
広報とみさと　2019.7.1 ９

住宅リフォーム補助事業
都市計画課　 （93）5148

住宅環境の整備と市内産業の活性化を

図るため、住宅リフォーム工事を行う

人に対し、工事に係る費用の一部を補

助します。

対次の要件を全て満たすもの

対対象者

　○市に住所登録し、個人住宅または

　　併用住宅を自ら所有し、居住して

　　いる

　○建築後、１年以上経過している

　○市税を完納している

　補助対象工事

　○市内に本店を有する法人、または

　　住所のある個人事業主が行うリ

　　フォーム工事で、工事費が 20 万

　　円（消費税を除く）以上であるもの

　○住宅の床面積を増加させずに住宅

　　機能の維持・向上のために行う修

　　繕、改築、模様替え工事であるも

　　の

　　【例】屋根の修繕、外壁の塗装、　

　　壁紙の張替え、床板の張替えなど

額 10 分の１（上限 10 万円）

　※併用住宅は、個人住宅部分が補

　　助対象

期７月 10 日（水）～ 11 月 29 日（金）

　※予算額に達した時点で終了します。

　※リフォーム工事契約前に申請し

　　てください。

他○補助は一住宅につき１回限りです。

　○施工箇所が重複しなければ耐震改

　　修工事費補助金との併用も可能で

　　す。

我が家の照明ＬＥＤ化
キャンペーン 2019

県循環型社会推進課

 043（223）4645

FAX 043（221）3970

〒 260-8667　

千葉市中央区市場町１－１

家庭の電気使用量の約 13％を占める

照明器具をＬＥＤに交換することで、

地球温暖化の原因となる二酸化炭素排

出量の削減につながります。

スマートに省エネ・節電に取り組んで

みませんか？

キャンペーン実施期間中に，ＬＥＤの

照明器具（シーリングライトやペンダ

ントライト）に買い替えた家庭を対象

に、抽選で 50 名様に「食のちばの逸

品を発掘 2019」受賞品を差し上げます。

内①応募用紙（チラシ）を入手する。

　　市環境課窓口、県ウェブサイトで

　　ダウンロードできます。

　②ＬＥＤの照明器具に買い替える。

　③応募用紙に必要事項を記入し、購

　　入日と購入した製品の型番が記載

　　してある書類（レシートや納品書

　　などのコピー）を添付し、郵送ま

　　たはＦＡＸで送信。または県ウェ

　　ブサイトから報告。

期実施期間　9 月 30 日（月）まで

　報告期限　10 月７日（月）まで

　　　　　　（消印有効）

漏水などで工事が必要な
ときは
上下水道課　 （93）3340

水道の給水装置の新設工事や修理工事

を行うときは、必ず市が指定する給水

装置工事事業者へ依頼してください。

指定給水装置工事事業者

水道法における給水装置工事事業者の

指定制度に基づき、全国一律の要件に

より、市から指定された事業者です。

市に登録されている工事事業者の一覧

は、水道課で閲覧できるほか、市公式

ホームページにも掲載しています。

契約に関するトラブルが増えています

工事の契約は、工事事業者と、依頼主

との間で行うものです。

工事後のトラブルを避けるため、次の

事項に十分注意してください。

○希望する内容の工事を行うことがで

　きる工事事業者か確認する。

○できるだけ複数の工事事業者から見

　積もりを取り、内容を検討する。

　（見積もりが有料となる場合があり

　ます。）

○工事が始まる前に、工事の内容、費

　用、アフターサービスなどについて、

　十分な説明を受ける。

国民健康保険（国保）の届出
国保年金課　 （93）4083

職場の健康保険に加入している人や、

生活保護を受けている人などを除く全

ての人は、国保に加入しなければなり

ません。

また、次のようなときは届出が必要です。

○ 健康保険を喪失（扶養喪失）したとき

⇒国保加入

○ 健康保険に加入（扶養認定）したとき

⇒国保脱退

なお、国保税は資格取得日までさかの

ぼって課税されますので、14 日以内

に届出をしてください。

※届出が遅れると、保険給付が受け

られないときがあります。

募集

