掛け布団が電気スト
ーブに接触して着火し火災となりました。

警報器の警報音で目が覚め、布団から煙
が出ているのを確認。同時に1階リビング
の連動型警報器も鳴ったため、リビングに
いた家族も加わり、初期消火と119番通報
をしました。早期に発見し、初期消火でき
たため、大事には至りませんでした。

住宅用消火器の設置 感震ブレーカーの設置

警報器以外の対策も
重要です。詳しくは、
千葉市　火災予防情報　

家庭でできる
火災対策

警報器以外にも‼

警報器で死者数は半減します‼

連動型の住宅用
火 災 警 報 器 は、 
1カ所で火災を感
知すると、他の部
屋に設置した警報
器も連動して発報
します。

他の場所で
火事です

他の場所で
火事です

他の場所で
火事です

火事です
火事です

離れた部屋の火災にも、
すぐに気付ける連動型がお薦めです‼

警報器が正常に作動しているかを確認する
ためには、小まめな点検が必要です。

ボタンを押すかひ
もを引いて作動確認
をします。作動しな
かったら、本体の交
換が必要です。

電池切れや故障の際は合図が鳴ります
「ピッ‼」という音が何秒かごとに鳴る

場合は、電池切れの合図です。
「ピッ‼ピッ‼ピッ‼」と連続して鳴る

場合は、故障している合図です。

作動するか点検しよう‼

設置または製造から10年経っていたり、作
動していなかったりしたら、新しい警報器に
交換しましょう。

警報器は、ホームセンターや家電量販店な
どで購入できます。取り付けは、ドライバー
1本あれば簡単に設置できます。

本体を交換しよう‼

千葉市消防団PRキャラクター
けしびーな

機器本体は不燃ごみ、
電池は有害ごみに分別
して捨てよう‼

警報器の寿命は設置から約10年です

ちば市政だよりが破損･汚損している場合や、届かない場合は、㈱地域新聞社☎202-0120（平日9：00～17：00）へご連絡ください。
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年末年始のお知らせ
年末年始（12月29日㈭～1月3日㈫）の市役所･区役所などの開

庁日、主な施設の開館状況、応急診療を行っている医療機関など
をお知らせします。

年末年始のごみの収集については５面をご覧ください。

市役所コールセンター
☎245-4894 FAXFAX248-4894

利用時間　平日8：30〜18：00

〔土曜日、祝・休日（日曜日を
除く）、年末年始は17：00まで〕

年末年始
も利用
できます

市役所、区役所などの開庁日
市役所、区役所
市民センター、連絡所

年末 年始
12/28㈬まで 1/4㈬から

戸籍の届出、埋火葬許可証の交付は年末年始も終日受け付け
戸籍（出生･死亡･婚姻届など）の届出、埋火葬許可証の交

付は年末年始も受け付けます。書類不備や記載漏れを防ぐた
め、不明な点は事前にお問い合わせいただくか、ホームペー
ジでご確認ください。

詳しくは、 千葉市　戸籍の届出　

受付場所　区役所警備員室（中央区は2階防災センター）
問区役所市民総合窓口課

　中　央 ☎221-2110 FAXFAX221-2161
　花見川 ☎275-6237 FAXFAX275-6848
　稲　毛 ☎284-6110 FAXFAX284-6151
　若　葉 ☎233-8129 FAXFAX233-8165
　　緑　 ☎292-8110 FAXFAX292-8160

　　美　浜 ☎270-3129 FAXFAX270-3196

主な市の施設の開館状況（〇印が開館）

施設名 12/28
㈬

29
㈭

30
㈮

31
㈯
1/1
㈷

2
（休日）

3
㈫

4
㈬

アクアリンクちば（12/29～1/3は
18：00まで、1/1は12：00から） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

いきいきプラザ･センター 〇 〇
稲毛記念館 〇 〇
科学館 〇 〇 〇 〇
加曽利貝塚博物館 〇 〇
郷土博物館 〇 〇
勤労市民プラザ 〇 〇
公民館（図書室を含む） 〇 〇
子育て支援館 〇 〇
子ども交流館 〇 〇
コミュニティセンター（中央は
1/4も休館） 〇 〇

市民ギャラリー･いなげ 〇 〇
市民ゴルフ場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
生涯学習センター 〇 〇
男女共同参画センター 〇 〇
千葉ポートタワー（1/1は5：00
～9：00（予約者のみ）、1/2～4は
10：00～17：00)

〇 〇 〇 〇

動物公園 〇 〇
図書館、分館（1/4は13：00から） 〇 〇
都市緑化植物園 〇 〇
美術館（12/26･27は展示室閉
室、1/4は常設展のみ開催） 〇

埋蔵文化財調査センター 〇 〇
・上記以外のスポーツ施設は、原則、12月29日㈭～1月3日㈫は休館です。

詳しくは、各施設へお問い合わせください。
・花の美術館は工事のため休館中です。

診療　 千葉市医師会などの協力で夜間・休日の応急診療を行っています。

夜　間 休　日
夜間応急診療（夜急診）
（美浜区磯辺3-31-1海浜病院内）
☎279-3131
【内科・小児科】

休日救急診療所
（美浜区幸町1-3-9

総合保健医療センター内）
テレホンサービス☎244-5353
【内科・小児科・外科・整形外科耳鼻いんこう科・眼科・歯科】

日曜日、祝日、年末年始

診療
時間

平日 19：00～24：00
土・日曜日、

祝日、年末年始 18：00～24：00

新型コロナウイルス感染症の影響に
より診療時間などを変更する可能性
があります。

診療時間 9：00～17：00

受付時間 8：30～11：30
　　　13：00～16：30

夜間外科系救急当番医療機関
テレホンサービス☎244-8080

【外科・整形外科】

産婦人科休日緊急当番医
テレホンサービス☎244-0202

【産婦人科】日曜日、祝日、年末年始
案内時間 08：00～翌日6：00 案内時間 8：00～17：00
診療時間 18：00～翌日6：00 診療時間 9：00～17：00

夜間開院医療機関案内
☎246-9797 ＊ 電話での医療相談は行っていません

受診時の持ち物は【左記】案内時間 017：30～19：30
月～土曜日（祝日、年末年始を除く）

夜間や休日に急病で困ったときは…
電話相談　すぐに受診するべきか、医師や看護師が電話でアドバイスします。
　救急安心電話相談　☎#7009（IP電話からは☎03-6735-8305）
　　平日・土曜日18：00～翌朝6：00、日曜日・祝日・年末年始9：00～ 
　　翌朝6：00
　こども急病電話相談　☎#8000（IP電話からは☎043-242-9939）
　　19：00～翌日6：00（365日）

急病のときは、応急診療のご利用を
年末年始は、一部の医療機関（内科）のほか、休日救急診療所な

どで応急診療を行っています。急病のときは、ご利用ください。
なお、応急処置のため、処方される薬は必要最小限の日数分にな

ります。常用している薬がある方は、かかりつけ医の診療日を確認
の上、薬が無くなる前に受診し、処方を受けましょう。

また、詳しい検査やインフルエンザ簡易迅速検査は原則行いませ
ん。本当に必要な方が適切な医療を速やかに受けられるよう、ご協
力をお願いします。

病気の原因によっては、2次病院（必要な検査、処置、入院など
のできる病院）に紹介する場合があります。

診 療 科　内科　　診療時間　9：00～17：00
持 ち 物　・健康保険証（各種受給者証をお持ちの方は一緒に持参）

　　　　　　・診療代金　・薬（服用している方）
　　　　　　・お薬手帳（お持ちの方）

医療機関情報など詳しくは、 千葉市　医療機関　

問医療政策課 ☎245-5210 FAXFAX245-5554

日程 医療機関名 所在地 電話番号

12/29㈭

千葉中央メディカルセンター 若葉区加曽利町1835-1 232-3691
稲毛病院 稲毛区小仲台6-21-3 253-7211
井上記念病院 中央区新田町1-16 245-8800
斎藤労災病院 中央区道場南1-12-7 227-7437
千葉みなと病院 中央区中央港1-29-1 241-5381

30㈮
三愛記念病院 中央区新千葉2-2-3 246-2271
柏戸病院 中央区長洲2-21-8 227-8366

31㈯ 千葉健生病院 花見川区幕張町5-392-4 0570-06-1081
1/2（休日）山王病院 稲毛区山王町166-2 421-2221

休み
休み

休み
休み
休み
休み
休み
休み

休み

休み

休み

休み
休み

休み

休み

休み

休み

休み

休み

休み

休み

固定資産税･都市計画税第3期の納期限は12月26日㈪です。納付をお忘れなく‼口座振替の方は残高をご確認ください。
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ましょう。

消防出初式冬の交通安全運動

不法投棄をしない‼させない‼年末年始のごみの収集

編集担当Ｇ

年末年始のごみの収集･自己搬入などについて、お知らせします。
家庭ごみの収集日
いずれも、【下記】日程の各地区収集日。

ごみは早朝から朝8：00（木の枝･刈り草･
葉は10：00）までにお出しください。

一時多量ごみ･粗大ごみの収集･自己搬入
　収集を依頼する場合
　・�一時多量ごみ=電話で、市廃棄物リサイクル事業協同組合�☎204-

5805へ申し込み（平日9：00～12：00、13：00～17：00）。
　　受付期間　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から
　・粗大ごみ＝ホームページから申し込み。 千葉市　粗大ごみ受付　

　　�電話で、粗大ごみ受付センター�☎302-5374も可（平日9：00～
16：00、土曜日9：00～11：30）。

　　受付期間　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から
　＊�12月は申し込みが多いため、収集が1月以降になる場合もありま

す。
　自己搬入する場合

　　受付期間　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から
　　受付時間　�①～③平日13：00～16：00
　　　　　　　④平日9：00～16：00、土曜日9：00～12：00
し尿･浄化槽清掃
　受付期間　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から
問収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477

「飲酒運転は絶対しない、させな
い、許さない」をスローガンに、
12月10日～19日の10日間、冬の
交通安全運動を県下一斉に実施し
ます。一人ひとりが交通ルール･
マナーを守り、交通事故をなくし

ごみを道路や空き地に捨てるなど、ごみ出しルールを守らずに捨て
ることは不法投棄です。ごみの分別･排出ルールを守り、正しく出しま
しょう。
市では、監視カメラの設置や監視パトロールを行うなど、不法投棄

の未然防止･対策を強化しています。
廃家電製品などの処理方法
　�家電リサイクル対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗
濯機、衣類乾燥機）
・販売店に引き取りを依頼する。
・次の指定引取場所に自己搬入する。
　リバー㈱千葉事業所（稲毛区六方町210）☎423-1148
　㈱つばめ急便千葉第四センター（稲毛区長沼原町225-1）
　☎258-4060
・市一般廃棄物処理業許可業者に収集を依頼する。
　市廃棄物リサイクル事業協同組合�☎204-5805
違法な不用品回収業者にご注意を
軽トラックなどで巡回し、廃家電製品などの不用品の処理を請け負

う業者や、空き地などに拠点を構え、無料回収と看板を掲げている業
者は、市の許可を受けていないため、廃棄物の収集や処分を行うこと
ができません。こうした業者による廃家電製品などの回収は、不法投
棄や高額な料金を請求されるといったトラブルの要因となります。
廃家電製品などの不用品は、違法な不用品回収業者を利用せず、適

正な方法で処理を行ってください。
私有地にごみを捨てられないようご注意ください
土地の所有者･管理者は、私有地のごみを自らの責任で処理しなく

てはなりません。ごみを捨てられないよう、フェンスや看板を設置し
ましょう。
また、雑草はごみの目隠しとなりますので、定期的に刈りましょう。
スクラップヤードへの土地の提供について
「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」により、土地所有者
は、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管場として土地を譲渡
･賃貸する際、市民生活の安全および生活環境の保全上支障がないこと
を確認しなければなりません。土地を提供する際は、スクラップの搬
出入先や作業時間など、作業内容を十分確認し、事業計画に疑わしい
点がある場合には、安易に土地を提供しないようにしましょう。
また、土地所有者は、発生した苦情などに対し、誠意をもって解決

に当たらなければなりません。周辺への影響を考慮し、土地を提供す
る際は十分注意しましょう。
問家庭ごみ相談ダイヤル�☎204-5380
　収集業務課�☎245-5246�FAXFAX245-5477
　産業廃棄物指導課（スクラップヤードへの土地提供について）
　☎245-5683�FAXFAX245-5689

消防車両のパレードや消防隊の演
技披露など、見どころ満載のイベン
トです。
　詳しくは、 千葉市消防局　出初式　

12月は不法投棄防止強化月間

12月10日～19日

　日　　時　�1月14日㈯10：00～
11：30（9：00開場。
車両見学は12：10まで）　荒天中止

　会　　場　稲毛海浜公園第2駐車場
　内　　容　�・式典　・消防車両のパレード
　　　　　　・消防隊の総合演技
　　　　　　・消防車･救急車などの見学
　注意事項　来場の際は公共交通機関をご利用ください。
問消防局総務課�☎202-1611�FAXFAX202-1614

区分 年末 年始
可燃ごみ

12月30日㈮まで 1月4日㈬から
資
源
物

びん･缶･ペットボトル
古紙･布類

木の枝･刈り草･葉
12月28日㈬まで

1月16日㈪から
不燃ごみ･有害ごみ 1月4日㈬から

区分 施設名･電話番号

一時
多量
ごみ

可燃ごみ ①新港清掃工場�☎242-3366
②北清掃工場�☎258-5300

不燃ごみ ③新浜リサイクルセンター�☎263-9100

粗大
ごみ

布団類、カーペ
ット、畳など ①②

④環境事業所
　中央･美浜�☎231-6342
　花見川･稲毛�☎259-1145
　若葉･緑�☎292-4930上記以外 ③

古紙 収集業務課へお問い合わせください。

飲酒運転は悪質危
険な犯罪です。
一人ひとりが強い
意志を持ち、飲酒
運転を根絶しまし
ょう。

　重点目標
　・飲酒運転の根絶
　・子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全確保
　・自転車の交通ルール遵守の徹底
問地域安全課�☎245-5148�FAXFAX245-5637

