
千葉市のひとづくりの方向性 
～支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ～ 

平成３０年５月 

市長の出前講座 
 



も く じ 

 
Ⅰ 子育て支援・教育 ～こどもを産み育てたいまちへ～         … 2 
 

 １ 待機児童の解消（保育所、子どもルーム等） 
 ２ 保育の質の向上 
 ３ 幼児教育の推進体制の構築（幼児教育と小学校教育の接続の強化） 
 ４ 小中学校の施設整備の状況 
 ５ 小学校外国語（英語）教育の充実 
 
 

Ⅱ 高齢者支援・健康づくり ～自分らしく健やかに暮らせるまちへ～ …10 
  

 １ 地域包括ケアシステムの構築・強化の推進 
 ２ 支え合いによる地域包括ケアシステムの構築 
 ３ 千葉市地域包括ケアシステムの姿 
 ４ 高齢者の支援に関する取組み 
 ５ 健康づくりに関する取組み 
 
 

Ⅲ 市民自治の推進 ～まちづくりを支える市民の力～       …15 
 

 １ 地域運営委員会の支援 
 ２ 自主防災組織・避難所運営委員会の活動支援 
 ３ 消防団の活動促進 
 

1 



１  待機児童の解消（保育所、子どもルーム等）  

Ⅰ 子育て支援・教育 ～こどもを産み育てたいまちへ～     

（１）保育所及び子どもルームの入所・待機児童数の推移（毎年４月１日現在） 
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入所児童数 

首都圏 

 政令市初！ 



（２）保育所等の整備 
   平成２８年、２９年と２年連続で待機児童が発生したことを受け、２９年度に「待機児童解消 
  に向けたアクションプラン」を策定し、過去最高の１，４２３人分の受け皿を整備しました。 
   平成３０年度も、引き続き増加する保育需要に対応するため、１，１７６人分の受け皿を 
  整備します。 
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年度 主 な 取 組 み 

Ｈ２８ 
・保育士等の宿舎借り上げ費用を補助 
・保育士の修学資金等を貸付 
・認定こども園移行・事業所内保育事業の整備に対する補助 

Ｈ２９ 
・アクションプランに基づき受け皿５００人分を前倒して整備 
・月額３万円の保育士等の給与改善 
・民間保育園整備に係る賃借料を補助（開園前６か月） 

Ｈ３０ ・民間保育園整備に係る賃借料補助の拡充（開園後５年間まで） 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

３０年度 

２９年度 

２８年度 1,025人 

【保育の受け皿確保の推移】 

1,423人 

1,176人（見込み） 

過去最高
の整備！ 

 



（３）子どもルームの整備（放課後児童健全育成事業） 
   仕事と子育ての両立支援と放課後児童の健全育成を図るため、子どもルームの増設や 
   環境改善を行うとともに、民間事業者が実施する放課後の遊びや生活の場の提供に対す 
   る助成を拡大し、待機児童の解消を図ります。 

事業名 か所数 概 要 

子どもルームの整備 
施設整備 ８か所（３００人増） 
実施設計 １か所（６０人増） 

待機児童解消に向け、子どもルーム
を整備する 

放課後児童 
健全育成事業補助 

４か所 
（平成２９年度は２か所） 

民間事業者が実施する放課後児童
健全育成事業に要する費用の一部
を助成する 
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【近年の施設整備の実績】（子どもルーム待機児童解消のための緊急３か年対策） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 
※見込み 

合 計 

６か所 
（３００人増） 

５か所 
（２２０人増） 

８か所 
（３００人増） 

１９か所 
（８２０人増） 

【平成３０年度における取組み】 



２  保育の質の向上  

  保育の質を向上させるための取組み 

  
（１）良好な保育環境の確保   
   認可保育所等の認可基準について、国を上回る基準を設定 
    
  ア 乳児室の面積（国：1.65㎡／人・市：3.3㎡／人）    
    
  イ １・２歳児担当保育士（国：６対１・市５対１） 
 

（２）保育の質の確保 

    認可後も、質確保のためにきめ細かな取組みを実施 
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ア 専任の保育士が定期的に巡回指導 
    

