(7)

令和元年11月1日

情 報ペ ージ

公共下水道の供用開始区域を縦覧
縦覧期間＝11月29日㈮まで

定）～令 和3年3月31日

供用開

＝50,000円

最低価格

規格＝縦46mm×横

始区域＝八幡宿駅東口土地区画整理

59mm

事業地区、八幡、大厩、五所、平田、五

申込方法＝福増クリーンセンターとク

給与支払報告書の作成・提出方法

井、玉前、松ケ島、青柳、姉崎、菊間、草

リーン推進課にある申込書（市ウェブ

無料

刈

供用開始日＝12月1日 その他＝

サイトからダウンロード可）に必要事

くみ取便所を使用しているとき、供用

項を書き、11月29日㈮（消印有効）ま

e-TaxのID・パスワードを発行

開始後3年以内に下水道へ接続するこ

でに窓口か郵送で申し込む。

とが義務付けられています。下水道へ

申込・問合先

e-Taxを利用すれば、自宅のパソコン

の接続は、市の指定工事業者に依頼し

認しましょう。

やスマホで確定申告ができます。利用

てください。なお、
くみ取便所か浄化槽

⑴犬を飼っている人は市に飼い犬を

に必要なIDとパスワードを市役所第

からの切替工事は助成制度があります。

登録すること、年に一度狂犬病の予

2庁舎1階で発行します。日時＝11月

防接種を受けさせること、登録時に交

縦覧場所・問合先

19日㈫～20日㈬午前10時～午後3

ヶ島西1-4）☎（23）9043

付される鑑札と狂犬病予防注射済票

時

を犬の首輪などに着けることが義務

問合先 千葉南税務署☎043（261）5571

お知らせ
11月は動物による危害防止対策
強化月間

当日直接会場へ

問合先

千葉南税務署☎043（261）

5571、市民税課☎（23）9811

ペットの 飼 い 方
など次 の 点 を 確

募集数＝提示額の上位３者

福増クリーンセンター

☎（36）1185
（〒290-0202・福増124-2）

下水道管理課（松

サンプラザ市原掲示板の広告を
募集
掲載期間＝令和2年3月31日までの1

カ月単位

費用＝1区画3,700円（月

令和2・3年度入札参加資格審査
申請の受付期間を変更

＝地域連携推進課にある申込書に必

台風15号の影響を考慮し、受付期間

要事項を書き、広告案を添え、掲載を

11月15日から令和2年2月15日まで

を変更します。変更前＝11月15日㈮

希望する月の3週間前までに窓口か郵

は狩猟期間です。例年、とらばさみ・

まで

送で申し込む。

⑶猫は屋内で飼いましょう。鳴き声の

かすみ網などの使用や銃の事故が起

象＝建築工事、測量・コンサルタント、

迷惑や感染症の予防になります。

きています。関係法令やマナーを守り、 物品、委託

⑷県では犬の正しい飼い方・しつけ方

安全に努めてください。山などの野外

教室を定期的に開催しています。詳細

で活動する人は、目立つ服装の着用

はお問い合わせください。

や携帯ラジオで音を出すなどして、事

問合先

故防止を心掛けてください。

その他＝代理人の手続きは不可

狩猟期間のお知らせ

付けられています。
⑵犬は放し飼いせず、散歩ではリード
の長さや鳴き声に気を付けましょう。

市原保健所☎（21）6391、県

動物愛護センター☎0476（93）5711

問合先

大気汚染防止に協力を

環境管理課☎（23）9867

変更後＝11月29日㈮まで

問合先

額） 規格＝B1サイズまで 申込方法

対

申込・問合先

ハロートレーニングを活用しよう

契約検査課☎（23）9824

発 達 支 援センター・療 育ルーム
（母子通園クラス）
の利用説明会