ケーブルテレビ広報番組�J：COM千葉セントラル「ちば情報Clip」は第1･3水～土曜日9：00～、20：00～放送
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フードドライブとは、家庭で余っている
食品を集め、フードバンクなどを通じて食
品を必要としている人に提供する活動で
す。
今回のフードドライブで集めた食品は、

市内にあるボランティア団体「フードバン
クちば」に提供します。
家庭での食品ロス（まだ食べられるのに

フードドライブを実施します
家庭で余っている食品はありますか？

捨てられてしまう食品）を減らす取り組みに、ぜひご協力ください。
期間 場所

12/1㈭～21㈬の平日8：30～17：30 市役所1階ロビー

12/7㈬～20㈫9：00～21：00 誉田公民館
稲浜公民館

1/12㈭～25㈬
9：00～21：00 松ケ丘公民館

千城台公民館

10：00～21：00 イオンタウンおゆみ野
2階中央カウンター横

2/2㈭～15㈬9：00～21：00 幕張公民館
小中台公民館

対象食品　�米、缶詰、乾物、調味料、インスタント食品、菓子類、
飲料など、賞味期限が2カ月以上先で未開封のもの

　　　　　＊回収する食品には条件があります。
対象食品や回収条件など詳しくは、 千葉市　フードドライブ　

問廃棄物対策課�☎245-5603�FAXFAX245-5624

交通事故に伴う治療などの際は
手続きに注意
交通事故など第三者の行為によるけがの治療などで国

民健康保険や介護保険を利用する場合は、届け出が必要
です。
お住まいの区の区役所市民総合窓口課または保健福祉

多重債務者特別相談
多重債務について弁護士が相談に応じます。
日　　時　12月8日㈭･22日㈭13：00～16：00（1人30分程度）
会　　場　消費生活センター
定　　員　各先着6人
注意事項　債務者本人が来所。家族の同伴も可。電話相談不可。
申込方法　電話で、消費生活センターへ。

問消費生活センター�☎207-3000�FAXFAX207-3111

センター高齢障害支援課介護保険室で手続きをしてください。
届け出に必要な物
・�届け出に応じた保険証（国民健康保険被保険者証または介護保険被
保険者証）

・交通事故証明書（交通事故の場合のみ）
・印鑑
詳しくは、 千葉市　第三者行為　

問区役所市民総合窓口課（国民健康保険に関すること）
中　央�☎221-2131�FAXFAX221-2680　花見川�☎275-6255�FAXFAX275-6371
稲　毛�☎284-6119�FAXFAX284-6190　若　葉�☎233-8131�FAXFAX233-8164
　緑　�☎292-8119�FAXFAX292-8160　美　浜�☎270-3131�FAXFAX270-3193

　保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（介護保険に関すること）
中　央�☎221-2198�FAXFAX221-2602　花見川�☎275-6401�FAXFAX275-6317
稲　毛�☎284-6242�FAXFAX284-6193　若　葉�☎233-8264�FAXFAX233-8251
　緑　�☎292-9491�FAXFAX292-8276　美　浜�☎270-4073�FAXFAX270-3281

育成中の子猫のお見合い会
動物保護指導センターで収容している

子猫を新しい家族に譲ります。
子猫の飼い主になりませんか。
詳しくは、 千葉市　育成中の子猫を譲渡

日　　時　12月21日㈬

問動物保護指導センター�☎258-7817�FAXFAX258-7818

　　　　　＊お見合い時間は1組30分。時間は申し込み後、決定
会　　場　動物保護指導センター
対　　象　愛玩目的で終生適正に飼うことができる方
申込方法　�12月12日㈪～16日㈮に、ホームページで希望の子猫を

確認の上、電話で動物保護指導センターへ。

そのほかの犬や猫については、随時、譲渡の相談を受け付けてい
ます。ホームページで譲渡可能な犬や猫を確認の上、お問い合わせ
ください。予約なしの見学はできません。

インフルエンザを予防しましょう
インフルエンザが流行しやすい季節となり

ました。今年の冬は新型コロナウイルス感染
症と同時流行する可能性があります。感染を
予防するため、次の点を心がけましょう。
外出後や食事の前には、手洗いする
人混みや繁華街への外出を控える
特に高齢者や慢性疾患のある人は、感染すると重症化することがあ

ります。
十分な睡眠と休養を取り、バランスのよい食事を取る
日頃から、自己の免疫力を高めておくことも重要な予防策です。
咳エチケットを心がけ、マスクを着用する
マスクは、咳やくしゃみによる飛沫（ひまつ）とそれらに含まれる

ウイルスなど病原体の飛散を防ぐ効果が高いとされています。
適度な湿度（50～60パーセント）を保つ
空気が乾燥すると、喉の粘膜が乾燥して、ウイルスを防御する力が

衰えるため、感染しやすくなります。
予防接種を受ける
ワクチンにはインフルエンザの発症をある程度抑える効果や、重症

化を防ぐ一定の効果が期待できます。
問感染症対策課�☎238-9974�FAXFAX238-9932

特定健康診査･健康診査
生活習慣病を予防するため、40歳以上の方に特定健康診査と健康

診査を実施しています。対象者には5月に受診券を送付しましたので、
まだ受診していない方は、早めに受診してください。
受診券を紛失した場合は、再発行しますので、健康支援課へご連絡

ください。電子申請でも発行手続きができます。千葉市　特定健康診査

勤務先などの健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など）
に加入している方やその被扶養者の方は、勤務先などにお問い合わせ
ください。

受診は2月まで

問健康支援課�☎238-9926�FAXFAX238-9946

健診結果の提供にご協力を
千葉市国民健康保険加入中に、職場健診や自費で人間ドックを受

診した方は、2022年度受診分の健診結果を提供してください。被
保険者の健康状態を把握し、今後の事業計画に活用します。提供者
には謝礼もあります。
詳しくは、 千葉市　健診結果提供

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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オミクロン株対応ワクチンは、前回の接種から3カ月が経過していれば、
接種を受けられるようになりました。
今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時

流行が懸念されています。オミクロン株対応ワクチンは、これまでのワク
チンを上回る重症化予防効果とともに、感染予防効果、発症予防効果も期
待されていますので、接種を受けられる時期がきた方は、ぜひ、お早めの
接種をご検討ください。詳しくは、 千葉市　コロナワクチン　追加接種　

住民税非課税世帯等が対象です。詳しくは、市価格高騰
緊急支援給付金コールセンターまたは価格高騰緊急支援給
付金の相談窓口にお問い合わせいただくか、ホームページ
をご覧ください。 千葉市　価格高騰　給付金　

対象世帯
①�住民税非課税世帯　世帯全員の2022年度分の住民税
均等割が非課税で、2022年9月30日時点で千葉市に
住民登録があり次のいずれかに該当する世帯

　・2022年1月1日以前から世帯全員が千葉市在住
　　�対象と思われる世帯には確認書を送付しました。内

容をご確認の上、ご返送ください。
　・2022年1月2日以降に転入した方がいる世帯等
　　申請書の提出が必要となります。
②�家計急変世帯　申請時点で千葉市に住民登録があり、
予期せず2022年1～12月の収入が減少し①と同様の
事情にあると認められる世帯。

　申請書の提出が必要となります。
＊いずれも課税されている方の扶養親族等のみの世帯を除く
支給金額　1世帯につき5万円
提出期限　1月31日㈫消印有効
申�請書の入手方法　市価格高騰緊急支援給付金コールセン
ターに電話で請求または価格高騰緊急支援給付金の相談
窓口で配布（ホームページから印刷も可）。

原油価格や、電力･ガス･食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯
等や、子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。

子育て世帯が対象です。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧
ください。 千葉市　子育て　給付金　

対�象世帯　10月1日時点で、千葉市に住民登録があり、2007年（平成19年）4月
2日～2023年 (令和5年)2月28日に生まれた児童を養育する世帯など
支 給 額　1世帯につき1万円　　支給時期　12月下旬以降
問市子育て世帯臨時給付金事務局�☎400-2606　こども企画課�FAXFAX245-5547

市ワクチン接種
予約サイト

●ワクチンの接種予約、接種会場、接種券発行
　市コロナワクチン接種コールセンター�
　☎0120-57-8970
　8：30～21：00（土･日曜日は18：00まで）
＊年末＝12月28日㈬21：00まで
　年始＝1月4日㈬8：30から
　耳や言葉の不自由な方
　FAXFAX245-5128�Eメールcv-call@city.chiba.lg.jp

新型コロナウイルス感染症関連情報
オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮されました

相談・問い合わせ

臨時給付金を支給します
価格高騰緊急支援給付金

個別接種
かかりつけ枠

一般枠

集団接種
（中央コミュニティセンター）

医療機関ごとの予約方法

市コロナワクチン接種コ
ールセンター【下記】で予
約

接種日時点で生後6カ月以上の方は新型コロナワクチンの接種を受
けられるようになりました。
新たに接種を受けられるようになった方には、既に接種券を送付し

ています。今後、対象となる方には、生後6カ月を迎える月の翌月中
旬に接種券を送付します。ワクチンの接種にあたっては、安全性・有効
性のほか、接種後の副反応など、さまざまな観点からご検討ください。
接種は強制ではありません。
ワクチンの種類　ファイザー社の乳幼児用新型コロナワクチン
接種回数　初回接種として3回
接種間隔　2回目　1回目接種の3週間後
　　　　　3回目　2回目接種の8週間後
＊�接種の実施期間である3月31日㈮までに初回接種を完了するには、
原則、1月13日㈮までに1回目の接種を受ける必要があります。 ＊ご予約の際はお手元に接種券をご用意ください。

予�約方法　個別接種で各医療機関が直接予約を管理する「かかりつけ
枠」での接種を予約する方は、直接、医療機関にお問い合わせくだ
さい。個別接種でどなたでも接種を受けられる「一般枠」や集団接
種会場での接種を予約する方は、市コロナワクチン接種コールセン
ター【下記】で電話予約できます。なお、WEB予約を開始する場合
は、別途、市ホームページなどでお知らせします。

乳幼児（生後6カ月～4歳）へのワクチン接種が始まりました

家�計急変世帯の判定　2022年度分の住民税均等割が課されている世帯全員の、
2022年1月以降の任意の1カ月の収入（給与･事業･不動産･年金収入（非課税は除
く）の合計）を年収または所得に換算して、個々に判定します。
例　扶養親族がいない単身世帯で給付金の対象となる場合

＊非課税相当限度額について詳しくは、申請書をご確認ください。

問�市価格高騰緊急支援給付金コールセンター�☎0120-776-090（平日8：30～17：30）
　耳や言葉の不自由な方　FAXFAX245-5541�Eメールkyuhukin-suisin@city.chiba.lg.jp

令和4年度千葉市子育て世帯臨時給付金

価格高騰緊急支援給付金の相談窓口を開設中（支給対象の確認・申請は不可）
日時　平日8：30～17：30　期間　1月31日㈫まで
会�場　中央保健福祉センター13階、花見川保健福祉センター3階、稲毛保健福祉セ
ンター1階、若葉区役所1階、緑保健福祉センター2階、美浜保健福祉センター4階

任意の1カ月の収入
8万円

年間収入
96万円

非課税相当限度額（収入額）
100.0万円×12カ月 ≦

年末年始のワクチンパスポートの発行
12月29日㈭～1月3日㈫は申請受付･発行を行いません。
年内に必要とされる方は、12月23日㈮（必着）までに郵送にて

申請を行ってください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、
年末年始もコンビニエンスストアやアプリで発行できます。

●接種後の副反応、医学的知見が必要となる専門的な相談
　県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
　☎03-6412-9326　24時間（土･日曜日、祝日を含む）

年内に初回接種を完了することをご検討ください
現在、オミクロン株対応ワクチンは追加接種のみで使用されてい

るため、初回接種が完了しないと接種を受けることはできません。
オミクロン株対応ワクチンでの追加接種をご希望の方は、年内に

初回接種を完了することをご検討ください。
詳しくは、 千葉市　コロナワクチン　初回接種　

初回接種をまだ受けていない方へ

催しなどに参加するときはマスクを着用し、体調が優れない場合などは、参加を控えるようお願いします。
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チャレンジシニア教室

認知症介護交流会

小学校入学の準備金を支給します

オープンボッチャ大会

スイス･クリスマスマーケット

冬越しするムシたち

まいぶん古代体験教室

体操、料理実演、アミューズメントカジノなどを楽しみながら、介
護予防に取り組みませんか。詳しくは、 千葉市　チャレンジシニア教室　

対　　象　�市内在住の65歳以上の方（要介護･要支援認定を受けて
いる方を除く）

定　　員　�各20人（高洲コミュニティセンターは16人。初めての
方を優先）

申込方法　�12月15日㈭必着。往復はがきに必要事項12面のほか、生
年月日、希望する会場を明記して、〒260-8722千葉市
役所健康推進課へ。電子申請も可。

問健康推進課�☎245-5146�FAXFAX245-5659

認知症を正しく理解するとともに、介護のヒントを得たり、心の負
担を軽減する場として、介護者や経験者などの交流会を行います。
日　　時　12月19日㈪13：30～15：30
会　　場　若葉保健福祉センター
内　　容　介護経験者の体験談、交流会、個別相談（希望者のみ）
対　　象　認知症の人を介護している方など
定　　員　先着20人
申�込方法　12月15日㈭までに電話で、認知症の人と家族の会へ。
個別相談は、12月13日㈫までに申し込み。

