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あなたの声を市政に パブリックコメント
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（92）1314

syob o@city.tomisato.lg.jp

市街化調整区域における土地
利用方針、地区計画ガイドライン 「自分たちのまちは自分たちで守る」
という郷土愛護の精神に基づき、災害
見直し案
都市計画課
（93）5147 FAX （93）5153
E toshikeikaku@city.tomisato.lg.jp

市立こども園
臨時・非常勤職員募集
●葉山こども園

（93）1215

上級救命講習

●向台こども園

（93）2951

申込

応急手当を学びたい人や、普通救命講

員で、報酬と出動した場合の活動手当

きます。

対 次の条件をすべて満たす人

① 18 歳以上

域の特性を活かした土地利用のニー

②市内在住または在勤

ズが高まっています。

③心身ともに健康

定に伴い、土地利用方針とこれを実現
するための運用となる地区計画ガイ
ドラインを見直し、その案を作成した
ので皆さまからの意見を募集します。
期 閲覧・意見募集

12 月２日（月）～ 16 日（月）
８：30 ～ 17：15 ※土、日曜日を除く
場 都市計画課窓口、市公式ホームペー

ジで閲覧できます。
意見を提出できる人
○市内在住、在勤、在学している
○市へ納税義務がある（法人を含む）
○計画案に直接利害関係がある
（法人、団体を含む）
意見書の提出方法
意見書に住所、氏名を記入し、次の
いずれかの方法で提出

対

保育士・幼稚園教諭の有資格者

日 ●月～金曜日

8：30 ～ 17：15

の指定する日時

申 電話、メールで連絡してください。

旭中央病院附属看護専門
学校 看護学生
旭中央病院附属看護専門学校
0479（63）8111

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）

第 38 回市駅伝大会出場者

2020 年度入学看護学生を募集します。 市陸上競技協会事務局 内田
090（8330）2557
詳しくは問い合わせてください。
受験資格
○高等学校を卒業している人、またそ
れと同等以上の資格を有する人
○ 2020 年３月高等学校を卒業見込み
の人

受付 ８：00 ～
場 社会体育館に集合
対 市内在住、在勤の人
内 種目・１チーム人数

対 次の全てに該当する人

○市内在住で 20 歳以上

○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）
他 〇調査従事中、統計調査員は、非常

12 月 17 日（火）～

③中学生男子・５人

令和２年１月９日（木）必着

④中学生女子・４人

〇２次募集

〇登録は随時受け付けています。
電話連絡後に面接を行います。

特定創業等支援事業

創業プラン作成スクール
申込

千葉県信用保証協会
成長サポート部創業サポートチーム
043（311）5001

FAX
HP

043（211）8424
http://www.chiba-cgc.or.jp/

創業計画書の作成をゴールとして、創業

〇２次募集

千葉中央ツインビル２号館 13 階＞

印旛郡市広域市町村圏
事務組合職員
事務局管理課
043（485）0397
印旛郡市広域市町村圏事務組合
試験案内、申込書などのダウンロード
及び詳細は、組合ホームページをご覧
ください。

日 令和２年１月 19 日 ( 日 )
申

12 月９日（月）～ 23 日（月）
※ 23 日の消印有効

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
(91）1288
(91）1597

●浩養すいかキッズクラブ
(94）0520
●若草児童館学童クラブ
（富里保育園併設）
(93）8226

①②④⑥⇒８００円
③⑤

令和２年２月 14 日（金）
、
15 日（土）

場 千葉商工会議所

＜千葉市中央区中央 2-5-1

①②④⑥⇒７㎞、③⑤⇒ 10. ５㎞

令和２年１月 17 日（金）
、
18 日（土）

１月 11、18、25 日、２月１日（土）

⑤一般男子（16 歳以上）
・５人

費 １チームにつき

勤の公務員です。調査従事中にけ ●根木名学童クラブ
がをした場合は、公務災害補償が ●富里第一学童クラブ
適用されます。

他 講習の最後に筆記・実技試験があります。

日 令和２年

○説明会などに参加でき、責任をも 職種・募集人員・試験日など
って調査事務を遂行し、調査時に ●電気上級 若干名
知り得た秘密を保持できる

12 月８日（日）まで

②小学生女子・４人

〇１次募集

○調査票の配布・回収など

申

スクールを開催します。

○電子メール

○調査内容の説明、記入依頼

20 人（5 人以上で開講予定）

①小学生男子・４人

試験日

内 ○調査対象世帯や事業所の訪問

定

〇１次募集

○ＦＡＸ

国勢調査などの調査員を募集します。

内 乳児・小児の心肺蘇生法など

願書提出期間

距離（全長）…

（93）1118

場 北分署 2 階会議室

日 令和２年２月２日（日）８：45 ～

２月５日（水）必着

企画課

受付 8：30 ～ ※昼食は各自用意

●資格証の写し（資格取得見込みも可）

○郵送（16 日の消印有効）

登録統計調査員

12 月 15 日（日）9：00 ～ 17：00

いずれかの人

⑥一般女子（16 歳以上）
・４人

と理由を公表します。

日

定 若干名

令和２年１月 22 日（水）～

意見を考慮して修正した時は、内容

習を受講したことがない人でも受講で

※勤務日時などは相談してください。 対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

○直接持参

他 提出された意見に対する市の考え方や、

（92）1311

から地域を守る存在が消防団員です。 葉山こども園または向台こども園
消防団員は、非常勤特別職の地方公務 ●園児の保育（通常・時間外）

央連絡自動車道の整備促進により、地

市では、都市計画マスタープランの改

消防署

普通救命講習を受講し、さらに詳しい

場内

額 時給 1,200 円
市街化調整区域は、農地や山林を保全 が支給されます。市内には 19 の分団
するため、開発を抑制していますが、 があり、現在 377 人が活動しています。※交通費は市の規則に基づき別途支給

成田空港の更なる機能強化、首都圏中

教室・講座

⇒１，
０００円

申 令和２年１月 17 日（金）までに、

費用を添えて社会体育館窓口にて

対 これから創業を考えている人、創業

して間もない人

定

30 人

申 千葉県信用保証協会のＷＥＢサイト、

電話、ＦＡＸで申し込んでください。