就職につなげるハロートレーニング

（公的職業訓練）を活用しましょう。

11月29日㈮午前10時～正午・サンハ

コース＝事務実務、IT、製造、介護、デ

ート

ザイン、システム開発、CADなど

心身や言葉の発達に心配があ

都市計画下水道変更と都市計画
汚物処理場変更の原案を縦覧

る子の療育を行う療育ルームの説明

料

会

問合先

縦覧期間・場所＝11月15日㈮まで・下

護者

のことを心がけましょう。⑴自転車や

水道計画課、
クリーン推進課

で申し込む。

公共交通機関を利用する。⑵自動車

⑴松ケ島終末処理場の敷地面積を変

の運転時はアイドリングストップやエ

申 込・問 合 先

更。⑵都市施設（汚物処理場）
として市

☎（36）6097

コドライブに努める。⑶ 暖 房は室 温

原市し尿処理場を追加。申出書の提

20℃を目安に設定し、重ね着などの

出＝住民と利害関係者は、公述申出書

工夫をする。

を提出できます。縦覧場所にある申出

冬は大気汚染物質がよどみやすくな
ります。きれいな空気を守るため、次

問合先

環境管理課☎（23）9867

内容＝

地域連携推進課☎（23）

9801

利用を希望する就学前の子と保

ハローワーク千葉南☎043

（300）8609

11月18日㈪までに窓口か電話

女性の人権ホットライン強化週間

⑴11月18日㈪～22日㈮午前8時30

発 達 支 援 センター

分～午後7時

県生涯大学校の学生を募集

⑵23日㈷、24日㈰午

前10時～午後5時

からの暴力、
ストーカー被害などを人

園芸まちづくりコース、陶芸コース、地

権擁護委員などに電話相談
相談先

域活動専攻科

申込方法＝高齢者支援課にある願書

公聴会を開催

問合先

12月8日㈰ 午 前10

に必要事項を書き、11月8日㈮から

☎043（247）3555

時・youホール（公述人がいないとき

12月27日㈮（消印有効）までに窓口

氏が書かれた戸籍謄本、
マイナンバー

は中止） 当日直接会場へ

か郵送で申し込む。

カードか通知カード、本人確認書類

提出・問合先

申込・問合先 県生涯大学校（〒260-

を持参し、市民課か支所で申し込む。
申込・問合先

市民課☎（23）9803

⑴下水道計画課（〒

☎043（266）4705

問合先

サンプラザ市原☎（24）1151

小中学校科学作品展の入賞者

し

ろう

科学工夫作品の部 市長賞＝木畑想士郎
（石塚小4年） 教育長賞＝月川明奏（湿
津小5年） でんじろう賞＝小柴蒼仁（白金小2年） 市原
少年少女科学アカデミー賞＝金谷珠莉（若葉小1年）
・金谷
真人（若葉小3年）
・金谷碧人（若葉中1年） エコロジー賞
＝馬渕颯楽（有秋東小6年） 教育センター所長賞＝市原
雄順（牛久小3年）
かな

まさ

と

ま

あお

ぶち

そ

か

しば あお
や

と

しゅ

り

と

ら

ゆ う じゅん

ま

み

さ

き

科学論文の部 市長賞＝潤間美咲希（千種小4年） 教育長
賞＝山田悠 生（国分寺台西小5年） でんじろう賞＝金 髙
慶佳（五井中3年） 市原少年少女科学アカデミー賞＝山
本蒼史（市原小6年） エコロジー賞＝志村 亮 磨（ちはら台
西中1年） 教育センター所長賞＝森田笑加（千種小2年）
やま

だ

ゆ

う

かね たか

ちか よし
もとそう

● 森のイルミネーション
日時 11月23日㈷～12月27日㈮午後5時～
8時（土・日曜、祝日は午後8時30分まで）、令
和2年1月4日㈯～13日㈷午後5時～7時
内容 自然を生かして飾り付けされたいちはら
最大級のイルミネーション
点灯式を11月23日午後4時45分から実施