問認知症の人と家族の会
☎204-8228（月･火･木曜日13：00～16：00）FAXFAX204-8256
地域包括ケア推進課�☎245-5267

4月に子どもが小学校に入学予定で、経済的に困っている保護者に、
学用品や通学用品を購入するための準備金を支給します。支給は3月
下旬を予定しています。
対�　　象　2023年1月1日時点で千葉市に住民票があり、次のいず
れかに該当する方

　・�2021または2022年度中に生活保護を受給していたが、申し込
み時に受給していない

　・2021または2022年度の市民税が非課税
　・�申込時に国民年金保険料が免除されている、または国民健康保

険料が減免されている
　・申込時に児童扶養手当を受給
　・上記のほか、経済的に困難または特別の事情がある
　＊対象となる所得額の目安
　　例＝4人世帯の場合、世帯の総所得236万円以下
申請期間　1月20日㈮まで　　支 給 額　54,060円（予定）
申�請方法　申込書（就学時健康診断で配布。ホームページから印刷
も可）を市立小学校へ。

詳しくは、 千葉市　就学援助　

問学事課�☎245-5928�FAXFAX246-6424

障害の有無や年齢に関係なく参加できるボッチャ大会です。
日　　時　2月23日㈷10：00～17：00
会　　場　千葉ポートアリーナ
内�　　容　①競技部門＝優勝を目指して日
頃の練習の成果を競い合います、②レク
部門＝レクリエーションとして楽しみま
す。午後は希望者のみ交流戦を予定。

　＊試合は3人対3人の団体戦。リーグ戦を実施予定。
対�　　象　小学生以上で、①ボッチャのおおまかなルールが分かる
方、②ボッチャ初心者（保護者同伴の場合は、就学前児の参加も可）
定　　員　56チーム（1チーム3～5人）
申�込方法　12月15日㈭～1月22日㈰に、ホームページから。詳し
くは、 千葉市オープンボッチャ大会　

問第3回千葉市オープンボッチャ大会運営事務所
　☎050-3172-2023�FAXFAX274-6709

日　　時　12月16日㈮～18日㈰11：00～20：00
場　　所　JR海浜幕張駅前南口広場
内　　容　・�ラクレットチーズ、スイスワインやス

イスのデザイングッズの販売
　　　　　・ジャズやアルプホルンなどの演奏
　　　　　・モントルー市とのオンライン交流
イベントの内容など詳しくは、 千葉市　スイスクリスマスマーケット　

問国際交流課�☎245-5018�FAXFAX245-5247

千葉市の姉妹都市スイス･モントルー市の冬の風物詩であるクリス
マスマーケットを開催します。

ガイドの解説を聞きながら、普段は見ることのない谷津田の自然や
生き物と触れ合ってみませんか。
日　　時　12月18日㈰10：30～12：00　雨天中止
会　　場　大草谷津田いきものの里　　定　　員　20人
備�　　考　小学生以下は保護者同伴。帽子、長袖、長ズボン、長靴を着用。
申�込方法　12月7日㈬必着。電子申請で。Eメールkankyohozen.ENP@
city.chiba.lg.jp、はがき（1通5人まで）、FAXも可（必要事項�
12面のほか、参加者全員の氏名･フリガナを明記）。郵送先＝〒
260-8722千葉市役所環境保全課

問環境保全課�☎245-5195�FAXFAX245-5553

古代の人が使っていた技術と同じ方法で、世界に一つだけの勾玉を
作ります。古代の技に挑戦しませんか。
日　　時　12月24日㈯･25日㈰10：30～12：00、13：30～15：00
会　　場　埋蔵文化財調査センター
対　　象　小学生と保護者（小学生のみの参加も可）　　
定　　員　各10組（1組3人まで）
申�込方法　12月12日㈪必着。Eメールで、必要事項12面のほか、参
加人数、希望の日時（第3希望まで）を明記して、埋蔵文化財調
査センター Eメールmaibun.fukyu@ccllf.jpへ。往復はがき（1家族�
1通）、FAXも可。郵送先＝〒260-0814中央区南生実町1210千
葉市埋蔵文化財調査センター

問埋蔵文化財調査センター�☎266-5433�FAXFAX268-9004

区 会場 日程（全6回） 時間
中央 蘇我コミュニティセンター 1/12～2/16の木曜日 午前

花見川 幕張コミュニティセンター 1/13･20､ 2/3～2/24の
金曜日 午後

稲毛 穴川コミュニティセンター 1/11･18、2/1～22の水曜日 午後
若葉 千城台コミュニティセンター 1/11～25、2/8～22の水曜日 午前
緑 鎌取コミュニティセンター 1/17～31、2/7～21の火曜日 午前

美浜 高洲コミュニティセンター 1/13～27、2/10～24の金
曜日 午前

3回目は料理実演。午前＝10：00～12：00、午後＝14：00～16：00
（料理実演のみ12：00～14：00）

大草谷津田いきものの里自然観察会

写真提供＝吉野義昭氏写真提供＝吉野義昭氏

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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明るい選挙啓発書き初めを募集

EVサポーターの募集

今日から始めよう‼みんなが活躍できる社会へ

地方卸売市場の歳末市民感謝デー

「男女共同参画は自分には関係ない」などと思ってい
ませんか。実は、皆さんにとっても身近なものです。

例えば、「男性だから家族を養わなくてはいけない」
「女性だから仕事よりも家事･育児を優先しなくてはい
けない」「男性だから保育士には向いていない」「女性
だから消防士には向いていない」など、「男だから」「女だから」といっ
た性別によるイメージによって生き方の選択肢を狭めていませんか。

男女共同参画とは、このような性別を理由として生き方を制限される
ことなく、お互いに対等な立場であらゆる分野に参画し、責任を分かち
あうことです。誰もが活躍できる社会をつくるため、この機会にできる
ことから始めてみましょう。
家庭の仕事は分かち合おう

家事や育児、介護などは男女がともに担う
仕事です。それぞれの家庭にあった分担の割
合について、家族で話し合ってみましょう。
働きやすい職場づくりをしよう

男性が育児休業を取りづらい雰囲気がある、管理職が男性ばかりで女
性の意見が反映されないなど、職場でも男女共同参画の課題はたくさん
あります。さまざまな価値観を認め合い、誰もが生き生きと働けるよう
な職場を目指しましょう。
地域活動は男女ともに参画しよう

職場や家庭以外に活動の場を広げることは、地域とのつながりを得る
良い機会になります。自治会長は男性、PTA委員は女性などと性別にと
らわれることなく、地域活動に参画しましょう。
問男女共同参画課 ☎245-5060 FAXFAX245-5539

12月5日㈪～11日㈰は市男女共同参画週間

市男女共同参画センターをご利用ください
男女共同参画への理解を深めるための講座や書

籍の貸し出し、専門相談員による相談などを行っ
ています。
開館時間　 9：00～21：00（日曜日は17：15まで。月曜日、祝

･休日、年末年始休館）
相談したいときは
・ハーモニー相談（女性のための相談）
　 火～日曜日10：00～20：00（土･日曜日は16：00まで。祝

･休日、年末年始を除く）。予約制（☎209-8775）。初回は
電話相談のみ。

・男性電話相談 ☎209-8773
　金曜日18：30～20：30（祝･休日、年末年始を除く）。

女性のためのつながりサポート事業
居場所の提供や、電話･LINE相談など、孤独･孤立で不安を抱え

る女性に寄り添ったきめ細かい支援を行っています。
利用方法　 電話で、（一社）マザーズ・コンフォート ☎0120-

860-015（10：00～16：00。フリー
ダイヤル）、☎254-1788（16：00～
22：00）へ。LINEからも可。

問市男女共同参画センター ☎209-8771 FAXFAX209-8776

災害時に、お持ちの電気自動車、プラグインハイブリッド自動車ま
たは燃料電池自動車（以下、「EV等」）を活用し、福祉施設などに給電
するボランティア（EVサポーター）を募集します。
対　　象　次のいずれにも該当する方
　・市内在住の方　　・外部給電が可能なEV等をお持ちの方
活動内容　・災害などによる停電時の福祉施設などへの給電
　・EV等の普及啓発に関するイベント活動
登�録方法　電子申請で。申込書（ホームページから印刷）に車検証の

写しを添付して〒260-8722千葉市役所環境保全課へ郵送も可。
備　　考　 ちばシティポイント対象事業
詳しくは、 千葉市　EVサポーター　

問環境保全課 ☎245-5199 FAXFAX245-5553

明るい選挙を呼びかける書き初めを募集します。入賞者には、賞状
と記念品を進呈します。
課�　　題　小学1･2年生＝「せんきょ」「りっこうほ」、小学3･4年生

＝「私たちの声」「大切な一票」、小学5･6年生＝「明るい選挙」「輝
く未来」、中学生＝「日本の将来」「国民の権利」「政治と選挙」
用�　　紙　千葉判サイズ（縦830ミリメートル×横215ミリメート

ル程度）
応募点数　1人1点
注�意事項　応募作品は返却しません。作品に関する一切の権利は主

催者に帰属します。入賞者の氏名･作品などは公表します。
申�込方法　1月13日㈮必着。作品の裏側左下に、氏名、フリガナ、

学校名、学年を明記し、〒260-8722千葉市選挙管理委員会へ郵
送または持参。

問市選挙管理委員会 ☎245-5867 FAXFAX245-5893

12月は、第2･4土曜日の市民感謝デーに加え
て、歳末市民感謝デーを開催します。

新鮮な魚介類やカニ、かまぼこ、餅などの正
月用品を多数取りそろえていますので、ぜひご

教育功労者の表彰
市教育の振興発展に貢献された方々に対し、その功績をたたえま

した。 順不同･敬称略

問教育委員会総務課 ☎245-5903 FAXFAX245-5990

個人･学校保健の部
淺井隆二　中村貢　國分和司　能勢孝一郎　田宮敬久　安久津靖彦　
新見將泰　菅沼保明　原木真名　松石泰三　内田正興　田中文隆　
本田英義　久保美智子　正岡純子　岩城順　佐々凉子　岡本恒一郎　
篁一則　篠宮たまき　氏家照幸　石川雅博　岡﨑伸夫　小玉佳世子　
佐藤和泉　島村昌宏
個人･生涯学習の部
青木繁夫　土居坦子　大國杜山
個人･学校教育の部
島尾永治　植草奈保美　吉川則子　内山俊雄　伊藤芳仁　屋代健治　阿部健一郎
山﨑二朗　糟谷浩子　倉田和子　迎寿美　佐々木清美　金井俊江　川口洋至　
井内裕子　田辺恵子
団体の部
日本ボーイスカウト千葉県連盟千葉地区千葉第6団　
日本ボーイスカウト千葉県連盟千葉地区千葉第8団　
千葉市川柳協会　千葉市吟剣詩舞道連盟　

来場ください。
日　　時　市民感謝デー＝12月10日㈯･24日㈯
　　　　　歳末市民感謝デー＝12月26日㈪～30日㈮
　　　　　いずれも、7：00～12：00（水産棟は10：00ごろまで）
備　　考　ペットを同伴することはできません。

問地方卸売市場 ☎248-3200 FAXFAX248-3202

ラジオ広報番組 bayfm「ベイ･モーニング･グローリー」は、毎週日曜日8：00～8：55放送。千葉市の今を爽やかな音楽と共にお届け♪
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千葉市AIチャットボット（24時間
総合案内サービス）の運用を開始

パブリックコメント手続

コミュニティ通訳·翻訳サポーター制度

正規雇用就職を応援します

外国人のための法律相談

プログラム 日程 会場

①就職相談･模擬面接会 12/5㈪
TKP千葉駅東口ビジネスセ
ンター（中央区新町1-20江
澤ビル4階）

②就活実践セミナー 7㈬･10㈯ オンライン（Zoom）
③�職場体験受入企業との
交流会 11㈰･14㈬ ①と同じ

④合同企業説明会 17㈯ TKPガーデンシティ千葉
（中央区問屋町1-45）

時間①～③13：30～15：30、④13：00～16：00

婚姻関係、労働問題、相続など、日常生活の困りごとについて、弁
護士に無料で相談できます。ぜひ、ご利用ください。
日　　時　①12月10日㈯･②19日㈪13：00～16：00
会　　場　国際交流プラザ　　
定　　員　各先着4人
備　　考　1人45分程度。通訳希望者は要事前相談。
申込方法　�①12月9日㈮･②16日㈮12：00までに電話で、国際交

流協会へ。
問国際交流協会�☎245-5750�FAXFAX245-5751
　日曜日、祝･休日休業

1月から、日常生活のさまざまな場面で、外国語
での通訳･翻訳が利用できる、コミュニティ通訳･翻
訳サポーター制度が始まります。ぜひご利用くださ
い。

12月1日㈭から、届け出･証明手続き、税金、子育てなど、よくある
問い合わせにAIが回答する千葉市AIチャットボットの運用を開始し
ます。スマートフォンやパソコンから、24時間いつでも問い合わせで
きます。詳しくは、 千葉市　AIチャットボット　

