
相  談

　
就労・進路に悩む若者応援！

（厚生労働省委託事業）

　働くことに悩みを抱えている若者

を支援するため、「就労・進路相談」

を受け付けています。

日時…11 月９日（木）

　　　午後１時～５時

場所…市役所分庁舎１階会議室

対象…おおむね 15 ～ 39 歳の就労に

悩みを抱えている人、またはその保

護者　

申込み…電話予約

費用…無料

問・申込先

　ちば北総地域

　若者サポートステーション

　 （37）６８４４

住宅耐震相談会

　自分の住んでいる建物が地震に対

してどれくらい安全なのか、考えて

みましょう。

　特に耐震基準が施行される前の、

昭和 56 年５月 31 日以前に着工さ

れた住宅に住んでいる人は、ぜひ利

用してください。　

日時…11 月 19 日（日）

　　　午前９時～正午／

　　　午後１時～５時

場所…中部ふれあいセンター

費用…無料　対象…市内在住の人　

定員…14 組

持ち物…建築確認申請時の平面図な

ど、住宅の間取りが分かるもの（建

築確認通知書など）

相談時間…おおむね 45 分

相談員…市委嘱の住宅耐震相談員

申込み…11月16日（木）までに電話

問・申込先　都市計画課宅地建築班

　 （93）５１４８

里親制度説明会

　さまざまな理由から家庭で生活で

きない子どもたちを保護者に代わり、

家庭的な雰囲気の中で養育する制度

が「里親制度」です。

　里親制度の普及啓発や里親委託の

推進のため、社会の理解を深めるこ

とを目的に説明会を開催します。

日時・内容…11 月 26 日（日）

▼午後１時 30 分～２時

　里親制度説明（全体向け）

▼午後２時～３時

　川嶋あいミニライブ＆トーク

▼午後３時 15 分～４時 30 分

　里親制度説明（個別対応）

場所…千葉明徳短期大学講堂

　　　＜千葉市中央区南生実町＞

持ち物…筆記用具　申込み…不要

問ＮＰＯ法人

　子ども家庭サポートセンターちば

　（オレンジの会）

　 ０４７０（28）４２８８

年金相談

　市では、毎月１回、社会保険労務

士による年金相談を行っています。

　厚生年金や、国民年金の請求手続

きや加入期間など、日頃年金に対し

て感じている不安や悩みを一気に解

消してみてはいかがですか？

日時…11 月 16 日（木）

　　　午前 10 時～正午／

　　　午後１時～３時

場所…市役所本庁舎１階会議室

問国保年金課高齢者医療年金班

　 （93）４０８５

教室･講座

普通救命講習会
　

日時…11 月 19 日（日）

　　　午前９時～正午

　　　受付　午前８時 30 分～

場所…消防署３階講堂

対象…12 歳以上

費用…無料　定員…20 人

申込み…11 月 12 日（日）まで

問・申込先

　消防署　 （92）１３１１

甲種防火管理新規講習
防火・防災管理新規講習

■甲種防火管理新規講習

定員…１２０人

費用…６、５００円（テキスト代込み）

申込み期間…

11 月９日（木）、10 日（金）

■防火・防災管理新規講習

定員…１４４人

費用…８、５００円（テキスト代込み）

申込み期間…

11 月 16 日（木）、17 日（金）

【共通事項】

講習日程…

12 月 21 日（木）、22 日（金）

※各講習とも２日間開催。申し込

みは２日間参加できる人に限ります。

場所…成田国際文化会館

　　　＜成田市土屋＞

申込み…希望する講習の申込み期間

中に申込書（※）を（一社）千葉県防

設備協会に持参またはＦＡＸ

※市消防本部で配布のほか、（一財）日

本防火・防災協会のホームページか

らダウンロードできます。

●（一社）日本防火・防災協会ホームページ

H P http://www.n-bouka .or. j p/

その他…欠席するときは（一社）千葉

県消防設備協会に要連絡。無断欠席

は受講料の払い戻しできません。

申込先…

（一財）千葉県消防設備協会

千葉市中央区道場南１－９－１５

千葉県電工会館２階

（午前９時～正午／午後１時～４時）

　 　０４３（３０６）３８７１

　ＦＡＸ　０４３（２２３）６６１０

問消防本部予防課

　 （92）１３１３