 
 

イ 保育士養成三短大と連携し、若手    
  保育士を対象に４日間の研修を実施 
 するなど保育士の資質向上 
   

 



３  幼児教育の推進体制の構築 

（幼児教育と小学校教育の接続の強化） 

市内のすべての幼稚園・保育所・認定こども園（＝「幼保」）の子どもたちが、小学校との円
滑な接続を意識した質の高い幼児教育を受けられることを目指し、以下の取組みを実施。 

（１）アプローチカリキュラムの作成・普及 

 

 

 

 ア モデル実施園におけるアプローチカリキュラムの作成・実践、他園への横展開 

 イ コーディネーター（千葉大学教育学部）によるモデル実施園への支援 

 ウ 「モデルカリキュラム（作成の手引き）」による普及啓発 

（２）幼保と小学校との連携・交流活動の普及・定着化 
 ア 幼保と小学校の子どもを中心とした交流活動の定着化・活性化 

 イ 幼保と小学校の教職員同士の意見交換、授業・保育参観等、「学び合いの場」の充実 

（３）家庭と保護者に対する啓発・支援 
   幼児教育における家庭と保護者の役割、小学校入学に向けた家庭生活での留意点等に 

  関するパンフレットの配布や講演会の開催 

 

 

＜アプローチカリキュラムとは・・・＞ 

幼保の子どもたちがスムーズに小学校の生活や学習に適応し、幼児期の学びを小学校の
生活や学習に生かせるよう工夫された、５歳児後半のカリキュラム 
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４  小中学校の施設整備の状況  

（１）近年の取組み 

耐震化対策 平成２７年度までに、市立のすべての学校を耐震化済み。 

老朽化対策 

・本市の学校施設の約８０％が築３０年以上が経過し、老朽化が進行。 
・学校施設保全計画（Ｈ２４．３策定）に基づき、耐震化の完了後から、計画的な保全を 
 本格的に開始（大規模改造、外壁、屋上防水、トイレ等）。 
・平成３０年度を目途に、千葉市学校教育審議会の意見を踏まえ、学校施設の中長期的な 
 維持管理等に係るトータルコストの縮減や、予算の平準化などを考慮した、学校施設の 
 長寿命化計画を策定予定。 

エレベーター 
設置 

・肢体の不自由な児童・生徒の学校生活の向上を図るため、エレベーターを設置。 
・新築、改築に合わせ設置することが多い中、本市では、入学・在籍にあわせた設置を積極的 
 に実施。 ＜設置率（Ｈ２９．７．１現在）＞ 千葉市   小学校３２％ 中学校４５％ 

                     千葉県内  小学校１６％ 中学校２３％ 

（２）「耐震対策」及び「学校施設の環境整備」 事業費の推移 

※1 吊天井や照明器具、バスケットゴール等の落下防止対策 
※2 建物の内部（内壁、天井、床、給排水設備、電気設備等）及び外部（外壁、屋根等）の両方を同時に全面的に改造する工事 

 

 

(単位：億円)

区　　分 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29予算 H30予算
耐震補強 43.5 33.9 0 0 0 0
非構造部材等耐震対策※1 2.0 7.5 13.1 0 0 0
大規模改造※2 0 0 0.9 2.7 20.1 38.5
外壁改修 0 0 14.4 16.3 6.1 7.9
トイレ改修 0 0 0.3 3.8 11.4 12.5
エアコン設置（音楽室等） 0 0 0.3 3.2 2.4 2.5

合　計 45.5 41.4 29.0 26.0 40.0 61.4



５  小学校外国語（英語）教育の充実  

（１）新学習指導要領を踏まえた外国語活動・外国語への取組み 

 平成３２年度から、国で全面実施される新学習指導要領 

  ○３，４年生では新たに「外国語活動」を開始 

  ○５，６年生では「教科」としての「外国語（英語）」になる 

 