離職中･非正規雇用の方や、転職活動中の方を
対象に、正規雇用･転職を応援します。合同企業説
明会や職場体験･見学など、さまざまなプログラ
ムに参加できます。

1月スタート‼

対　　象　正規雇用就職を目指す方
定　　員　先着①～③各10人、④80人
申込方法　ホームページから。 千葉市　キャリア応援　

問千葉市のキャリア応援運営事務局
　☎03-3593-1512�FAXFAX03-3593-1510

対　　　象　・日本語でのコミュニケーションが難しい方
　　　　　　　・医療･福祉関係機関
　　　　　　　・国、県、市町村などの公的機関
　　　　　　　・公益団体･機関（NPO、町内自治会など）
　依頼できる分野　�公的･非営利の組織･団体が実施するもののうち、次の

いずれかに該当するもの
　　　　　　　・行政手続きに関すること
　　　　　　　・生活相談に関すること
　　　　　　　・児童･生徒の教育に関すること（学校面談など）
　　　　　　　・健康福祉に関すること
　　　　　　　・医療に関すること
　　　　　　　・町内自治会などの活動に関すること
対 応 言 語　�英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、ベ

トナム語、ポルトガル語、モンゴル語、インドネシア
語、タイ語など

利用方法など詳しくは、 千葉市　コミュニティ通訳　

問国際交流協会�☎245-5750�FAXFAX245-5751
　日曜日、祝･休日休業

①第4次千葉市消費生活基本計画（案）
安全で安心できる暮らしの実現に向け、消費生活の安定･向上を図

るための計画案を作成しました。
問消費生活センター�☎207-3602�FAXFAX207-3111

Eメールshohi.CIL@city.chiba.lg.jp
②千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）
さらなるごみの減量と再資源化を推進するための中長期的な方針と

施策をまとめた計画案を作成しました。
問廃棄物対策課�☎245-5236�FAXFAX245-5624

Eメールhaikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jp
③千葉市緑と水辺のまちづくりプラン2023（案）
緑と水辺のまちづくりに係る中長期的な方針をまとめた計画案を作

成しました。
問緑政課�☎245-5774�FAXFAX245-5885

Eメールryokusei.URP@city.chiba.lg.jp
案 の 公 表　①12月2日㈮･②7日㈬･③12日㈪
案の公表場所　�ホームページで。担当課、市政情報室、各区役所地域

振興課、市図書館でもご覧になれます。
意見の提出期間　案の公表日～①1月5日㈭･②6日㈮･③11日㈬
意見の提出方法　郵送または直接持参、FAX、Eメールで。
市の考え方の公表　�2月を予定。氏名、住所などの個人情報は公表しませ

ん。
意見の提出先など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、案の

公表場所でご確認ください。 千葉市　パブリックコメント　

問広報広聴課�☎245-5015�FAXFAX245-5796

①�アイコンを選択してから
質問したい分野を選ぶ

②�項目を選択または質問を
入力して送信

➡↓

選択

市役所コールセンター（☎︎245-4894�FAXFAX248-4894）の利用時間
が変わります
これまで利用者の少なかった時間帯の受け付けを見直し、12月1日

㈭から平日の利用時間を短縮し、日曜日は受け付けを終了します。
利用時間　平日8：30～18：00
　　　　　土曜日、祝･休日（日曜日を除く）、年末年始は17：00まで

　＊画面イメージは変更になる可能性があります。

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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2022年度人事行政の運営などの状況

市職員の給与などの状況
市職員の給与決定の仕組みと現状について、お知らせします。詳しくは、 千葉市　給与の公表　

給与決定の仕組み
決定までの流れ
第三者機関である市人事委員会が市職員と市内民間企業の給与を調

査･比較し、両者の均衡が取れるよう市長と市議会へ勧告します。
勧告を受け、給与を見直すための改正条例案を市長が市議会に提出

し、市議会が審議、議決して決定されます。
2022年勧告内容
・�市職員の給与が民間給与を751円下回る較差（0.19パーセント）
を解消するため、給料表を改定。

　平均給与月額＝民間399,823円、市職員399,072円
・�市職員の期末･勤勉手当月数が民間の支給割合を下回るため、年
間4.4月分（改定前4.3月分）に改定。

給与費の推移

諸手当の状況（4月1日現在）
扶�養手当（月額）
①�配偶者＝6,500円、②父母など＝1人6,500円、③子＝1人10,000円
＊部長級は①②の金額が3,500円
　局長級は③のみ対象
住居手当（月額）　家賃に応じて27,000円以内
通�勤手当（月額）
　電車など＝定期代に応じて55,000円以内
　乗用車など＝使用距離に応じて2,000円～31,600円以内
管理職手当（月額）　職務の級などに応じて45,700円～130,100円
期末･勤勉手当（年間）　期末手当＝2.4月分、勤勉手当＝1.9月分
退職手当　勤続期間・退職事由に応じて最高限度額＝47.709月分
地域手当　支給割合＝15％
問給与課�☎245-5035�FAXFAX245-5533　市人事委員会（給与決定の仕組みについて）�☎245-5871�FAXFAX245-5889

一般行政職の給料など（4月1日現在）
初任給　大学卒＝千葉市179,900円、国（一般職）182,200円
　　　　高校卒＝千葉市147,200円、国150,600円
平均年齢、平均給料月額および平均給与月額

経験年数別･学歴別平均給料月額

特別職の給料など（4月1日現在）

市における人事行政の公正性･透明性を高めるため、人事行政の運営などの状況を公表します。
詳しくは、 千葉市人事行政運営

①職員の任免および職員数に関する状況
職員数（2022年4月1日現在）

職員の採用および退職の状況（2021年4月2日～2022年4月1日）

②職員の分限および懲戒処分の状況（2021年度）
分限処分者数　＊分限処分…公務能率の維持向上のために行う処分

1人あたり平均年次有給休暇取得日数（2021年度）　16.3日
育児休業などの取得者数（2021年度）

問①②人事課�☎245-5033�FAXFAX245-5572　③④給与課�☎245-5035�FAXFAX245-5533

市長事務部局 教育委員会
事務部局 消防局 病院局 選挙管理委

員会など 合計

4,642人 5,301人 915人 1,103人 89人 12,050人

採用
退職

定年退職 普通退職など 合計

612人（106人） 240人（0人） 373人（89人）613人（89人）

＊（　）内…再任用職員の人数（内数）、再任用短時間勤務職員は除く

勤務時間 休憩時間 週休日

7：30～16：15、8：00～16：45
8：15～17：00、8：30～17：15
9：00～17：45、9：30～18：15

原則、12：00～13：00 土･日曜日

＊病院などの特殊な勤務形態で勤務する職員を除く。

③職員の勤務時間その他の勤務条件および職員の休業などの状況
勤務時間の状況（2022年4月1日現在）

懲戒処分者数

④職員の福利厚生
市�職員互助会
地方公務員法に基づき、職員の健康、福利厚生のための各種事業を

実施しています。
県�市町村職員互助会
県市町村職員共済組合の補完事業を行うため組織され、会員の掛金

と県内市町村などの負担金で運営しています。

育児休業 育児短時
間勤務

部分
休業など

自己啓発
等休業

配偶者
同行休業

大学院
修学休業

1,068人 103人 418人 3人 3人 0人

降任 免職 休職（延べ人数） 合計

０人 0人 346人 346人

戒告 減給 停職 免職 合計

1人 2人 3人 0人 6人

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

701億円 696億円 700億円 680億円 693億円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
千葉市 41.2歳 315,400円 394,456円
国 42.7歳 323,711円 405,049円

＊平均給料月額＝職員の基本給の平均、平均給与月額＝給料月額と
毎月支払われる諸手当の平均額の合計

経験年数 10年 20年 25年 30年
大学卒 260,530円 363,741円 394,253円 425,442円
高校卒 215,511円 313,063円 342,350円 379,192円

＊採用前の職歴などを換算して経験年数に加算

区分 給料（報酬）月額 期末手当
市長 1,317,000円

4.3月分
副市長 1,064,000円
議長 930,000円
副議長 840,000円
議員 770,000円

区分 退職手当
市長 給料月額×在職月数×100分の53
副市長 給料月額×在職月数×100分の36
＊議長･副議長･議員に退職手当はありません。

フクダ電子スクエアなど蘇我スポーツ公園内スポーツ施設の抽選受け付けは、利用希望日の前々月15日～末日です。詳しくは、 蘇我　スポーツ　
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イベント

市民による第九特別演奏会

日時12月4日㈰14：00～16：00
場所市民会館
内容プロのオーケストラ･声楽家、公募
による合唱団の演奏
定員先着300人
料金一般2,500円、高校生以下1,000円
申当日直接会場へ
問音楽協会☎080-3005-9125 FAX275-
2641

養育里親説明会

日時12月4日㈰14：30～15：30
場所生涯学習センター
内容養育里親制度の説明と個別相談
申電話で、NPO法人キーアセット
☎215-7802。HP（「キーアセット千
葉」で検索）からも可
問同団体☎前記 FAX215-7803

みどりの楽講「竹盆栽で正月
飾りを作ろう‼」in 千葉公園

日時12月10日㈯10：00～12：00
場所好日亭　対象15歳以上の方
定員先着20人　料金1,500円
申電話で、カフェ･ハーモニー☎070-
4325-3650（火～日曜日）
問同施設☎前記、中央･美浜公園緑地
事務所 FAX278-6287

マクハリハンドメイドフェス
タ

日時12月10日㈯11：00～17：30、11日㈰
10：00～16：30
場所幕張メッセ国際展示場
内容ハンドメイド作品の展示･販売、
ワークショップなど
料金前売券＝中学生以上700円
備考詳しくは、HP（「マクハリハンドメ
イドフェスタ」で検索
問Makuhari Handmade Festa事
務局☎296-5500 FAX296-0529

昭和の森自然観察会「生き物
たちの冬支度」

日時12月11㈰10：00～12：00
定員先着20人
料金50円
備考駐車場＝1時間100円、最大400円
申12月1日㈭9：00から電話で、昭和の
森管理事務所☎294-3845。 FAX 488-
5223も可（必を明記）

多胎を妊娠中、多胎児子育て
中の方向け座談会

①双子･三つ子ママの集い
日時12月11日㈰10：30～11：30
対象就学前の多胎児の母親と家族

（子どもの同伴可）
②先輩ママに聞こう‼双子の子育て

日時1月22日㈰10：30～11：30
内容会場とZoomでのオンライン
開催
対象多胎妊娠中の方または家族

場所子育て支援館
定員先着①6組･②8組
申電話で（②12月15日㈭から）、同館
☎201-6000。HP「子育て支援館　予
定カレンダー」からも可。②でオン
ライン参加の場合は、HPからのみ受
け付け
問同館☎前記 FAX201-6003

千葉みなとクリスマスマーケ
ットinさんばしひろば

日時12月11日㈰。荒天中止
場所さんばしひろば（ケーズハーバー前）
内容千夜市夜 クラフトマーケット（時間
10：00～17：00）＝古本や異国の雑貨、
ハンドメイドのアクセサリー販売、
キッチンカー出店など。ステージ（時間
10：00～20：00）＝ミュージシャンや
ダンサーによるパフォーマンス。巡
視艇たかたき船内見学会（時間10：00～
14：00）･放水訓練（時間14：30～15：00）。
①MYⅡ周遊クルーズ（ 時間12：00･ 
13：00･14：00･15：00･16：00から30分）。
②あるめりあ夜景クルーズ（時間17：00
～17：50）
定員先着①各20人･②85人
料金①中学生以上1,500円、小学生800円。
②高校生以上1,800円、中学生以下
1,000円（高校生以上1人につき就学
前児1人無料）
申①当日直接会場へ。②電話で、千
葉ポートサービス㈱☎205-4333
問みなと活性化協議会（交通政策課
内）☎245-5348 FAX245-5568

石渡美香大ホール展

日時12月13日㈫～17日㈯10：00～17：00

（13日 は13：00か ら。17日13：00～ 
15：00は入場制限あり）
場所美浜文化ホールメインホール
内容舞台から客席まで、ホール全体を
使った美術個展
備考関連イベントも開催します。詳し
くは、HP「石渡美香大ホール展」で
検索
問同ホール☎270-5619 FAX270-5609

千葉県新規学校卒業者就職面
接会

日時12月15日㈭10：00～16：30
内容Zoomでのオンライン開催。県内
企業との就職面接会 (参加企業50社
予定)
対象大学･大学院･短期大学･高等専門
学校･専修学校を3月卒業予定で、内
定を得ていない方、既卒3年以内の方
定員各社先着4人
申HP（「千葉県で働こう‼合同就職面
接会」で検索）から
問㈱ベルテック☎03-3235-9111 FAX03-
3235-7333

シニア従業員のお仕事説明会

日時12月16日㈮10：00～11：30
場所鎌取コミュニティセンター
内容レジ接客など多様な働き方を紹介
対象60歳以上の方
定員先着10人
申電話で、㈱セブン-イレブンスタッ
フ応募受付センター☎0570-031-711

（10：00～19：00）
問同センター☎前記、㈱セブン-イレ
ブン･ジャパン千葉地区事務所 FAX
274-6529

こころの健康センターの催し

アルコールミーティング
日時12月16日㈮14：00～16：10
内容話し合いと学習会
対象お酒の問題で悩んでいる家族と
本人

精神障害者家族のつどい
日時12月19日㈪13：40～16：00
内容テーマ＝家族として本人との関
わりを学びましょう

うつ病当事者の会
日時12月20日㈫13：30～15：00
内容病気、生活･仕事の悩みなどの語
り合い
対象うつ病治療中の方

依存症治療･回復プログラム
日時12月21日㈬14：00～15：45
対象アルコール･薬物依存症の方
備考事前面談あり

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

女性起業家フェスタ
in CHIBA

日時12月18日㈰13：30～17：00
場所生涯学習センター
内容女性の起業に関する基調講演·パ
ネルディスカッション·ブース展示
など
定員先着100人程度
申産業振興財団HPから 
問同財団☎201-9506 FAX201-9507

