
6　広報とみさと　2020.5.1

募　集

地域赤十字奉仕団　団員
社会福祉課　 （93）4192

赤十字奉仕団とは、赤十字の人道・博
愛の精神に基づき、ボランティア活動
を通じて社会に貢献する団体です。
災害時には、避難所での炊き出しや救
護活動などの奉仕活動を行う役割を担
います。救護活動やボランティア活動
に興味のある人は、一緒に活動してみ
ませんか。

令和2年度葉山こども園
会計年度任用職員
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215

詳しくは問い合わせてください。
日○７：00 ～ 19：15
　　の指定する時間
　○土曜日　7：00 ～ 15：15
内園児の保育・教育
　（通常・時間外・土曜）
対　保育士・幼稚園教諭の有資格者
額時給 991 円～ 1,200 円
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）

令和 2年度市立幼稚園
会計年度任用職員
（パートタイム）
富里幼稚園　 （93）2387
浩養幼稚園　 （94）0054

詳しくは問い合わせてください。
日○８：15 ～ 16：45
　○９：00 ～ 14：00
場富里幼稚園または浩養幼稚園
内園児の保育・教育
　（通常・保育補助）
対　幼稚園教諭の有資格者
額時給 991 円～ 1,200 円
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）

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５月14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 ～ 49 歳で就労に悩みを抱えて
　いる人またはその家族

教室・講座・試験

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日５月 17 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５月 10 日（日）まで

危険物取扱者保安講習会
市危険物安全協会（消防本部予防課内）

（92）1313

日　対 7 月７日（火）
　午前　給油取扱所で主に従事する人
　午後　給油取扱所以外の施設で従事する人
場千葉市文化センターアートホール
　＜千葉市中央区中央 2‐5‐1 ＞
持危険物取扱者免状、受講票
費 4,700 円
　（県収入証紙を申請書に貼付）
申 5 月 25 日（月）～ 29 日（金）
　【受付場所・時間】
　○市危険物安全協会
　　8：30 ～ 17：15
　○（一社）千葉県危険物安全協会連合会
　　千葉市中央区末広 2-14-1
　　ワクボビル 2 階
　　9：20 ～ 12：00 ／
　   13：00 ～ 16：40
　　 043（266）7930

食品衛生組合講習会と
店舗検査延期のお知らせ
市食品衛生組合　岩井　

（92）0828

例年 5 月に実施していた食品衛生講
習会、食品衛生店舗検査は、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため延期とな
りました。
詳細が決まり次第お知らせします。

いつまでも元気に　地域で活躍！

創年セミナー
申込 　生涯学習課（中央公民館内）

 （93）7641

日６月下旬～令和３年２月
　毎月第２・第４木曜日
　（全 16 回）
　10：00 ～ 12：00
場中央公民館など
内歴史講座、医療講座、軽スポーツ
　など
対市内在住の 20 歳以上で、10 回以上
　受講できる人
定 40 人
　（定員を超えた場合は、初めての参
　加者を優先。）
費 500 円
　（資料印刷代）
　※※別途教材費や視察費などが必要に
　　なるカリキュラムがあります。
申５月 11 日（月）～ 15 日（金）の
　8：30 ～ 17：15 までに生涯学習課
　窓口にて。
　市公式ホームページにも　申込用紙
　を掲載しています。

スポーツ

市スポーツ少年団　団員
市スポーツ少年団事務局　 （92）1597

青少年にスポーツを振興し、心身の健
全な育成に努めることを目的に活動し
ており、約360 人が団員として登録
しています。
内サッカー、バレーボール、ミニバス
　ケットボール、ハンドボール、軟式
　野球、剣道、空手道

スポーツの全国大会等出場者の
奨励費交付
申込 　生涯学習課（社会体育館内）

 （93）1597

市内在住者、または所在する団体が全
国大会などに出場する場合に、予算の
範囲内で奨励費を交付しています。奨
励費の交付には条件があります。
詳しくは問い合わせてください。

社会情勢の変化等に対応するため社会情勢の変化等に対応するため 子どもたちの健やかな成長を支援するため子どもたちの健やかな成長を支援するため 教育振興に関する施策を総合的に推進するため教育振興に関する施策を総合的に推進するため

「富里市第3次行政改革大綱及び改革プラン」「富里市第3次行政改革大綱及び改革プラン」

（令和2年度改訂版）を策定（令和2年度改訂版）を策定

「第2期富里市子ども・子育て支援事業計画」「第2期富里市子ども・子育て支援事業計画」

を策定を策定

富里市教育振興基本計画富里市教育振興基本計画

（令和2年度～令和6年度）を策定（令和2年度～令和6年度）を策定

社会情勢の変化等に対応するため、「富里市第３
次行政改革大綱及び改革プラン（令和２年度改訂
版）」を策定しました。
この令和２年度改訂版は、「市民サービスの向上」、

「市民との協働の推進」、「財政基盤の強化」、「行
財政の効率的運営」、「組織と人事管理」の５つの
基本方針を位置づけ、改革を推進するものです。
この改訂版を基に、歳入拡大に向けた「歳入改革
の強化」を柱とし、市域全体の更なる発展や市民
サービスの向上を図り、個性のある持続可能なま
ちづくりを進めます。
パブリックコメントの結果は、２人から５件の意
見をいただきました。
問企画課　 （93）1118

市のすべての子どもたちの健やかな成長を支援す
るための行動指針として、「第２期富里市子ども・
子育て支援事業計画」を策定しました。
第 2 期計画では、第 1 期計画で定めた「基本理念」
と「４つの基本目標」については、引き続き継承
し、安心して子どもを育てられる地域の実現に向
けて、各施策を推進していきます。
パブリックコメントの結果は、２人から７件の意
見をいただきました。
問子育て支援課　 （93）4497

平成 27 年３月に策定した富里市教育振興基本計
画を見直し、富里市教育振興基本計画（第２期計
画）を策定しました。第２期計画は、これまでの
基本理念「家庭で育て、学校で伸ばし、社会で磨
く教育」を継承するとともに、「確かな学力を育
む」、「健全な心と体を育む」、「人生１００年時代
を見据えた生涯学習の推進」、「文化、スポーツの
振興」、「地域に開かれた信頼される学校づくり」、

「家庭・学校・地域の連携・協働による学びの充実」、
「教育施設の長寿命化・快適化・活用化」の７つ
を基本方針とし、教育振興に関する施策を推進し
ていきます。パブリックコメントの結果は、２人
から６件の意見をいただきました。
問教育総務課　 （93）7657

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコードを読み込むか、「ＩＤ

検索」で、@tomisato_city を検索し、友だち

追加ボタンを押してください。

スマートフォンなどで広報紙がすぐに読めスマートフォンなどで広報紙がすぐに読めますます

問秘書広報課　 （93）1112

※※ LINE は配信のみを行っています。メッセージを確認することや、個別
　への返信はできませんので、ご了承ください。

「広報とみさと」毎号に掲載する広
告を募集しています。
配布部数　19,300 部
掲載料・規格

1 枠　10,000 円
（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）
2 枠　20,000 円

（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）
色　2 色（黒と市の指定色）
締切　掲載希望月の前々月 25 日

広報とみさと有料広告

問秘書広報課　 （93）1112