  
対象 
学年 

平成２９年度（拡充前） 平成３０年度（拡充後） 

３･４年 ― 

【新規】 
年間３５時間（週１コマ） 
※うち外国人講師の配置 年間１８時間 

５･６年 
年間３５時間（週１コマ） 
※うち外国人講師の配置 年間３０時間 

【拡充】 
年間７０時間（週２コマ） 
※うち外国人講師の配置 年間３５時間 
 
【新規】 
英語教育支援員の配置 １２名（各区２名） 

― 
 
― 

【新規】 
英語専科教員の配置 ５名 
※担当学年は、配置校で決定 

【小学校における英語教育拡充の内容】 

千葉市では、平成３０
年度から、全面実施に
先行して、「外国語活
動」を拡充します 

これを
踏まえ 
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例文を参考にして、自分のことなど
について話したり、書いたりすること
ができるようになります。 

  例：I like soccer. 

小学校卒業までに･･･ 

（２）外国語活動等の目標 

外国語による言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地(基礎)となる資質・能力を
育成する。 

 〇３，４年生・・・「聞く」「話す」 
 〇５，６年生・・・「聞く」「読む」「話す」「書く」 

（３）先行実施を円滑に進めるための取組み＜平成３０年度＞ 

ア 外国人講師の配置拡充（３，４年生：年間１８時間、５，６年生：年間３５時間） 

  担任と外国人講師の協力による充実した外国語活動 

小学校の先生のよさ 
＊安心感 
＊発達段階を把握        
＊他教科と関連 

外国人講師のよさ 
＊自然な英語 
＊外国の文化や習慣の  
  違いへの気づき 

 

充実した外国語
（英語）教育 
 

イ 英語教育支援員の新規配置（各区２名） 

  ・英語指導に慣れていない小学校の教員を支援 

  ・活動内容例：授業計画や教材作成のアドバイス  

本市ではこれからも、外国語（英語）教育の充実に努めてまいります。 
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kouj 

いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護  など 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 など 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設   など 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成37）年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が
包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地
域の特性に応じて作り上げていくことが必要。 

厚生労働省資料を一部改変 

Ⅱ 高齢者支援・健康づくり ～自分らしく健やかに暮らせるまちへ～     
１  地域包括ケアシステムの構築・強化の推進  
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○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提
として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。 
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。 
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。 

厚生労働省資料を一部改変 

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）、 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」 
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年より 

２  支え合いによる地域包括ケアシステムの構築  

自助：・介護保険・医療保険の自己負担部分 
   ・市場サービスの購入 
   ・自身や家族による対応 
 
互助：・費用負担が制度的に保障されていな 
    いボランティアなどの支援、地域住 
    民の取組み 
 
共助：・介護保険・医療保険制度による給付 
 
公助：・介護保険・医療保険の公費（税金） 
      部分 
   ・自治体等が提供するサービス 
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地域 