尾崎有飛ピアノリサイタル

日時12月21日㈬15：00～17：00
場所美浜文化ホール　定員先着150人
料金前売券（全席指定）＝2,000円、ペ
アチケット＝3,500円
備考就学前児の入場不可
申電話で、美浜文化ホール☎270-
5619、若葉文化ホール☎237-1911
問美浜文化ホール☎前記 FAX270-5609

千葉Jr.ペンギンズ　
アイスホッケー無料体験会

日時12月27日㈫20：00～21：30
場所アクアリンクちば
対象 3歳児～小学生
備考長袖･長ズボン･靴下･手袋着用。防
具をつけて写真撮影あり（定員当日先
着10人）
申12月19日㈪までに、Eメールで必
を明記して、千葉Jr.ペンギンズ Eメール 
jrpenguins@gmail.comへ
問スポーツ振興課☎245-5968 FAX245-
5994

ウクライナの人道支援を目的
としたチャリティコンサート

日時1月8日㈰12：30～16：00
場所市民会館　定員先着200人
申当日直接会場へ
問㈱エムアンドエムエンタープライ
ズ･柴さん☎312-2211 FAX312-2212

2023NewYearビッグバン
ドジャズコンサート

日時1月8日㈰13：30～16：00
場所生涯学習センター　定員先着200人
料金3,000円（全席自由）
申電話で、児玉さん☎090-8432-8727 
問同氏☎前記 FAX423-5974

ハーモニー講演会「ジェンダ
ー平等の実現に向けて」

日時1月29日㈰14：00～15：30
場所生涯学習センター
内容会場とYouTubeでのオンライン
開催。講師＝上野千鶴子さん（社会
学者）
定員会場＝先着100人
備考託児（ 対象1歳6カ月以上の就学前
児）、手話通訳、要約筆記あり。託児
･要約筆記は12月21日㈬までに申し
込み
申1月20日㈮までにEメールで、必の
ほか、参加方法、参加者全員の氏名
･フリガナ、託児希望の方は子ども
の氏名･フリガナ･年齢、要約筆記を
希望の方はその旨を明記して、㈱萌
翔社 Eメールoubo@hoshosha.comへ。
☎254-8611、 FAX285-1470も可
問男女共同参画課☎245-5060 FAX245-
5539

市長旗争奪ミニサッカー大会

日時2月18日㈯･19日㈰9：00～16：00
場所千葉ポートアリーナ
対象小学3～6年生
備考申し込み方法など詳しくは、市ス

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12面

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

新型コロナウイルスの影響で、催しが中止･延期となる場合があります。
最新の情報を主催者にご確認ください。

申込方法
必要事項【右記】を明記して、各宛先へ送付してください。
往復はがきの場合は、返信用の宛先も記入。
電子申請は、 千葉市　電子申請　

　特に記載のないものは次のとおり
•申し込みは１日から受け付け •応募多数の場合は抽選
•対象は市内在住･在勤･在学の方 •料金は無料 ◇催し名

◇コース名･日時など
代表者の
◇氏名･フリガナ
◇〒･住所　◇年齢･学年
◇電話番号

必要事項

情報けいじばん
一部の施設では、65歳以上の

方や障害のある方などを対象
に、優待･割引料金があります。

市の施設では、ここに掲載し
た以外にもイベント、教室･講座
などの参加者を募集している場
合があります。詳しくは、各施
設へお問い合わせください。
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ポーツ協会HP
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

ワンコインコンサート｢みやけん
の気ままに‼ピアノコンサート｣

日時2月26日㈰14：00～15：00
場所イオン稲毛店文化ホール
定員先着90人
料金一般500円、小学生以下100円（全席
自由。乳幼児の膝上鑑賞に限り無料）
申12月2日㈮から電話で、文化センタ
ー☎224-8211、市民会館☎224-2431、
市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー ☎209-
8771、若葉文化ホール☎237-1911、
美浜文化ホール☎270-5619
問市文化振興財団☎221-2411 FAX224-
8231

中村勘九郎 中村七之助 春暁
特別公演2023

日時3月9日㈭12：00～14：00、16：00～
18：00
場所市民会館　定員各先着900人
料金前売券（全席指定）＝9,000円
備考就学前児の入場不可。前売券販売
所＝市民会館☎224-2431、文化セン
ター☎224-8211、市男女共同参画セ
ンター☎209-8771、若葉文化ホール
☎237-1911、美浜文化ホール☎270-
5619
申11月25日㈮10：00から直接前売券
販売所へ。同日11：00から各施設☎前
記も可
問市民会館☎前記 FAX224-2439

教室・講座

稲毛記念館の催し「お楽しみ
教室　どんぐりでトトロ」

日時12月3日㈯･4日㈰13：00～15：00
定員各先着10人　料金300円
申電話で、稲毛記念館☎277-4534
問同館☎前記 FAX277-4688。月曜日（祝
･休日の場合は翌日）休館

動物保護指導センター
飼い犬のしつけ方教室

日時12月8日㈭13：30～16：00
内容講習としつけのデモンストレーション
対象市内在住で犬を飼っている方、飼
う予定の方
定員先着10人
申電子申請で。動物保護指導センタ
ーへ☎258-7817も可
問同センター☎前記 FAX258-7818

緑と花の園芸講座「樹木医が
教える庭木の管理･冬期剪定」

日時12月16日㈮10：00～12：00
場所都市緑化植物園　定員15人
申12月7日㈬必着。はに必を明記し
て、〒260-8722千葉市役所緑政課へ。
FAX 245-5885、 Eメール midoritohana@
city.chiba.lg.jp、☎245-5775も可

指先を使う‼折り紙･切り紙教
室

日時12月16日、1月20日、2月24日、3月
17日の金曜日11：00～12：30。全4回
場所市社会福祉研修センター
定員先着24人程度
持物はさみ、ホチキス、のり、カッタ
ー、セロハンテープ、折り紙
料金1,000円
申電話で、同センター☎209-8841。
FAX312-2943も可(必を明記)

亥鼻公園いのはな亭庭園文化
講座「ミニ門松作り」

日時12月16日㈮13：30～15：30

定員先着12人　料金 2,000円
備考和菓子･お茶付き
申HP（「いのはな亭」で検索）から。
㈱塚原緑地研究所へ☎306-8446、 FAX
306-8447（必を明記）も可

ちばレポ教室

日時12月18日㈰13：30～15：30
場所若葉区役所
内容市民と市役所でまちの課題を共有
し、解決するちばレポの説明と体験

（雨天の場合、体験は中止）。記念品
あり
定員先着30人　持物スマートフォン
備考詳しくは、HP「ちばレポ教室」で
検索
申12月11日㈰までに電子申請で。広
報広聴課へ☎245-5294も可
問同課☎前記 FAX245-5796

マンション「トピックス研修
会」  

日時12月24日㈯13：30～16：00
場所中央コミュニティセンター
内容マンション、建物など共用部分の
損害保険を考える
対象マンション管理組合役員など
定員先着40人
料金市マンション管理組合協議会会員
以外の方300円
申Eメールで必を明記して、市マンシ
ョン管理組合協議会Eメールteru_koide@ 
yahoo.co.jpへ。☎090-4078-4703、FAX
279-1552も可

療育センターふれあいの家の
教室･講座

①ビームライフル教室
日時1～3月の第1土曜日9：30～11：30。
全3回

②点字講習会
日時1月17日～3月28日（3月21日除
く）の火曜日14：00～16：00。全10回
料金1,815円

対象市内在住･在勤の18歳以上の方。①
は身体障害者手帳をお持ちで、スコ
ープから的を見て引き金を引ける方
定員①6人、②15人（初めての方優先）
申①12月15日㈭までに電話で、療育
センターふれあいの家☎216-5130。
FAX277-0291も可（必を明記）。②同日
必着。往に必のほか、点字経験の有
無を明記して、〒261-0003美浜区高
浜3-3-1千葉市療育センターふれあ
いの家へ。 Eメール fureai1981@bz04. 
plala.or.jpも可
問同施設☎･ FAX前記。月曜日（祝･休
日の場合は翌日も）、祝･休日休館

初級古文書講座「江戸時代の
村の古文書を読む」

日時1月7日㈯･28日㈯、2月4日㈯･23日
㈷、3月4日㈯･21日㈷10：00～12：00
または13：30～15：30。各全6回
場所郷土博物館
定員各24人
備考詳しくは、HP「郷土博物館　初級
古文書講座」で検索
申12月9日㈮必着。往（1通1人）に必
のほか、午前･午後の希望を明記し
て、〒260-0856中央区亥鼻1-6-1千葉
市立郷土博物館へ。電子申請も可
問同館☎222-8231 FAX225-7106。月曜
日（祝･休日の場合は翌日）休館

初心者健康マージャン教室

日時1月9日～3月13日の月曜日または 
1月10日～3月14日の火曜日10：00～
12：30。各全10回
場所西友新検見川店
対象市内在住の方

定員 24人
料金15,000円（要別途教材費）
申12月21日㈬必着。往に必を明記し
て、〒262-0022花見川区南花園2-6-
1NPO法人いきいき健康マージャン
塾へ
問同団体☎･ FAX276-6616

千葉ポートアリーナの教室

①親子リトミック教室
日時1月10日～3月14日（1月31日除
く）の火曜日10：30～11：30。全9回

②女性限定シェイプアップ教室
日時1月11日～3月22日（2月1日除く）
の水曜日10：00～11：30。全10回

③女性限定初心者対象ヨガ＆ピラテ
ィス教室

日時1月13日～3月24日（2月3日除く）
の金曜日10：15～11：45。全10回

④キッズヒップホップダンス教室
日時1月14日～3月25日（2月4日･11日
除く）の土曜日10：00～11：00。全
9回

対象①1･2歳児と保護者、②③18歳以上
の女性、④小学生
定員①6組、②～④12人
料金①7,800円、②5,300円、③5,500円、
④2,600円
申12月15日㈭必着。往（1人1教室）
に必を明記して、〒260-0025中央区
問屋町1-20千葉ポートアリーナへ。
Eメールsanka@chibacity.spo-sin.or.jp
も可
問同施設☎241-0006 FAX241-0164

健康づくりスポーツ教室

日時代謝力アップリンパマッサージ＝
1月10日～2月21日（1月31日除く）の
火曜日。骨盤エクササイズ＝1月12日
～3月2日（2月2日･23日除く）の木曜
日。ステップエクササイズ（基本編）
＝1月13日～2月24日（2月3日除く）
の金曜日。いずれも、19：30～20：30。
各全6回
場所千葉ポートアリーナ
対象18歳以上の方　定員各12人
料金1,500円
申12月15日㈭必着。往（1人1通1教
室）に必を明記して、〒260-0025中
央区問屋町1-20千葉市スポーツ協会
へ。 Eメールsanka@chibacity.spo-sin.
or.jpも可
問同協会☎238-2380 FAX203-8936

救命講習会

①普通救命講習会
日時 場所1月12日㈭･24日㈫13：30～ 
16：30＝救助救急センター、20日
㈮13：30～16：30＝セーフティーち
ば、27日㈮9：00～12：00＝稲毛消
防署、27日㈮13：30～16：30＝緑消
防署

②上級救命講習会
日時1月15日㈰9：00～17：00
料金1,000円

③パパ＆ママ救命教室
日時1月22日㈰10：30～11：15、14：30
～15：15

④WEB講習会
日時1月30日㈪10：00～11：30

⑤上級救命再講習会
日時1月30日㈪13：30～16：30
対象上級救命講習を修了した方

場所②④⑤セーフティーちば、③救助
救急センター
定員①②④⑤各先着5人、③各先着6組
備考詳しくは、防災普及公社HP
申電話で、同公社☎248-5355。HPか
らも可
問同公社☎前記 FAX248-7748

埋蔵文化財調査センター特別
展関連講座

日時 ①1月14日㈯･②21日㈯14：00～ 
15：30
場所生涯学習センター
内容会場とZoomでのオンライン開
催。テーマ＝①知ってみよう、縄文
前期の千葉の土器、②縄文時代前期
後葉～末葉の土器の動き
定員会場＝各40人、オンライン＝各100
人
申12月23日㈮必着。往に必のほか、
希望日を明記して、〒260-0814中央
区南生実町1210千葉市埋蔵文化財調
査センターへ。 Eメールmaibun.fukyu@
ccllf.jpも可。オンラインはEメール
のみ受け付け
問同センター☎266-5433 FAX268-9004

創業スクール

日時1月14日～2月4日の土曜日10：00～
16：00。全4回
場所松戸商工会議所（松戸市松戸1879-1）
内容中小企業診断士による創業計画の
作成支援、創業経験者の講演
対象創業を考えている方、創業後間も
ない方
定員30人
申12月9日㈮12：00までに、HP（「千葉
県信用保証協会　スクール」で検索）
から
問同協会☎311-5001 FAX221-8424

傾聴ボランティアスキルアッ
プ講座

日時1月19日㈭･26日㈭10：00～12：00。
全2回
場所若葉保健福祉センター
対象傾聴ボランティア活動経験のある
方、傾聴基礎講座を受講したことが
ある方
定員先着15人
申電話で、若葉区ボランティアセン
ター☎233-8181
問同センター☎前記 FAX233-8171