いち はら

うる

やま

し

し

もり

問合先
施設の愛称

表彰されました。現在、市内では14人

た

む ら りょう ま

えみ

か

教育センター☎
（41）
3338

の人権擁護委員が、相談対応やイベン
トでの啓発活動などを行っています。
問合先

掲 載 期 間 ＝ 令 和 2 年 2 月 2 0 日（ 予

いちはらクオードの森のイベント

9月14日から17日まで開催した同展への
総出品数は634点で、主な入賞作品は次
の通りです。
（敬称略）

こ

動が評価され、鎗田誠さん、髙久美登

家庭ごみ収集カレンダーの広告
11月16日㈯は清掃のため休館します。 を募集

年末調整の仕方と法定調書や

つきかわ あ い

市内での長年に渡る人権擁護委員活

9042、⑵クリーン推進課☎（23）9857

会館

ばたそう

人権擁護委員を表彰

0801・千葉市中央区仁戸名町666-2） 里さん、村山路子さんが法務大臣から

サンプラザ市原が臨時休館

11月7日㈭午後1時35分～4時・市民

県人権擁護委員連合会

290-0 0 3 6・松 ケ 島 西 1 - 4 ）☎（ 23 ）

年末調整等説明会

き

対象＝60歳以上

☎0570（070）810

書に必要事項を書き、11月15日㈮ま
でに窓口か郵送で提出する。

申込方法＝旧

夫やパートナー

募集学部＝健康・生活学部、造形学部

住民票とマイナンバーカードに旧
氏
（旧姓）
を併記できます
開始日＝11月5日㈫

無

詳細は、
ハローワークに確認する。

● もみじ祭り
日時 11月30日㈯午前10時～午後2時
内容 豚汁や甘酒、産直野菜の販売
や餅つき大会など

観光

人権・国際課☎（23）9826

担当者の

お すすめ 情 報

アートクラフトin市原
日時・会場：11月9日㈯、10日㈰午前10時～午
後4時・上総更級公園
内 容：全国で活躍しているクラフト作家113人
による作品の展示や販売を行うイベントです。
モノづくり体験など、このイベントならではの
ワークショップも開催されます。
市内の
観光情報

費用 無料
参加方法 当日直接会場へ
会場・問合先 いちはらクオードの森☎
（96）
1119

問合先

市観光協会☎（22）8355

アネッサ：姉崎保健福祉センター
サンハート：三和保健福祉センター
なのはな館：南部保健福祉センター
you ホール：勤労会館
市原湖畔美術館：水と彫刻の丘
ゼットエーオリプリスタジアム：臨海競技場
上総更級公園：総合公園
ゼットエーボールパーク：臨海球場
ゼットエー武道場：中央武道館
スケートコート オリプリランド：スケートパーク
いちはらクオードの森：市民の森
オリジナルメーカー海づり公園：海づり施設

令和元年11月1日

市民相談コーナー

学ぶ
11月17日㈰午前10時30分～午後0
料

当日直接会場へ

問合先

千 葉ろうさい 病 院 ☎（74）

こどもトールペイント

700円

窓口か電話で申し込む。

税務
（国税）
相談
⇒国税の申告や納税など

8601

12月6日㈮午前9時～午後5時・消防局
無料

11月30日㈯までに電話で申し込む。
警 防 救 急 課 ☎（ 22 ）

8117

12月7日㈯午前9時30分～正午、午後
クリスマスデコレー

ションケーキ作り
各回先着8組

小学生と保護者

800円

窓口か電話

会場・申込・問合先

アネッサ☎（62）

8601

市民スケート教室
（全5回）
初回12月9日㈪午後7時

～8時30分・姉崎スケート
場

基礎から滑走まで初

心者向け

小学生以上先

着40人3,000円（靴代は別途1日400
円） 電話で仮申し込み後、市体育協
会や公民館、
コミュニティセンターな
どにある申込用紙に必要事項を書き、
参加料を添えて11月28日㈭までに窓
口か郵送で申し込む。郵送の場合は、
84円分の返信用切手と郵便小為替か
現金書留で参加料を同封する。
申込・問合先

市体育協会（〒290-

0011・能満1474-1）☎（42）7712

11/13㈬
10:00～15:00

水・金曜日
9:00～16:00

火・金曜日
結婚相談
⇒結婚希望者の登録や、候補者の紹 9:00～16:00
介、相談など
（事前に問い合わせを） 11/15㈮を除
く。

予約

で申し込む。

許認可・相続・不動産登記相談
⇒官公署に提出する書類の作成や
土地の境界、不動産表示など
交通事故相談
⇒賠償責任や過失割合、示談の方
法など

直・☎

1時30分～4時

11/27㈬
住宅
（増築・改築）
相談
⇒住宅の増改築や高齢者向けの
10:00～15:00
改造など

予約

親子料理教室

11/8㈮
10:00～15:00
11/15㈮
10:00～15:00
11/22㈮
10:00～15:00

直

申 込・問 合 先

建築相談
⇒建築に関すること

10:00～15:00

直

学ぶ。中学生以上先着30人

11/20㈬

※いずれも無料。調停・裁判中の内容は相談できません。
予約・会場・問合先

アイ

広聴相談課☎
（23）
9808

あい

i ランド

Ichihara
Information
【ラジオ】イチラジ！いちはら FM（76.7MHz）
放送日時 毎週月～金曜日の正午から
YouTubeで聴けます！
（右のQRコードから）
内容 4～15日＝鶴舞踊りの会
18日～＝NPO法人報徳の会・内田未来楽校
【テレビ】輝きのまちいちはら情報局
いちはらケーブルテレビ（11 チャンネル）
放送日時 毎日午後1時～1時15分、
午後6時～6時15分
内容 7日まで＝花プロジェクト2019 8日～＝平安トロッコ
列車が運行
問合先 シティプロモーション推進課☎ (23)9821

