
■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 2月 29日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　2月7日（金）
午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室
（控室は第1研修室）
次回は3月6日（金）開催予定
申込期間2月28日（金）まで
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　2月14日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
■対象 15歳以上40歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　2月21日（金）
午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎76-5401

●家庭教育相談
　（火・水・木曜日）
午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月〜金曜日）
午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　2月8日（土）
午後1時～5時
旭市民会館
■内容登記・法律・債務整理など
■予約 2月6日（木）まで
問司法書士林事務所
☎63-5652

●行政書士相談
　2月16日（日）
午後1時～4時
匝瑳市民ふれあいセンター
■内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

初心者・初級者の皆さんへ
つばき杯ビギナーズテニス大会�
とき●3月8日（日）
　午前8時～午後5時（開場7時）
　小雨決行・荒天中止
と�ころ●千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場（旭市清和乙621）
種目●男子ダブルス・女子ダブルス
参�加資格●千葉県在住・在勤・在学
で硬式テニス初心者・初級者の方
※現役硬式テニス部員は高校1年生
のみ
参加費●1組 3,100円（保険料込）
申込み●2月22日（土）
　午前 9時より窓口、午後1時より
FAX・メールで受付開始
　FAX68-1063
　{tousou@cue-net.or.jp
問合せ●東総運動場（月曜定休）
　午前9時～午後5時
　☎68-1061

ぜひご参加ください
印旛・利根地区看護職合同就職説明会�
とき●2月14日（金）
　午後1時 30分～4時
ところ●成田市文化芸術センター
　スカイタウンホール
　（成田市花崎町828-11）
対�象●保健師、助産師、看護師、
　准看護師の免許をお持ちの方
内容●
　①求人施設の紹介（午後2時から）
　求人施設の概要を聞くことができ
ます。
　②就業相談
　個々に応じた働き方の相談ができ
ます。
参加費●無料
申込期限●2月5日（水）
　※当日参加も可能です。
申�込み・問合せ●（公社）千葉県看護
協会（千葉県ナースセンター）
　☎043-247-6371

2年に1回の検査です
計量器定期検査�

　取引や検査に使う商店・工場・病
院などの計量器は検査が必要です。
定期検査を受ける方は、郵送で届い
た調査書を提出してください。
　なお、新規事業者など初めて定期
検査を受ける事業所は、産業経済課
経済振興係へお問い合わせください。
検査日●2月12日(水)～14日(金)
提出・問合せ先●産業経済課
　経済振興係☎ 76-5404

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ
募集 お知らせ

問合せ●自衛隊 千葉地方協力本部�成田地域事務所☎ 0476-22-6275

※資格は令和 2年 7月 1日現在の年齢です。

架け橋になる誇り　予備自衛官補募集

種　目 受験資格 受付期間 試験期日
一般 18歳以上34歳未満の者

　1月6日（月）～
　4月10日（金）

階級は指定しない
教育訓練召集手
当：日額8,100円
所定の教育期間修
了後、予備自衛官
として任用

技能
18歳以上で国家資格等を有
する53歳未満、資格によっ
ては55歳未満の者

「必ずチェック最低賃金！使用者も 労働者も」　
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含む）
および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低賃金が
改正されました。
※�最低賃金額には精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外勤務手当、
深夜勤務手当等は含まれません。

　一人でも多くの障害者が職業を通じた社会参加を実現することを目的と
した「障害者就職説明会」を開催します。参加を希望する方は、事前にお申
し込みください。
■ハローワーク佐原・銚子合同就職面接会
とき● 2月 13 日（木）午後 1時 30 分～ 4時（受付は午後 1時）
ところ●旭市商工会�商工会館�3 階�大研修室（旭市ロ 795-6）
■ハローワーク佐原・成田合同就職面接会
とき● 2月 14 日（金）午前の部：午前 10 時～正午（受付は午前 9時 30 分）
　　　　　　　　　　午後の部：午後 2時～ 4時（受付は午後 1時 30 分）
ところ●公津の杜コミュニティセンター�多目的ホール
　　　　（成田市公津の杜 4-8）
申込み・問合せ●ハローワーク佐原�求人・特別援助部門☎ 0478-55-1132

　お笑い芸人のトークや弁護士による解説を通して、分かりやすく成年後
見制度の概要や職務についてお伝えします。
とき● 2月 9日（日）午後 1時～ 4時
ところ●千葉市生涯学習センター�2 階ホール
定員● 300 名（申込先着順）
申込み● FAXまたはメールで申し込みください
締め切り● 2月 3日（月）必着
参加費●無料
申込み・問合せ●千葉県後見支援センター
　☎ 043-204-6012　FAX043-204-6013　{smile@chibakenshakyo.com

令和元年 10 月 1日発効

令和元年 12 月 25 日発効

※�上記 7業種の業務に従事する方でも業務内容等により、特定最低賃金で
はなく最低賃金が適用される場合があります。
　詳しくは、千葉労働局HPをご確認ください。
24 時間テレフォンサービス☎ 043-221-4700
問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

千葉県最低賃金等の改正について

お仕事をお探しの障害者のみなさんへ

令和元年度 笑って学べる！はじめての成年後見講座

千葉県最低賃金（時間額）
改正額

923 円

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額

調味料製造業 889 円

鉄鋼業 993 円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 922 円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 951 円

計量器・測定器・分析機器・試験器・測量機械器具・
理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、
眼鏡製造業

887 円

各種商品小売業 868 円

自動車（新車）小売業 922 円

携帯電話で利用する電波帯の拡大に伴うテレビの
「受信障害」対策を実施しています

　2月20日（木）から町内の一部の地域において、各携帯電話事業者が新し
い電波（700MHz帯）を使用する予定です。これに伴い、一部のテレビ映像に
影響が出る可能性があります。テレビ映像に影響が生じた場合は、無償で�
※700MHz利用促進協会が回復作業を行いますのでお問い合わせください。
今後、町内全域が対象となり、順次作業が進められる予定です。
700MHz利用促進協会とは…携帯電話の700MHz帯利用に伴うテレビ受信障
害対策を円滑に推進していくとともに、さまざまな課題を解決するために設
立した携帯電話事業者4社（㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、
ソフトバンク㈱）からなる協会です。

受付時間●午前9時～午後10時（年中無休）
問合せ●700MHz（メガヘルツ）テレビ受信障害対策
　コールセンター　フリーダイヤル☎0120-700-012
※�IP電話等で上記番号につながらない場合は、050-3786-0700（有料）に�
お掛けください。

●当協会の対策員を装った詐欺行為や悪徳商法にご注意ください。
●対策作業で費用が発生することは絶対にありません。
●�対策員は身分証明書を所持しています。不審に感じられた方はコール�
センターへお問い合わせください。

図書館からお知らせ

消費喚起プレミアム商品券

　2月 16日（日）～ 18日（火）は
蔵書点検のため、臨時休館します。
ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願い
します。

　対象となる可能性がある方には
既に申請書を送付しています。
　申請希望の方は、お早めに申請
をお願いします。
　商品券の使用期限は、令和 2年
3月 31 日まで。
問合せ●産業経済課経済振興係
　☎�76-5404
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