募  集
登録統計調査員

　国勢調査などの各種統計調査に従

事する登録統計調査員を募集します。

　詳しくは問い合わせてください。

仕事内容…

○調査対象世帯や事業所の訪問

○調査内容の説明

○調査票の配布・記入の依頼

○調査票の回収など

対象…次の全てに該当する人

○市内在住で 20 歳以上

○説明会などに参加でき、責任をも

　って調査事務を遂行し、調査時に

　知り得た秘密を保持できる

○暴力団員ではない

○暴力団員もしくは暴力団と関係を

　有していない

○警察、税務、選挙活動などに直接

　関係がない

報酬…２～４万円程度

　　　（各統計調査終了後に支給）

問・申込先　

　企画課企画統計班

　 （93）１１１８

陸上自衛隊高等工科学校生徒

　高等学校普通科と同等の教育と併

せて技術的な専門教育を受け、卒業

後は各種大学や防衛大学校、航空学

生への受験資格が得られます。

　詳しくはホームページで確認する

か、問い合わせてください。

●自衛官募集ホームページ

H P http ://www.mod.go . jp/　

　gsdf/j ie ikanbosyu/

受験資格…

中卒（見込含む）17 歳未満

※推薦試験は、学校長の推薦が必要

申込期限…

〇推薦試験　

　12 月１日（金）

〇一般試験　

　平成 30 年１月９日（火）

試験期日…

〇推薦試験　

　平成 30 年１月６日（土）～８日（月・

祝）の指定する１日

〇一般試験

第１次試験　

　平成 30 年１月20日（土）

第２次試験　

　平成 30 年２月１日（木）～４日（日）

の指定する１日

問自衛隊成田地域事務所

　 （22）６２７５

野球審判員

　市野球協会では、審判員を募集し

ています。男女問わず、初心者の方

もお待ちしています。

　詳しくは問い合わせてください。

問市野球協会審判部　峯島

　 ０９０（４７４６）６３６４

平成 30 年度
千葉県生涯大学校学生

応募条件…

　健康、仲間づくり、社会参加に興

味のある千葉県在住の人で、原則

60 歳以上の人

募集期間…11 月 10 日（金）～

　　　　　12 月 28 日（木）

願書配布場所…

〇市高齢者福祉課

〇生涯大学校各学園

〇各地域振興事務所

〇県高齢者福祉課

※郵送希望者は、140 円切手を貼っ

た返信用封筒（角２）を千葉県生涯

大学校事務局へ郵送してください。

問・申込先　

　千葉県生涯大学校事務局

　 ０４３（２６６）４７０５

　〒２６０－０８０１

　千葉市中央区仁戸名町６６６－２

北総中央用水土地改良区 職員

　平成 30 年度４月１日採用予定の

職員を募集します。

職種…一般事務

募集人数…若干名

受験資格…

　昭和 63 年４月２日～平成 12 年４

月１日までに生まれた人で、採用日

までに普通自動車運転免許証取得可

能な人

試験日時…12 月９日（土）

　　　　　午前 10 時～

試験会場…八街市立中央公民館２階

　　　　　＜八街市八街ほ＞

試験内容…一般教養、作文など

申込み…

　11 月 17 日（金）までに申込書（※）

を提出（郵送可。16 日（木）消印有効）

※窓口で配布。郵送希望者は返信用

封筒を郵送してください。

問・申込先　

　北総中央用水土地改良区

　 ０４３（４４４）５７１７

　〒２８９－１１１３

　八街市八街へ１９９－２０３３

シルバー人材センター臨時職員

　シルバー人材センターでは臨時職

員を募集しています。

職務内容…業務係

（会員の就業調整、就業開拓）

募集人数…１人

応募資格…

　市内在住のおおむね 60 歳以上で

普通自動車免許を持っている人

賃金…時給８７０円

勤務時間…午前８時 30 分～

　　　　　午後５時 15 分

申込み…11 月 30 日（木）までに履

歴書を提出

その他…書類選考のうえ面接を行い、

採用者へ結果を通知します。

問・申込先

　 市シルバー人材センター事務局

　（市福祉センター内）

　 （90）１３７５
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