医療 

支えあいを支援する団体等 

地
域
住

民
（
本

人
） 

認知症のケア・サポート 

住民主体の交流や支えあい 

住まい 

在宅医療・ 
介護連携 
支援センター 

・ 介護支援ボランティア 

・ 家族介護者支援センター 

・ 認知症サポーター 

・ キャラバン・メイト 

・ 認知症コーディネーター 

・ 認知症地域支援推進員 

介護 

支援 

地域ケア会議 

支えあいづくりを考える会 

訪問看護ステーション 

居宅介護支援事業所 
（ケアマネジャー） 

かかりつけ医 

在宅療養支援診療所 
強化型在宅療養支援診療所 

在宅療養支援薬局 

在宅療養支援歯科診療所 

訪問リハビリテーション 

看護小規模多機能型 
居宅介護事業所 

小規模多機能型 
居宅介護事業所 

定期巡回・随時対型 
訪問介護看護事業所 

訪問介護事業所 

通所介護事業所 

認知症疾患医療センター 

認知症初期集中支援チーム 

認知症サポート医 

リハビリテーション病院 

救急病院 
専門病院 

特定機能病院 

在宅療養後方 
支援病院 

地域包括ケア病床・病棟
のある医療機関 

介護付き有料老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

認知症高齢者 
グループホーム 

介護老人保健施設 

サービス付き高齢者向け住宅 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

認知症カフェ 

患者・家族の会 

在宅医療・介護連携 

町内自治会、管理組合 

地区民生・児童委員協議会 

老人クラブ 

シニアリーダー 

社協地区部会 

生活支援コーディネーター 

社会福祉協議会・CSW 

NPO団体 

いきいきプラザ・いきいきセンター 民生・児童委員協議会 

成年後見支援センター 

生活自立仕事相談センター 

市民後見人 

生涯現役応援センター 

地域運営委員会 

民間企業等 

消防署 

学校 

警察署 

弁護士・司法書士等 

千葉市民活動支援センター 

自宅 

・千葉市あんしんケアセンター 
・各区役所・保健福祉センター 

かかりつけ歯科医 

かかりつけ薬局 

生活支援 

介護予防 

青少年育成委員会 

スポーツ振興会 

ボランティア 

３  千葉市地域包括ケアシステムの姿  
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 ○【新規】在宅医療・介護連携支援センターの設置（予算額 2,100万円） 
  在宅医療と介護の一体的な提供及び連携の強化を図る「在宅医療・介護連携 
   支援センター」を総合保健医療センター内に設置 
   

 〇【拡充】認知症初期集中支援チームの増設（予算額 2,800万円） 
  認知症の方やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に行う支援チーム 
   を１チーム増設し、４チーム体制に 
 

 〇【拡充】生活支援コーディネーターの配置強化（予算額 4,700万円） 
  地域活動の支援などを行うコーディネーターについて、中央区でモデル事業として 
   新たに５人をあんしんケアセンター圏域単位に配置 
 

 〇【拡充】介護職合同就職説明会（予算額 300万円） 
  介護職への就職を希望する求職者に対する合同説明会の 
   開催回数を拡大（１回→２回） 
 

４  高齢者の支援に関する取組み  

13 

平成３０年度の主な施策 
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 〇【新規】禁煙の支援（予算額 300万円） 
  妊婦や子どもへの受動喫煙による健康被害を防止するため、 
   禁煙治療費の一部を助成 （上限：１万円 補助率：１／２） 
   ＜対象＞妊婦または１５歳以下の子どもと同居する方 
  
 

 〇【拡充】歯周病検診（予算額 3,500万円） 
  対象年齢を拡大（４０歳～７０歳までの１０歳ごと→５歳ごと） 
   するとともに、自己負担額を引き下げ（１，０００円→５００円） 
   ＜対象＞平成３１年３月３１日時点で４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳の方 
  
 

 〇【拡充】口腔がん検診（予算額 700万円） 
  定員数を拡大（６００人→２，０００人）するとともに、 
   自己負担額を引き下げ（１，０００円→５００円） 
   ＜対象＞４０歳以上の方 
 

５  健康づくりに関する取組み  

平成３０年度の主な施策 



Ⅲ 市民自治の推進 ～まちづくりを支える市民の力～     

（１）地域運営委員会とは① 

住民同士の「助けあい、支えあい」による地域運営が将来にわ
たって持続可能となる体制づくりを目指す。 
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１  地域運営委員会の支援  