市男女共同参画センターの講
座

日時1月21日㈯10：00～12：00
内容コラージュワークで「わたし」を
見つける、女性のためのエンパワー
メント講座
対象女性
定員先着20人
持物写真などが入っている雑誌、はさみ
備考託児あり（対象1歳6カ月以上の就学
前児　申2週間前まで）
申Eメールで必を明記して、市男女
共 同 参 画 セ ン タ ー Eメール sankaku@
f-cp.jpへ。☎209-8771も可
問同センター☎前記 FAX209-8776。月
曜日、祝･休日休館

未来の科学者育成プログラム
ジュニア

日時1月21日㈯13：30～15：30
場所千葉ポートサイドタワー
内容 テ ー マ ＝ 考 え よ う‼ 私 た ち の
SDGs
対象小学3･4年生
定員15人
備考詳しくは、HP「千葉市未来の科学
者育成プログラムジュニア」で検索
申12月21日㈬までに電子申請で
問生涯学習振興課☎245-5958 FAX245-
5992

介護に関する入門的研修

日時2月5日～3月12日の日曜日8：30～
13：00または13：30～18：00（2月12日

特に記載のない場合は、⃝申し込みは 1 日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は12面参照。
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～26日は14：00または19：00まで）。各
全6回
場所ジョブシティカレッジCHIBA（中
央区本千葉町1-11）
内容介護の基本的な知識･技術を学ぶ

（実技を含む）
定員各20人
備考各日程終了後、就労相談も行いま
す。詳しくは、HP「千葉市　介護に
関する入門的研修」で検索
申1月20日㈮必着。電子申請で。受講
申込書（HPから印刷）を FAX245-5623･
郵送も可。郵送先＝〒260-8722千葉
市役所介護保険管理課
問同課☎245-5206 FAX前記

市民スキー教室

日時3月17日㈮21：00～19日㈰18：00。 
2泊3日
場所会津高原たかつえスキー場（福島
県南会津町高杖原535）
対象小学生以上の方
定員先着20人
料金中学生以上28,000円、小学生25,000
円（往復バス代、宿泊･食事代、講師
料など）、リフト券･用具レンタル料
は別途
備考希望者には級別テスト実施（有
料）。スノーボードも可（指導なし）。
小学1～4年生は保護者同伴
申Eメールで市スキー協会･安田さ
ん Eメール chibashiski.yasuda.2019@ 
gmail.comへ募集案内を請求して、
2月15日㈬までに申し込み。 FAX285-
2774も可
問同協会･安田さん☎･ FAX285-2774

相　談

生涯現役応援センター＆シル
バー人材センター出張相談会

日時 場所12月1日㈭＝アリオ蘇我1階波の
ゲート前、5日㈪･23日㈮＝イオンモ
ール幕張新都心グランドモール2階
PLAZA前、6日㈫･16日㈮＝イオン
スタイル鎌取4階イベントスペース、
7日㈬＝イオンタウンおゆみ野1階、
9日㈮･15日㈭＝イオンマリンピア店
4階イベントスペース、13日㈫＝イ
コアス千城台1階フードコート前。い
ず れ も、10：00～12：00、13：00～ 
16：00
内容就労･ボランティアなど、何かを
始めたいシニアの相談窓口
備考当日直接会場へ
問生 涯 現 役 応 援 セ ン タ ー ☎256-
4510 FAX256-4507

ふるさとハローワークのキャ
リア相談

オンライン相談
日時12月1日～22日の木曜日13：00～
13：50、14：00～14：50、15：00～ 
15：50
内容Zoomでの相談
定員各先着1人
申前週日曜日までに、Eメールで
必を明記して、ふるさとハローワ
ーク事務局 Eメールchibashi-fhw@os.
tempstaff.jpへ

出張相談
日時12月20日㈫10：00～15：00
場所イオンマリンピア店4階イベン
トスペース
備考当日直接会場へ

内容キャリアカウンセラーによる就労
･生活支援の相談。職業紹介はあり
ません。
問同事務局☎284-6360 FAX221-5518

不妊専門相談

電話相談☎090-6307-1122
日時12月1日～22日の木曜日15：30～
20：00（最終受け付け19：30）
内容助産師による相談

面接相談
日時12月21日㈬14：15～16：30
場所総合保健医療センター
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

問同課☎前記 FAX238-9946

ちば司法書士総合相談センタ
ー相談会

日時12月3日～24日の土曜日10：00～
15：00
場所千葉司法書士会館（美浜区幸町
2-2-1）
内容相続、少額訴訟、借金など
備考自作した書類の確認は不可
申開催日の2週間前から電話で、ちば
司法書士総合相談センター☎204-
8333
問同センター☎前記 FAX247-3998。日
曜日、祝･休日休業

社会保険労務士相談

日時12月5日㈪･19日㈪、1月16日㈪ 
10：00～12：00、13：00～16：00
場所県社会保険労務士会千葉支部事務
所（中央区富士見2-7-5富士見ハイネ
スビル3階）
内容労働、社会保険、年金など
定員各相談先着5人　備考電話相談不可
申電話で、同支部☎224-9027
問同支部☎前記 FAX224-9058

人権擁護委員特設相談

日時12月6日㈫10：00～15：00
場所若葉区役所
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
備考当日直接会場へ。電話相談は、全
国共通人権相談ダイヤル☎0570-
003-110（平日8：30～17：15）
問千葉地方法務局人権擁護課☎302-
1319、男女共同参画課☎245-5060 FAX
245-5539

助産師による女性のための健
康相談

日時稲毛区＝12月7日㈬･中央区＝20日
㈫10：00～12：00、若葉区＝14日㈬ 
13：30～15：30
場所保健福祉センター
内容思春期から更年期･妊娠（望まない
妊娠も含む）･出産など、女性の体や
健康に関する相談
対象女性
申電話で、同センター健康課･中央☎
221-2581、稲毛☎284-6493、若葉☎
233-8191
問健康支援課☎238-9925 FAX238-9946

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時12月8日㈭＝大規模修繕·維持管理
･建て替えに関する相談、15日㈭＝
法律相談など。いずれも、13：30～
16：30
場所中央コミュニティセンター
備考相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
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☎245-5809 FAX245-5795

住宅増改築相談

日時12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

こころの健康センターの相談

日時①思春期相談＝12月9日㈮･23日㈮
14：00～16：00。②アルコール･薬物
依存相談＝12月14日㈬、1月5日㈭ 
14：00～16：00。③高齢者相談＝12月
15日㈭14：00～16：00。④一般相談＝
12月21日㈬10：00～12：00。⑤ギャン
ブル等依存相談＝1月11日㈬13：30～
16：30
内容①～④専門医･⑤精神保健福祉士
による相談
対象本人または家族　定員各3人
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

建築相談

日時12月11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･
耐震診断などの相談
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☎
･ FAX302-8280

行政書士による相続･遺言･成
年後見相談

日時 場所12月12日㈪＝稲毛区役所、23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

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12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12月1日㈭9：00から電話で、広報
広聴課☎245-5609

特設法律相談
日時12月24日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相続･遺言、離婚、
交通事故など法律問題全般の相談
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12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

女性による女性のための相談
会

日時12月14日㈬13：00～17：00
場所ペリエ千葉7階ペリエホール
内容コロナ下の影響を受け、不安や悩
みを抱える女性を対象に、女性の弁
護士･助産師･心理士などが相談に応
じます。
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

こころといのちとおかねの相
談会

日時12月17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･健康などの相談
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

空き家空き地相談会

日時12月18日㈰10：00～12：00
場所文化センター
内容弁護士･司法書士･一級建築士･税
理士･土地家屋調査士による、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。 FAX 307-7689· Eメール info@ 
akikyou.or.jpも可（必を明記）

弁護士による養育費相談

日時12月21日㈬13：30～16：30
場所若葉保健福祉センター
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12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、 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 FAX245-3711、
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

WEBアンケートで
あなたの意見を市政に‼

12月1日㈭～10日㈯、HPでWEBアン
ケートを行います。
テーマ＝「LGBT（性的少数者）」「災
害への備え」「千葉駅周辺のまちづ
くり」「緑と水辺とのかかわり」
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　

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12面

＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他
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特に記載のない場合は、⃝申し込みは 1 日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は12面参照。

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

ティーミーティングの参加団
体

日時1月17日㈫･26日㈭14：00～14：50
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12月9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

青葉病院･海浜病院看護職員
（看護師･助産師）

応募資格　一般区分＝1963年（昭和
38年）4月2日以降生まれで、看護師
･助産師の資格免許取得者、取得見込
みの方。経験者区分＝詳しくは、受
験案内をご覧ください。
定員130人程度
備考採用日は4月1日。受験案内･申込書
は、HP（「千葉市立病院　看護師」で
検索）に掲載するほか、市役所1階案
内、市政情報室、病院局管理課、区
役所地域振興課、保健福祉センター、
青葉病院、海浜病院、保健所などで
配布
論文・面接試験

日時1月22日㈰9：00から
場所市役所または中央コミュニティ
センター
申12月1日㈭10：00から電子申請で

（16日㈮17：00受信分まで有効）。申
込書を、〒260-8722千葉市役所病
院局管理課へ郵送も可（12月1日㈭
～15日㈭消印有効）

問同課☎245-5224 FAX245-5257

市長と語ろう会（地域団体向
け）

日時2月1日㈬15：30～16：30、18：00～
19：00、12日㈰13：30～14：30、16：00
～17：00
場所参加する団体が用意。申し込み時
点で未定も可
内容テーマ＝①市民とともに進める防
災対策、②100年を生きる。～誰もが
健康でいきいきと暮らせる千葉市
～、③「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
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16日㈮必着。Eメールで必の
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、会場が決まっている場合
は会場名･所在地も明記して、広報広
聴 課 Eメール kohokocho.CIC@city. 
chiba.lg.jpへ。 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

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
複申し込み無効
常時募集

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

お知らせ

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

アルティーリ千葉ホーム試合
日程

日時12月3日㈯･4日㈰15：00開始･対山
形ワイヴァンズ
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

年末ジャンボ宝くじ販売中‼

日時12月23日㈮まで
内容当せん金＝1等7億円、1等前後賞
各1億5,000万円ほか
料金1枚300円
備考抽せん日＝12月31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

12月10日～16日は北朝鮮人
権侵害問題啓発週間

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。多くの市民が北朝鮮当局によ
る人権侵害問題に関心を持ち、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。
HP（「千葉市　拉致」で検索）から、
残された家族の苦悩や
救出活動の模様を描い
たドキュメンタリーア
ニメ「めぐみ」を視聴で
きます。
問地域安全課☎245-5148 FAX245-5637

一部の地区図書館･分館が臨
時休館

蔵書点検などのため、次の地区図書
館･分館が臨時休館します。
みやこ･若葉図書館、西都賀･あすみ
が丘･打瀬分館＝12月13日㈫～17日

㈯。みずほハスの花図書館＝12月 
15日㈭～17日㈯
問市中央図書館☎287-3980 FAX 287-
4074

花壇コンクール入賞者発表

市長賞＝あすみイースト･ガーデン
クラブ（緑区）。市議会議長賞＝美浜
打瀬小学校（美浜区）。市議会花のあ
ふれるまちづくり推進議員連盟会長
賞＝川戸中学校区町内自治会連絡協
議会（中央区）。市園芸協会長賞＝ほ
おじろ台自治会花と緑の同好会（若
葉区）。市造園緑化協同組合理事長賞
＝かわど手づくり公園管理運営協議
会（中央区）。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12月7日㈬～15日㈭＝都市緑
化植物園、20日㈫～25日㈰＝千葉
モノレール千葉駅。1月19日㈭～
27日㈮＝ふるさと農園。2月7日㈫
～13日㈪＝千葉ポートタワー
備考緑政課HPでも公開

問同課☎245-5775 FAX245-5885

市健康づくり優良事業所の表
彰

積極的に従業員の健康づくりに取り
組む事業所を、市健康づくり優良事
業所として表彰しました。順不同･敬
称略
公益財団法人ちば県民保健予防財
団、イオンリテール株式会社イオン
スタイル検見川浜、株式会社東京海
上日動パートナーズTOKIO千葉支
店、古谷乳業株式会社
問健康推進課☎245-5223 FAX245-5659

ポイント付与対象のマイナン
バーカード申請期限は12月末

最大20,000円分のマイナポイントの
付与対象となるには、マイナンバー
カードを12月31日㈯までに申請して
いる必要があります。
カードの未取得者には12月上旬まで
に交付申請書が再度送付されます。申
請方法など詳しくは、交付申請書に同
封されている案内をご覧ください。
問マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178、区政推進課 FAX245-
5550

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

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
問下水道営業課☎245-5411 FAX 245-
5614

結婚新生活支援（転居費用な
どの助成）

結婚などを機に市内の高経年住宅

団地へ転居する若い世帯に、住居費
などの一部を最大30万円助成しま
す。
主な要件＝2022年1月以降に婚姻届
が受理されている、婚姻届の受理日
時点で夫婦の双方が39歳以下など
備考対象の高経年住宅団地やそのほか
の要件など詳しくは、HP「千葉市　
結婚新生活応援」で検索
申3月31日㈮までに、住宅政策課で
配布している申請書（同課HPから印
刷も可）と必要書類を同課へ直接持
参
問同課☎245-5849 FAX245-5795

三世代同居･近居支援

市内に居住する親世帯とこれから同
居･近居する子育て世帯の三世代家
族に、住宅の新築などに要する費用
の一部を助成します。
主な要件＝離れて暮らしている三世
代の家族が、これから市内で同居ま
たは近居（直線で1キロメートル以
内）する。親が65歳以上で、1年以上
市内に居住している。など
備考助成を受けるには、申出期限まで
に申出書の提出が必要です。申請内
容によって申出期限が異なります。
詳しくは、HP「千葉市　三世代」で
検索
問高齢福祉課☎245-5166 FAX245-5548