ちはら台南内科クリニック（ちはら台南）内 ☎（75）7511

9

5

時

応急手当の基礎や心肺蘇生法などを

アネッサ☎（62）

予約 予約

上級救命講習

行政相談
⇒国や特 殊 法 人の業 務に関する
苦情や要望など
不動産相談
⇒不動産の売買や賃借など

会場・申込・問合先

科 【月～土曜日】20：30 ～ 23：30
・
【日曜・祝日】 9：00 ～ 17：00
小児科
20：30 ～ 23：30
【土曜日】
20：30 ～ 23：30
歯 科
【日曜・祝日】 9：00 ～ 12：00
内

時～午後

人

人権こまりごと相談
⇒いやがらせやいじめ、差別など

（当日の午前8時更新）

【時間】23：30 ～翌日 8：00
利用の際はテレホンガイド☎(22)0101で確認してください。

日曜日・祝日

ボードを作る。小学2～6年生先着10

11/11㈪、25㈪
10:00～15:00

直

テディベアの絵でハンギング

法律相談
⇒民事・刑事上の法律問題を弁護 9:30～15:30
11/7㈭、21㈭
士に相談（1人20分）
を除く。28㈭は
※1案件につき1回限り
14:00～19:00

直

30分

申込

(21)

午前

12月1日㈰午前9時30分～午後0時

相談日時
月～金曜日
9:00～16:00
火・木曜日

テレホンガイド☎（22）
０１０１

電話による問診は受け付けません

予約

1111

相談名・内容
一般相談
（電話相談可）
⇒個人生活に関すること

直・☎

時30分・夢ホール（更級1-9-8） 無

表（申し込み欄）の見方
直＝当日直接会場へ ☎＝電話でも相談可
予約＝要予約（相談日前日（直前の平日）午後 1 時か
ら受け付け）

☎ ５７７１ 救急
急病センター 夜間

千葉ろうさい病院市民公開講座
「がんに備えて」

急病診療案内

(6)

11/3
内田医院
（姉崎）
㈷
原村医院
（玉前）

外 ☎（61）1201
内 ☎（21）1259

うるいど南クリニック（うるいど南）内 ☎（37）6263
11/4
外 ☎（43）1656
市原整形外科
（八幡）
㉁
古川皮膚科医院
（姉崎東） 皮 ☎（61）1177
内 ☎（41）3261
若宮クリニック
（八幡）
11/10
辰巳台クリニック
（辰巳台東）内 ☎（76）8800
㈰
こうふう台眼科医院
（中高根）眼 ☎（95）6601

※ 内 ＝内科系、 外 ＝外科系、 産 ＝産婦人科、 耳 ＝耳鼻科、
皮 ＝皮膚科、 眼 ＝眼科
※医療機関は都合により変更になることがありますので、
テレホ
ンガイドでも確認してください。薬などを使用している人は、
受診
時にその薬か薬の名称などが分かるものを持参してください。

問合先

保健福祉課☎
（23）
9813

いちはら健康・医療相談ダイヤル24

病気や健康不安、出産・育児、介護、医療機関情報などの各種
相談に看護師や保健師、医師などが電話で答えます。
☎0120
（36）
2415
（24時間年中無休、通話料・相談料無料）
℻ 0120(923)446(言語や聴覚に障がいのある方専用）

こども急病電話相談

19:00～翌日6:00（毎日）

すぐ受診させた方がいいのか、様子を見ても大丈夫なの
か、看護師や小児科医が電話でアドバイスします。
☎♯8000（プッシュ回線）☎043（242）9939（プッシュ回線以外）
18:00～23:00
（月～土曜日）
9:00～23:00
（日曜・祝日・年
末年始）
病院に行くか、救急車を呼ぶか迷ったときに、看護師が電
話でアドバイスします。
☎♯7009（プッシュ回線）☎03（6735）8305（プッシュ回線以外）

救急安心電話相談

シニア向け腰痛対策教室（全3回）
日時 初回12月3日㈫午前10時～正午
対象・人数 60歳以上・先着15人
費用 無料
申込方法 窓口か電話で申し込む。
会場・申込・問合先 サンハート☎(37)7100

広報いちはらと市ウェブサイトに掲載する有料広告を募集しています。
問合先 シティプロモーション推進課☎（23）9821
市役所への郵送 郵便番号
（〒 290-8501）
と宛名
（市原市役所・担当課名）
で届きます
（住所不要）
。
電話番号のうち表示のない市外局番：0436
URL ウェブサイトのＵＲＬ
凡例
ｅメールアドレス
いちはらポイント対象事業

電話での問い合わせが難しい方は……
次のファクス番号か e メールアドレスをご利用ください。
FAX（23）7701
citypromotion@city.ichihara.lg.jp