事業開始  平成２６年度 

ア 地域の情報を共有し、地域全体の現状や課題を把握する 
   ことができる。 
 

イ 類似事業を協力して実施したり、事業の見直しを図るなど、 
  個々の団体の負担を軽減することができる。 
 

ウ 人材・資源・ノウハウ等の地域資源を団体間で共有・融通す 
   るなど、連携を強化して事業を実施することができる。 

目    的 

効   果 

【設立地区】１５地区  【準備地区】２地区 （平成３０年４月末現在） 設立状況 

活動エリア 小学校区から中学校区 



＜現 行＞ ＜地域運営委員会＞ 

• 地域の様々な団体が、それぞれの目的
に応じて活動 

• 地域の様々な団体が参加して、 
  継続的な「助けあい、支えあい」 
• 市・区は、庁内連携を進めるとともに 
  窓口となる担当職員を配置 

16 

（２）地域運営委員会とは② 

①地区町内自治会連絡協議会 ②社会福祉協議会地区部会 
③地区民生委員・児童委員協議会 ④中学校区青少年育成委員会 ⑤地区スポーツ振興会 

＜主要５団体＞  ※参加必須の団体 



ア 市の窓口として地域運営委員会の担当職員を各区に配置 

（３）地域運営委員会への支援 

補助金の 
メニュー 

補助内容 補助限度額 

①設立支援補助金 
地域運営委員会の設立準備に
要する経費を補助 

１０万円 

②活動支援補助金 
地域課題の解決に向けた取組
みに要する経費を補助 

２０万円 
（平成３０年度から増額） 

③地域運営交付金 

地域の団体に交付されている既
存の補助金を統合し、地域で使
途を決定できる補助金として一
括して交付 

地域の合意に基づき選択した
対象補助金等の合計額 
＋上乗せ額 

イ 地域運営委員会の活動に係る経費を補助 

ウ 公民館やコミュニティセンターの優先予約が可能なほか、 
   活動場所として公共施設の余裕空間の活用を検討 
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２  自主防災組織・避難所運営委員会の活動支援  

自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という 

自覚、連帯感に基づき自主的に結成した、災害による被害を 

予防し、軽減するための活動を行う組織を言います。 

 

・結成数１，０２１組織（平成３０年３月末） 

・結成率（全世帯割合）  ６３．６％（平成３０年３月末） 

 【結成数】 

【主な活動】 

 ・防災訓練の実施、参加 

 ・防災マップ作り 

 ・災害時要配慮者へのサポート 
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 ① 設置助成 

    自主防災組織を結成した場合、「設置助成」 

   として、防災基旗・防災資機材を供与します。 

 

 

 

 

 ② 活動助成 

    自主防災組織が防火・防災訓練を実施した場合、訓練に要する経費について、年度１回に限り、 

   参加人数に１５０円を乗じた額を上限に助成します。（２９年度：８０円→３０年度：１５０円） 

  

 

  千葉市では、自主防災組織に各種の助成をしています。 

世　帯　数 防災資機材供与額

　49世帯以下　 　　50,000円以内の資機材　　　　

　　50～299世帯　　　　　80,000円　　〃　　　　　　　

　300～999世帯　 　100,000円　　〃　　　　　　　

　1,000世帯以上　 　120,000円　　〃　　　　　　　

 ③ 資機材購入・賃借助成 

    自主防災組織が防災用資機材を購入・賃借する場合、年度１回に 限り、世帯数に応じた 

   限度額以内で、購入額の２分の１の額（１００円未満は切り捨て）を助成します。 

        ＜助成限度額＞ １００，０００円＋世帯数×４００円 

 ④ 資機材購入・賃借再助成 

    資機材購入・賃借助成の限度額から利用した後の残額が１０，０００円未満となった年度の翌年度 

   から５年を経過した組織に下記区分に応じた限度額を再度付与し、年度１回に限り、限度額以内で、 

   購入額の２分の１の額（１００円未満は切り捨て）を助成します。 

        ＜再助成限度額＞ ２５０世帯以下の組織      １００，０００円 

                   ２５１世帯以上の組織 世帯数×４００円 

 

※ 再助成金の交付にあたっては、申請前の過去 

  ３年度において、活動助成の対象となる防火・ 

  防災訓練を２年度以上実施していることが必要 
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避難所運営委員会とは、大規模災害の発生に備え、地域住民（町内自
治会や自主防災組織など）が主体的に避難所の開設及び運営を円滑に
行うための組織を言います。 