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 FAX245-5581

近隣市情報

市原市に体験型歴史博物館オ
ープン

11月20日、市原歴史博物館が開館。
旧石器時代から近現代にわたる「い
ちはらの至宝」が集結した本館や、
さまざまな体験ができる全天候型
の歴史体験館に、ぜひお越しくださ
い。
日時9：00～17：00（最終入館16：30）
場所市原市能満1489。JR五井駅東口か
ら「市原歴史博物館・中央武道館」行
きバスで約20分。駐車場あり。
料金大人300円、高校生200円
備考詳しくは、市原歴史博物館HP「市
原歴史博物館」で検索
問市原歴史博物館☎0436-41-9344 FAX
0436-42-0133。月曜日（祝日の場合
は翌日）、12月29日㈭～1月3日㈫休館

NHK「新･BS日本のうた」
公開収録の観覧者募集

素晴らしい名曲の数々を豪華な出演
者がたっぷりとお届けします。
日時 2月2日㈭18：00～20：00
場所四街道市文化センター（四街道市
大日396）
備考NHK千葉放送局HP（「NHK　千葉
放送局　イベント」で検索）を確認
のうえ、応募してください。
申12月26日㈪必着。往に必を明記し
て、〒284-8555四街道市鹿渡無番地
四街道市役所政策推進課へ。
問同課☎043-421-6162 FAX043-424-8920
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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12面

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

講座・催し名 日時･対象･定員

①おやこ工作「オリジナルステッ
キをつくろう‼」

12/18㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者
定員先着10組20人

②なかよし工房Aクラス「もちも
ちっこをつくろう‼」

12/24㈯14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着10人

③オープンキッチン「あんこと
チーズのホットクをつくろう」

12/25㈰14：00～16：00のうち30分ごと
対象4歳児～高校生　定員各先着6人

④オープン工房「お正月かざり
をつくろう‼」

12/27㈫14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着10人

☎202-1504 FAX202-1503
火曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

備考就学前児は保護者（④は1人）同伴
申当日直接会場へ

子ども交流館

施　設

催し名など 日時･対象･定員など
①プラネタリウム新番組

「ノーマン・ザ・スノーマン　
流れ星のふる夜に」

定員各先着200人
備考投影日時など詳しくは、HP

②天文講演会「星のかけ
らを探しに行こう」

隕石編＝12/4㈰、宇宙編＝11㈰
いずれも、13：00～14：30　定員各先着200人

③トークイベント「宇宙で生
活するためには～宇宙ステ
ーションの先へ～」

12/11㈰11：00～12：00
対象小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
定員先着50人

④高校生プラネタリウム 12/17㈯16：00～17：00　定員先着200人

⑤プラネタリウム特別投影
フィールアロマ

12/23㈮･24㈯18：30～19：15
定員各先着200人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

⑥大人が楽しむ科学教室

海洋循環や変動の気候･生態系への影響＝1/7㈯、在
宅リハビリテーション･ケア支援工学の現状と構想
＝9㈷、世界初‼新しい「木のお酒」～その製造方
法と魅力～＝21㈯、南鳥島近海の海底に眠るレアメ
タル資源を見つけ出せ‼海底資源探査の現状と将
来＝22㈰、試験管内でがん細胞を創る‼＝28㈯
いずれも、13：30～15：00　定員各30人

申①同館券売機･⑤同館ミュージアムショップでチケット購入。②③同館HPから。
④当日同館で整理券配布。⑥12/5㈪必着。HPから。往に必を明記して、〒260-0013
中央区中央4-5-1千葉市科学館へ郵送も可

☎308-0511 FAX308-0520　12/19㈪･29㈭～1/1㈷休館
入館料＝大人510円、高校生300円、小･中学生100円
プラネタリウム（1番組）＝大人510円、高校生300円、小･中学生100円

科学館

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

申①～④当日直接会場へ。⑤～⑧12/14㈬･⑨25㈰必着。往（1人1通1講座）に必を
明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センターへ。 Eメールmanabi. 
kouza@ccllf.jpも可

講座・催し名 日時･対象･定員など

①12月親子アニメ上映会 12/3㈯･4㈰10：00～10：30、13：00～13：30
定員各先着50人

②まなびフェスタステージ発表 12/3㈯11：30～14：50、4㈰10：30～13：50　
内容楽器演奏、タップダンスなどの活動発表

③月曜名画座「素晴らしき哉、人
生‼」

12/12㈪10：00～12：10、14：00～16：10
定員各先着300人

④木曜名画座「グリーンブック」 12/22㈭10：00～12：10、14：00～16：10
定員各先着300人

⑤親子で作ろう‼
子どもの足形カレンダー

1/7㈯10：30～12：00
対象2・3歳児と保護者　定員15組30人

⑥デジカメ写真の取込みと活用
1/7～28の土曜日10：00～12：00　全4回
対象パソコンで文字入力ができる方
定員16人　持物USBメモリ

⑦市民自主企画パソコン講座「ワ
ードステップアップ講座～図形の
挿入をマスターしよう～」

1/10～31の火曜日10：00～12：00　全4回
対象パソコンで文字入力ができるワード初心者
定員16人　持物USBメモリ　料金450円

⑧パソコン入門 1/13～2/24の金曜日10：00～12：00　全7回
対象パソコン初心者　定員16人　料金1,400円

⑨「無意識の思い込み」に気づく
と人生が変わる!?～「べき論」か
ら心を解き放とう～

1/22㈰13：30～16：30 
定員30人

生涯学習センター

講座
申受付時間は特に記載のない限り9：00～17：00。直接来館も可

公民館

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

ピアノ演奏会とコー
ラスの楽しみ方～音
楽を聴いて、歌い方
を学ぶ～

12/18㈰13：30～15：00
対象成人
定員20人
申12/2㈮～6㈫に電話で

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

中
央

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

パソコン講座「ワー
ドでチラシを作成し
よう」

12/14㈬～16㈮13：30～16：30　全3回
対象ワードを使ったことがある成人
定員10人　持物USBメモリ　料金1,200円
申12/9㈮までに電話で

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

歴史講座　大人のた
めの「松ケ尊塾」

1/17㈫10：00～11：30
対象成人　定員20人
申12/15㈭までに電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

太巻き寿司づくり体
験

12/15㈭10：00～12：00
対象成人　定員8人
料金1,200円
申12/7㈬までに電話で

末広公民館
☎264-1842
FAX264-3746

パソコン講座「初心
者のためのワード」

12/14㈬～16㈮9：00～12：00　全3回
対象パソコンで文字入力ができる成人
定員10人　持物USBメモリ　料金1,320円
申12/2㈮～6㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-1285

お正月飾りに‼染花
教室「椿の一輪花」

12/19㈪10：00～12：00
対象成人　定員12人
料金600円
申12/6㈫までに電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

ソフト粘土でお正月
飾りを作ろう

12/20㈫10：00～12：00
対象成人　定員8人
料金800円
申12/2㈮～12㈪に電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

はじめての味噌づく
り

1/14㈯13：30～15：30、15㈰9：00～13：00
全2回
対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/2㈮～20㈫にEメールで必を明記し
て、同館Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

朝日ケ丘寄席
12/21㈬11：00～12：00
対象65歳以上の方　定員20人
申12/5㈪～11㈰に電話で。同館HPからも
可

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

子ども書初め体験
12/17㈯13：00～14：00、14：15～15：15
対象小学3～6年生　定員各8人
持物書道道具一式、書初め用紙、手本
申12/2㈮～8㈭に電話で。同館HPからも可

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

フラワーアレンジメ
ント「お正月の花飾
り作り（玄関用）」

12/27㈫9：30～12：00
対象成人　定員8人
料金2,700円
申12/3㈯～9㈮に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

子どもチャレンジ
「クリスマスツリー
型のちぎりパンを作
ろう」

12/25㈰10：00～13：00
対象小学3～6年生　定員8人
料金1,200円
申12/2㈮～8㈭に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

冬休み子ども教室
「書初め体験」

12/24㈯10：00～12：00
対象小学3年～中学2年生　定員15人
持物書道道具一式、書初め用紙
申12/8㈭～14㈬に電話で。同館HPからも
可

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

新春ピアノ音楽会
1/14㈯14：00～15：00
定員30人
申12/6㈫～12㈪に電話で。同館HPからも
可

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

太巻きずし作り教室
12/14㈬10：00～13：00
対象成人　定員12人
料金1,200円
申12/4㈰までに電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

ミニ門松づくり
12/26㈪10：00～12：15
対象成人（同講座に参加したことがない方）
定員14人　料金1,500円
申12/2㈮～8㈭に電話で。同館HPからも可

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

クリスマスツリーパ
ンを作ろう

12/23㈮10：30～13：30
対象成人　定員16人
料金1,200円
申12/2㈮～8㈭に電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

稲毛公民館の歴史講
座

12/14㈬10：00～12：00
対象成人　定員15人
申12/4㈰～7㈬に電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

日本のよきお正月
門松づくり

12/24㈯9：00～12：00、13：00～16：00
対象中学生以上の方　定員各15人
料金1,800円
申12/2㈮～5㈪に電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

くろすな新春コンサ
ート「箏と尺八のハ
ーモニー」

1/7㈯13：00～14：00、15：00～16：00
対象成人　定員各15人
申12/2㈮～15㈭に電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

新春こなかだい寄席
1/14㈯13：30～15：30
対象成人　定員30人
申12/9㈮～12㈪に電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

相続・生前対策セミ
ナー～家族の絆を守
るために大切なこと
‼～

1/21㈯10：00～12：00
対象成人
定員16人
申12/13㈫～19㈪に電話で
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特に記載のない場合は、⃝申し込みは 1 日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は12面参照。

区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

稲
毛

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

バルーンアート
12/10㈯13：30～15：30
対象小学生以上の方　定員20人　料金600円
申12/2㈮～6㈫に電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

ダンス体験「キュー
バサルサとチャチャ
チャで情熱のひと時
を過ごそう‼」

1/21㈯14：00～16：00
対象成人　定員20人
申12/2㈮～15㈭に電話で。 Eメール oubo. 
tsuga@ccllf.jp（必を明記)、HPからも可。
受講決定者のみ通知

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

題名のない落語会
（千葉大落研OG・
OB寄席）

12/10㈯14：00～16：00
対象小学生以上の方　定員30人
申12/2㈮～5㈪に電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

ワードでチラシを作
成しよう（ワードの
画像やSmartArt等
を活用しよう）

12/21㈬～23㈮9：00～12：00　全3回
対象ワードを使ったことがある方
定員10人　料金1,200円
申12/2㈮～13㈫に電話で。 Eメール oubo. 
midorigaoka@ccllf.jpも可（必を明記)

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

はじめよう読み聞か
せ～絵本の読み聞か
せ講座～

1/23㈪･30㈪10：00～12：00　全2回
対象成人　定員10人
申12/9㈮～13㈫に電話で

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

豪華なお正月フラワ
ーアレンジメント

12/18㈰9：30～12：30
対象成人　定員12人　料金2,000円
申12/2㈮～8㈭に電話で。Eメールoubo.kasori@
ccllf.jpも可（必を明記）

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

日本の世界遺産につ
いて知ろう

12/12㈪･14㈬10：00～12：00  全2回
対象成人　定員20人
申12/2㈮～5㈪に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

初心者のためのバー
ドウォッチング講座

1/28㈯9：00～12：00。雨天･荒天の場合、
2/4㈯に延期
場所更科公民館、泉自然公園
対象成人　定員30人　備考駐車場＝1日400円
申12/2㈮～28㈬に電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

シニアのための簡単
スマホ講座①基本操
作編、②簡単アプリ編

1/24㈫①10：00～12：00、②14：00～16：00
対象60才以上の方　定員各15人
申12/2㈮～8㈭に電話で。同館HPからも可

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

文書館講座「藩社会
における執務規則～
関宿藩を事例に～」

1/26㈭10：00～11：30
定員20人
申12/13㈫必着。往に必を明記して、〒
264-0032若葉区みつわ台3-12-17みつわ台
公民館へ。HPからも可

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

クリスマスおはなし
会

12/24㈯①14：00～14：30、②14：45～15：15
対象①就学前児と保護者、②小学生以上の
方　定員各20人
申12/2㈮～6㈫に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

新春落語‼「おゆみ
の寄席」

1/12㈭13：15～15：00
対象小学生以上の方　定員50人
申12/2㈮～9㈮に電話で

椎名公民館
☎292-0210
FAX292-4631

歴史講座「徳川家康
の関東入国と房総～
豊臣期における房総
の態様～」

1/25㈬13：30～15：30
対象成人
定員先着20人
申12/2㈮から電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

はじめての味噌づく
り

1/17㈫13：30～15：30、18㈬9：00～13：00
全2回　対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/20㈫必着。往に必を明記して、〒
267-0061緑区土気町1631-7土気公民館へ。
Eメールoubo.toke@ccllf.jpも可

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

お正月飾りを作ろう
12/14㈬10：00～12：00
対象成人　定員10人　料金1,500円
申 12/2㈮～4㈰に電話で。 Eメール oubo. 
isobe@ccllf.jpも可

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

稲浜中学校区小学校
絵画展覧会

12/4㈰～11㈰9：00～17：00
内容稲毛第二小学校と稲浜小学校の児童の
代表作品の展示

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

大人の折り紙教室
「お気に入りの折り
紙で来年の干支を折
ろう～うさぎ～」

12/21㈬13：30～15：30
対象成人　定員10人　持物折り紙2枚
申 12/2㈮～8㈭に電話で。 Eメール oubo. 
utase@ccllf.jpも可