シニアのための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

富里市、佐倉市、八街市、酒々井町、

千葉県ジョブサポートセンターが共催

で、セミナーを開催します。

日７月 17 日（水）

　10：00 ～ 12：00

場佐倉市スマートオフィスプレイス

　セミナールーム

　＜佐倉市ユーカリが丘 4-1-1

　　スカイプラザ・モール 3 階＞

対おおむね 55 歳以上

　（在職・休職中問わず）

内多様な働き方の現状、採用の具体的

　事例、仕事の探し方、応募書類の書

　き方など

定 20 人

ｚ
夏休み親子クッキング教室
申込 健康推進課　 （93）4121

子どもの時から食に関心を持ち、作る

楽しさを知ってもらうため、親子クッ

キング教室を開催します。

親子で力を合わせて料理を作りませんか。

日①または②のいずれかを選択

　① 7 月 31 日（水）

　　 9：30 ～ 13：00

　②８月 21 日（木）

        9：30 ～ 13：00

場保健センター

　（すこやかセンター内）

対年長児～小学生

　※必ず保護者同伴で参加

定各日 10 組

費１人 500 円

申電話

　（後日詳細を連絡します。）

他託児はありません。

市立こども園
臨時・非常勤職員募集

●葉山こども園　 （93）1215

●向台こども園　 （93）2951

場　内　　

葉山こども園または向台こども園

●園の保健業務全般

　対　正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給 1,270 円

　　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日　8：30 ～ 17：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

定若干名

申次の書類を提出

　●履歴書

　　（市販のものに必要事項を記入し、

　　写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込みも可）

自衛官募集
自衛隊成田地域事務所

(22)6275

約 23 万人の自衛官たちが、防衛や災

害援助、国際貢献を担い、日本や世界

を舞台に活躍しています。

自衛隊では、将来活躍する人材を募集

しています。

試験
区分

受験資格
申込
受付

試験日

自
衛
官
候
補
生

18 ～ 27 歳
未満の男女

随時
受付時
に周知

一
般
曹
候
補
生

18 ～ 27 歳
未満の男女

7月1日

（日）～

9月６日

（金）

9月20日

（金）～

22日

（日）

航
空
学
生

高等学校を卒
業または卒業
見 込 み の 21
歳未満の男女

（海上自衛隊
は 23 歳未満）

7月1日

（日）～

9月６日

（金）　

9月16日

（月）

　　　　　　
　 ▲自衛隊成田地域事務所

　　　　　　　　ホームページ

　　　　　　　　ＱＲコード

2019年度　学生を募集します

海上保安大学校・海上保安学校

銚子海上保安部管理課

0479（21）0118

海上保安学校

日●受付　7 月 16 日（火）～ 18 日（木）

　●一次試験　9 月 22 日（日）

海上保安大学校

日●受付　8 月 22 日（木）～ 26 日（月）

　●一次試験　10月26日（土）、27日（日）

三菱グループ第三代社長の岩崎久
ひさや

彌ゆかりの史跡がある富里市、高知県安

芸市、岩手県雫石町、東京都台東区では岩崎家ゆかりの地と称して広域連

携事業を行っています。令和元年度の事業として、岩崎家ゆかりの地をＰ

Ｒする物産展を、第二代社長の岩崎彌之助邸宅跡に建つ御茶ノ水ソラシティ

協力のもと開催します。

日７月５日（金）11：00 ～ 19：00

場御茶ノ水ソラシティプラザ（千代田区神田駿河台４ー６）

内各地域の特産品の販売、ふるさと産品の販売、パンフレット配布　など

ゆかりの地ＰＲを都内で行います

岩崎家ゆかりの地広域連携事業

問商工観光課　 （93）４９４２