 

 【平常時の活動】 
  ・施設の使用範囲、使用方法の決定  ・生活ルール作り 

  ・マニュアル作り  ・開設、運営訓練 など 
 

 【災害時の活動】 
  ・避難所の開設、運営 

  （避難者の入退所管理、物資の管理・配給、避難所の衛生管理 など） 

 【設立数】 

・避難所２５１か所で設立済み 

・組織率９１.３ ％（平成３０年４月１日） 
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 災害発生時の避難所運営を円滑に行える知識、技術及び防災意識の 
 向上を図るため、平成２９年度から、市内全ての避難所運営委員会を対 
 象に、訓練や研修会等の活動に要する経費に対し、補助金を交付して 
 います。 

 

 ① 補助額 

   ・ 補助率     １０/１０（全額） 

  ・ 補助限度額  ２９年度：２０，０００円→３０年度：２７，０００円 

             （１年度につき、１避難所当たり） 

 ② 補助対象となる経費の例 

  ・ 訓練で使用する資材、避難所運営用品の購入費 

  ・ 研修会の講師謝礼金 

  ・ 会議資料のコピー代、郵送用の切手代 

 【避難所運営委員会活動支援補助金】 
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3 消防団の活動促進  

○消防団とは   

  消防団は消防本部・消防署と同様に市町村の消防機関の一つ。 

  「自らの地域は自らで守る」という精神に基づき、普段は様々な  

 職業や学業を持つ非常勤特別職の地方公務員。 

  災害時の消防防災活動だけではなく、平常時における訓練、警戒、 

 防火・防災啓発活動などを行っている。 

○災害時の活動 
  消火活動、救急活動、救助・避難誘導活動・水防活動 

○平常時の活動 
  防災訓練、救命講習会、防火・防災啓発活動、 

 警戒活動、各訓練への参加 
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消防団員の推移（条例定数８４０人） 
年度 

(４月１日現在) 
男 

(人) 
女 

(人) 
計 

(人) 
充足率※ 

(％) 

平成２５年 ５７９ １４０ ７１９ ８５．６ 

平成２６年 ５８８ １４６ ７３４ ８７．４ 

平成２７年 ６１６ １６６ ７８２ ９３．１ 

平成２８年 ５９３ １８１ ７７４ ９２．１ 

平成２９年 ５７７ １７６ ７５４ ８９．８ 

平成３０年 ５７７ １６２ ７３９ ８８．０ 

現在の消防団体制（平成３０年４月１日現在） 

１団    （団長１名、本部副団長８名） 
６方面隊 （方面隊長６名） 
１８分団  （分団長１８名、副分団長２０名（うち女性リーダー６名）） 
７４部   （部長７４名、班長１０７名、団員５０５名） 
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※充足率・・・条例定数に対する団員数の割合 



様々な大震災を契機に 
「公助」の限界 

消防職員も被災者 

交通渋滞等により消防車が動けない 

同時多発災害のため消防車の不足 

消防団 自主防災組織 協 力 

減 災 

大規模な災害が発生すると 

共 助 共 助 

消防団体制の充実 ２１４，９７９千円（Ｈ３０予算） 

・消防団器具置場の改築等 

・小型動力ポンプ付積載車の更新（２台） 
・消防団運営  防火衣、防火帽、防火長靴の性能向上 

          救命胴衣・安全ベスト等の貸与 
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地域のために頑張ってみませんか？ 

千葉市では消防団員を募集しています。 

・消防団員は、職業や学業をしながら地域の安全・安心を守るために活躍 

・地域に密着した消防防災活動を実施 

・千葉市に居住・勤務・在学している年齢満１８歳以上７０歳以下で身体が 

 強健な方（男女問わず） 

・活動に対し、報酬及び手当を支給 

・５年以上活動すると退職金も支給 

・公務災害補償制度あり 

・消防活動に必要な被服等の貸与あり 

・功労・功績に対し表彰あり 
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