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

高村光太郎・智恵子
と千葉県

12/15㈭10：00～12：00
対象成人　定員20人
申12/5㈪必着。往に必を明記して、〒261-
0003美浜区高浜1-8-3高浜公民館へ。 Eメール
oubo.takahama@ccllf.jpも可

区 日程 会場 問い合わせ
中
央12/ 6㈫ 松ケ丘公民館 松ケ丘公民館

☎261-5990
花
見
川

12/14㈬ 幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

稲
毛

12/ 2㈮
12㈪
23㈮

稲毛公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

12/ 8㈭ 
22㈭

若松公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑12/12㈪ 誉田公民館 誉田公民館
☎291-1512

美
浜

12/ 1㈭
15㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

子育てママのおしゃべりタイム
日時10：00～12：00　対象子育て中の方･妊婦（子ども同伴可）
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）

花の美術館
場所①～③稲毛記念館、④稲毛海浜公園
申当日直接会場へ

催し･展示名 日時･対象･定員･料金
①フローラルクリスマス
モミの木のクリスマスツリー展示 12/6㈫～25㈰

②ワークショップ
ノエルスワッグ作り

12/3㈯･4㈰10：30～12：00、13：30～15：00 
定員各先着10人　料金1,000円

③ワークショップ
森の恵みで作るミニツリー

12/10㈯･11㈰10：30～12：00、13：30～15：00 
定員各先着10人　料金1,000円

④サンタのお菓子プレゼント 12/24㈯11：00～12：00
対象小学生以下の子ども　定員先着50人

☎277-8776 FAX277-8674

都市緑化植物園
申①12/9㈮･②18㈰9：00から電話で、同園へ。直接来園も可

☎264-9559 FAX265-6088
月曜日（祝･休日の場合翌日）休園

教室･講座名 日時・定員・料金

①ハンキングバスケット教室 1/20㈮13：30～15：30
定員先着15人　料金2,500円

②植物園無料講座「病害虫の被害を防
ぐ方法」

1/25㈬13：30～15：30
定員先着18人

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①②⑦⑧⑩⑫⑬60歳以上の方、⑤60歳以上の方および小学生と保護
者、⑥60歳以上の方と家族、⑪60歳以上の方および小･中学生
申12/1㈭9：30から①～③⑤⑥⑧⑩～⑫催しの前日、⑬10日㈯までに直接、各プラ
ザ･センターへ。電話、FAX（必を明記）も可。④⑦⑨当日直接会場へ

講座･催し名 日時･内容･定員など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 FAX209-9006
①理学療法士による腰痛体操 12/6㈫14：00～15：30　定員先着26人
②ピアノとフルートによるクリスマ
ス音楽会

12/18㈰13：00～14：30　
定員先着50人

蘇我いきいきセンター ☎264-6966 FAX264-6967
③蘇我いきいきセンターフェスティ
バル

12/10㈯9：00～15：30、11㈰9：00～15：00
内容作品展示、学習発表など

花見川いきいきプラザ ☎216-0080 FAX216-0083
④クリスマスコンサート県立千葉北
高等学校吹奏楽部

12/17㈯13：00～13：30、14：15～14：45
定員各先着50人

⑤世代間交流「クリスマスの寄せ植
え」

12/17㈯10：00～11：00　定員小学生と保護者
＝先着10組、60歳以上の方＝先着5人
料金1,000円

花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-8031

⑥弦楽三重奏クリスマスコンサート 12/11㈰10：00～11：00
定員先着40人　持物上履き

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652
⑦脳年齢測定週間 12/1㈭～13㈫9：30～16：30　持物上履き

⑧健康フェスティバル
12/14㈬9：30～15：30
内容身体･血管年齢･骨密度測定、健康相談な
ど　定員先着90人　持物上履き

あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 FAX207-1368
⑨あやめ台いきいきセンターフェス
ティバル

12/18㈰9：30~16：00、19㈪9：30～15：00
内容作品展示、学習発表など

⑩健康フェスティバル
12/24㈯9：30～11：30、13：30～15：30
内容骨密度･体組成･血管年齢測定
定員各先着32人

土気いきいきセンター ☎205-1000 FAX205-1001

⑪世代間交流「書初め」 12/26㈪9：30～11：30　定員先着10人
持物書道道具一式、書初め用紙、手本

⑫高齢者講演会「お正月のフラワーア
レンジメント」

12/25㈰10：00～11：30
定員先着15人　料金1,000円

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
⑬弦楽で届けるクリスマスコンサート
（稲毛高等学校弦楽オーケストラ部）

12/17㈯13：30～14：30
定員50人

公営事業事務所 ☎251-7111　㈱JPF FAX050-3512-3840
PIST6Championship（千葉市営競輪）レース日程

レース名 日程
千葉市営競輪第8回第4節 12/ 3㈯･ 4㈰
千葉市営競輪第9回第1節 12㈪･13㈫
千葉市営競輪第9回第2節 17㈯･18㈰

レース名 日程
千葉市営競輪第9回第3節 12/24㈯･25㈰
千葉市営競輪第9回第4節 30㈮･31㈯

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024
月曜日（祝･休日の場合は翌日）休園

申12/5㈪必着。往（1講座1人1通）に必を明記して、〒262-0011花見川区三角町
656-3千葉市ふるさと農園へ。同園HPからも可

教室名 日時･定員･料金
祭事教室「門松作り」 12/18㈰10：00～12：00　定員20人　料金2,500円

農産加工教室「みそ作り」 1/15㈰･19㈭9：15～12：30、13：15～16：30
定員各10人　料金2,500円

情報けいじばん2022年（令和4年）12月号 17ちば市政だより



フォトコンテスト
千葉市政令指定都市移行･区設置30周年記念

LOOK♥♥6区
みんなに見せたいまちの魅力

千葉市政令指定都市移行･区設置30周年を記念して、「LOOK♥6区 みんな千葉市政令指定都市移行･区設置30周年を記念して、「LOOK♥6区 みんな
に見せたいまちの魅力」をテーマに、Instagramでフォトコンテストを開催しに見せたいまちの魅力」をテーマに、Instagramでフォトコンテストを開催し
ました。ました。

各区の魅力やまちのあゆみ、未来への希望を感じることができるような作品各区の魅力やまちのあゆみ、未来への希望を感じることができるような作品
を募集し、たくさんの素敵な投稿が寄せられました。を募集し、たくさんの素敵な投稿が寄せられました。

ここでは、合計で1,200点を超える応募作品の中から、区長賞に選出されたここでは、合計で1,200点を超える応募作品の中から、区長賞に選出された
6作品を紹介します。その他の入賞作品など詳しくは、6作品を紹介します。その他の入賞作品など詳しくは、千葉市　フォトコンテスト　

表紙は、全ての応募作品を使用したモザイクアートとなっています。表紙は、全ての応募作品を使用したモザイクアートとなっています。
問都市アイデンティティ推進課 都市アイデンティティ推進課 ☎☎245245--5660 5660 FAXFAX245245--54765476

テーマ

若葉区若葉区

美浜区美浜区

中央
区

中央
区

花見川
区

花見川
区

稲毛区稲毛区
緑区緑区

＃泉谷公園
＃泉谷公園

＃千葉公園
＃千葉公園

＃稲毛海浜公園
＃稲毛海浜公園

＃花見川＃花見川
　千本桜緑地　千本桜緑地

＃稲毛区長沼町＃稲毛区長沼町

＃富田＃富田
　さとにわ耕園　さとにわ耕園投稿者♥♥　kozrinco_p

adel　さん

投稿者♥♥　mitty__y　さん

投稿者♥♥　mugimaru06　さん

投稿者♥♥　waya_ko　さん

投稿者♥♥　nao8024　さん

投稿者♥♥　jackal.418　さん

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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フライパンで作る　米粉のクリスピーピザ
〈材　料〉2人前
　　米粉…130g　　片栗粉…10ｇ　　塩…ひとつまみ
　　砂糖…ひとつまみ　　ベーキングパウダー…2ｇ
熱湯…120cc　　オリーブオイル…小さじ2
サラダ油…少々　　好きな具材と溶けるチーズ…適量

つくたべBOXイメージ

生産地と消費地が近い特徴を生かし、「千葉市でつく
って千葉市でたべる」を合言葉に、市内のつくる人（生
産者･飲食店）とたべる人（消費者）をつなぐ地産地消の
取り組みです。

わたくしをおよびですか?おや、
かんちがいでしたか。耳がいいもの
で…これはしつ礼。
よーく聞こえる耳のおかげで、え

ものがどこを歩いていても、このわ
たくしが聞きのがすことはございま
せん。おまけに音を立てずにとんで
いくものですから、えものたちはお

旬の野菜や加工品など、
千葉市のおいしいが詰まっ
た、千葉市つくたべBOXを
販売します。BOXには、千
葉市つくたべ推進店のシェ
フが考案した特製レシピも

どろくひまもないようです。しずかにとぶのが上手なおかげで、いつ
の間にか後ろにいたりするものですから、ふり向いたし育員たちはよ

同梱していますので、旬の味覚を自宅で満喫できます。
＊一部の食材は、購入者が準備する必要があります。
申込期間　12月1日㈭～12日㈪
発 送 日　12月16日㈮
対　　象　市内在住の方（届け先も市内に限る）
数　　量　50セット　　料　　金　3,500円
販売方法など詳しくは、 千葉市つくたべBOX　

く目をまるくしておられます。わたくしもたいがい、
まぁるいのですが…ホホ
もう1羽いっしょにくらしているのですが、かの

じょは少しけいかい心が強いようでして…よく、上
の方のとまり木からみな様を見ておりますよ。もし
も下の方で、近づいても平気そうにとまっているフ
クロウがいたら、それはきっとわたくしでしょう。

千葉市食のブランド「千」認定商品
である、ちはる農園「嬉しいイチゴ」
と千葉市産のお米で作った米粉を使用
した、クリスマスにぴったりなスイー
ツを作ります。

フクロウと言えば、夜にホーホー鳴
いているイメージでしょうか。わたく
したちは昼も活動しておりますから、
わたくしじまんのかっこいいひこうす
がたをみな様にもお見せできるかもし
れません。

①ボウルにⒶを入れて混ぜ合わせ、オリーブオイルを入れてゴムベラでよく混ぜる。
②�均等に混ぜた後、熱湯を入れてゴムベラで混ぜ、触れるようになったら手でよ
くこねる。

③�クッキングシートの上に②の生地をのせ、上に大きめのラップをかける。麺棒
で１～2ミリメートル程度の厚さに伸ばす。

④�クッキングシートごと生地をフライパンにのせ、フライパンにふたをして中火
で5分程焼く。

⑤�少し焦げ目がついたらひっくり返し、クッキングシートを取って好きな具材を
のせてフライパンにふたをして5分程焼く。

⑥�生地に火が通ったら、生地の周りにサラダ油をかけて強火で1分焼く。

ないかと考え、浮かび上がったの
が光というキーワードでした。光
を表す黄色がアクセントカラーと
なり、たくさんの人びとの生活が、
明るく、そしていきいきとつなぎ
合わされています。

ブラチスラバ世界絵本
原画展で、第二席にあた
る「金のりんご賞」を受
賞した本作は、韓国の絵
本作家イ・ミョンエさん
の日常的な習慣から生ま
れました。
大学で水墨画を専攻

後、ゲームの制作会社で

日　　時　12月8日㈭20：00から
視聴方法　�ABCクッキングスタジオ公式�

Instagram（@abccooking�
official）から

問農政課�☎245-5758�FAXFAX245-5884

問動物公園�☎252-1111�FAXFAX255-7116 問市美術館�☎221-2311�FAXFAX221-2316

イラストレーターを務めていたイさんは、出産をきっかけに絵本に触
れる機会が増え、その魅力に惹かれ絵本づくりを始めます。
次回作の構想を練るため、その時々に手に取った画材で目に入った

人びとをスケッチし続けていたイさん。カフェで休む人、公園のベン
チに座る人、ヨガをする人…。これらのドローイングを活かす方法は

千葉市つくたべ

日直　カラフトフクロウ

イ・ミョンエ《明日は晴れるでしょう》

学芸員が選ぶ

今月の  イッピン
2017年　作家蔵

庄子学芸員

ブラチスラバ世
界絵本原画展
（～12/25㈰）
にて展示中。
ドローイングも
出品されていま
す‼

コメの原産地は中国南部の山岳地帯。日本には、縄文時
代後期に朝鮮半島か中国から伝わったとされています。
千葉県は関東一の早場米の産地で、8月下旬には新米が

販売されます。ふさおとめや粒すけなど、品種による粒の
大きさや粘りの強弱、食味の違いをぜひ、お試しください。

市内ではさまざまな農産物がつくられています。産地ならではの、新鮮で旬の
農産物をおいしくたべませんか。

旬…8月～12月（新米の時期）コ　メ

Ⓐ｛

千葉市つくたべって？千葉市つくたべって？

千葉市つくたべBOXを販売します千葉市つくたべBOXを販売します

レシピ監修（千葉市つくたべ推進店）＝Coco＊Bread�（中央区赤井町757-64）
パンコーディネーター古川奈緒さん

ABCクッキングスタジオ　オンラインレッスンABCクッキングスタジオ　オンラインレッスン

テレビ広報番組�チバテレ「ザ･サンデー千葉市」。今月の放送は、4日㈰9：00～9：15「これは撮りたい‼千葉市の冬の素敵スポットを巡ろう♪」
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