
お知らせ

　　　　　　

適正な医療の受診を
心掛けましょう

国保年金課　 (93)4083

休日や夜間に、軽症の人が救急医療へ

受診することが増え、緊急性の高い重

症患者の治療に支障をきたしています。

必要な人が安心して医療が受けられる

ように、医療機関・薬局では、次のこ

とに留意しましょう。

○休日や夜間に、救急医療機関を受診

　するときは、平日の時間内に受診で

　きないか、考えてみましょう。

○かかりつけの医師を持ち、気になる

　ことがあったら、まずは相談しま

　しょう。

○同じ病気で複数の医療機関を受診す

　ることは控えましょう。重複する検

　査や投薬により、かえって体に悪影

　響を与える可能性があります。

平成 31年度
八街駅前自転車駐車場
利用登録申請受付開始

八街市都市整備課

043（443）1432

〒289 － 1192（住所不要）

自転車駐車場の利用登録申請の１次受

付を開始します。許容台数を超過した

ときは抽選になり、空きがある場合は

継続して受付を行います。

■受付期間　11 月９日（金）～

　　　　　　11 月 30 日（金）まで

■利用期間　平成 31 年 4 月１日～

　　　　　　平成 32 年３月 31 日

■申請方法　利用登録申請書（※）に

必要事項を記入し、郵送（30 日消印

有効）または持参

※ 11 月 6 日（火）から、八街市役所

都市整備課、八街市役所受付、ＪＲ八

街駅自由通路に設置します。

講習・講座

普通救命講習
申込 消防署　 (92)1311

日 11 月 18 日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防本部 3 階講堂

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人　申 11 月 11 日（日）まで

上級救命講習
申込 消防署　 (92)1311

普通救命講習を受講し、さらに詳しい

応急手当を学びたい人や受講したこと

がない人でも受講できます。

日 12 月 16 日（日）9：00 ～ 17：00

　受付　8：30 ～　※昼食は各自用意

場消防本部 3 階講堂

内乳児・小児の心肺蘇生法など

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人（5 人以上で開講予定）

申 12 月９日（日）まで

相　談

就労・進路相談
就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポートステーション

（37）6844　

厚生労働省委託事業

日 11 月８日（木）13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 歳～ 39 歳で就労に悩みを抱え

　ている人またはその家族

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 （93）5148

現在の耐震基準が施行される前の昭

和 56 年 3 年 5 月 31 日以前に着工さ

れた住宅に住んでいる人は、この相談

会を利用してください。

日 11 月 18 日（日）

　 9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 15：00

　1 組につき 45 分程度

場中部ふれあいセンター　対市内在住者

定 14 組　申 11 月 15 日（木）まで

持建築確認申請時の平面図など、住宅

　の間取りがわかるもの

農林水産就業相談会
県農林水産部担い手支援課

043（223）2904

日 12 月 1 日（土）　10：00 ～ 15：00

場蘇我コミュニティーセンター 4 階

　＜千葉市中央区今井 1 － 14 － 43 ＞

対農業・林業・漁業を始めたい人

内情報提供、個別相談、新規就業者の

　体験談やアドバイスなど

登録統計調査員
企画課　 （93）1118　

国勢調査などの調査員を募集します。

内○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・回収など

対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

額２～４万円程度

　（各統計調査終了後に支給）

学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ

てください。

●日吉台学童クラブ　 (91）2501

●富里南学童クラブ　 (92）0092

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

募　集

富里市
任期付短時間勤務職員
総務課　 （93）1113

任期付短時間職員とは、定年まで働く

職員とは異なり、採用時に任期を定め

て短時間の勤務をする職員です。

募集職種

　一般行政職（住民に身近な行政サー

　ビスとして、戸籍、税金、年金や福

　祉業務、各種事業の事務）

任期　

　最長 3 年まで更新

勤務時間

　週 31 時間以内

休暇　年次休暇、特別休暇など

　　　（市の規程に基づき付与）

定若干名

額条例により、給料のほか通勤手当、

　時間外勤務手当、期末勤勉手当など

　の手当を支給要件に応じて支給

対平成13年4月1日までに生まれた人

　（学歴不問）

申申込書と作文（※）を 21 日（水）ま

　でに総務課へ提出（郵送可。21 日

　の消印有効）

　※募集案内、申込書、作文原稿は

　　総務課で配布のほか、市公式ホー

　　ムページからもダウンロード可。

選考方法

○第 1 次選考　作文による書類選考

　※作文のテーマは募集案内をご覧

　下さい。

○第 2 次選考　面接選考

　第 1 次選考合格者のみ第 2 次選考

　を行います。

※合格発表は受験者全員に通知します。

シルバー人材センター
臨時職員

市シルバー人材センター事務局

（市福祉センター内）　 （90）1375

内業務係（会員の就業調整など）

時 8：30 ～ 17：15　定１人

対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

額時給 900 円

申 11 月 20 日（火）までに履歴書を

　持参

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。

平成31年度
千葉県生涯大学校学生

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

対健康、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

期 11 月９日（金）～ 12 月 28 日（金）

　願書は、市高齢者福祉課、生涯大学

　校各学園、各地域振興事務所、県高

　齢者福祉課で配布しています。

　※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。

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

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。

対中卒（見込含む）17 歳未満

※推薦試験は、学校長の推薦が必要

推薦試験

日平成 31年１月５日（土）～７日（月）

　の指定する１日

申 11 月 30 日（金）まで

一般試験

日○第１次試験　

　　平成 31 年１月19 日（土）

　○第２次試験　

　　平成 31年２月１日（金）～

　　４日（月）　の指定する１日

申平成 31年１月７日（月）まで

●採用上限年齢の引き上げ

　自衛官候補生と一般曹候補生の採用

　年齢の範囲が 10 月１日に改正されま

　した。詳しくはホームページに掲載

　しています。

【改正後】

　採用予定月の１日において 18 歳以上

　33歳未満

イベント

防火ポスター展
消防本部予防課　 （92）1313

市内小学生から出展された防火ポス

ター展を開催します。

日 11 月 7 日（水）～ 15 日（木）　

　 9：30 ～ 18：00

場市立図書館 1 階

文化祭「とみよう祭」
県立富里特別支援学校　渡邉

(92)2100

日 11 月 10 日（土）

　9：30 ～ 13：45　　

　販売・舞台発表は、10：00 ～　　

　13：00

場県立富里特別支援学校

　＜七栄 483 － 2 ＞

内○小学部のステージ発表

　○中学部・高等部の作業製品販売、

　　各施設の販売活動

持スリッパ

文化祭「かよう祭」
県立香取特別支援学校　

0478(72)2911

日 11 月 10 日（土）

　10：00 ～ 13：20

場県立香取特別支援学校

　＜神崎町大貫３８３－１３＞

内○小学部発表

　○中・高等部作業製品の販売

　○児童生徒の作品展示

　○遊びコーナー

　○模擬店　など

持スリッパ
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