
７月22日㈪〜28日㈰は、
ともに生きる社会かながわ推進週間です。
神奈川県は共生社会の実現に向けて取り組んでいます。
問合せ先：神奈川県福祉子どもみらい局共生社会推進課
☎045-210-4961�� ��045-210-8854

　e-Tax(国税電子申告・納税システム)の普及に貢
献し、特に功績があったと評価され、市は6月14日
に東京国税局から感謝状を贈呈されました。
　市では従来、書面でのみ確定申告書を受け付けていましたが、還付金の
早期還付など住民サービスの向上と行政の効率化を同時に実現するため、
平成30年分確定申告からe-Taxによる申告受付を開始しています。
　今後も関係機関と連携し、納税者のみなさんの利便性向上に努めます。

【市民税課市民税担当】

東京国税局から感謝状
e-Taxの普及に貢献

ほのぼのビーチフェスティバル2019
ビーチクリーン、ビーサン跳ばしなど

日時 �7月28日㈰9時30分～17時(雨天中止)
場所 �茅ヶ崎ヘッドランドビーチ・ボードウォーク
問合 �ほのぼのビーチ茅ヶ崎☎090(3692)7530石井

ちがさき保育士就職相談会
説明会・就職相談会

日時 �8月3日㈯13時～17時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
定員 �70人程度
ほか �詳細は市HP参照
問合 �保育課管理整備担当

市民講座「気功体験講座」
日時 �8月17日㈯14時～17時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(抽選)〉
申込 �8月9日㈮(必着)までに往復はがきに住所・氏名・

年齢・電話番号、講座名、返信用宛名を記入し、
〒253-0044新栄町13-32勤労市民会館へ郵送

問合 �勤労市民会館☎(88)1331
かなテクカレッジ10月生募集
①東部校(横浜市鶴見区)②西部校(秦野市)

内容 �造園セレクトプロダクト、住環境リノベーション、
ビル設備管理、ケアワーカーなど(各校で異なる)

対象 �知識、技術・技能を習得し、就職しようという意
思がある方〈申込制(選考)〉

申込 �住所を管轄するハローワークで事前手続きをし、
7月11日㈭～8月8日㈭(消印有効)に各校へ持参ま
たは①〒230-0034横浜市鶴見区寛政町28-2②
〒257-0045秦野市桜町2-1-3へ郵送

ほか �選考日は8月25日㈰。詳細は募集案内(各校、ハロー
ワークなどで配布中)参照

問合 �県産業人材課☎045(210)5715
子育て中の女性を中心とした復職支援事業
企業説明会(子連れ参加可)の参加企業募集

日時 �11月14日㈭10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �企業10社程度〈申込制(調整)〉
申込 �8月9日㈮までに☎で(申込書(市 HPで取得可)を FAX

(57)8377も可)
問合 �雇用労働課雇用労働担当

公の施設の指定管理者
内容 �次の施設の管理を委任する指定管理者を募集しま

す。①茅ヶ崎市駐車場②勤労市民会館③屋内温水
プール④市立中海岸保育園

ほか �詳細は募集要項(7月17日㈬～各窓口で配布。市HPで
取得も可)参照。申し込みには説明会への参加必須

問合 �①安全対策課安全対策担当②雇用労働課雇用労働
担当③スポーツ推進課管理担当④保育課管理整備
担当

生活
まなびの市民講師自主企画講座
｢CD、DVDディスクのラベル印刷講座」

日時 �8月6日・13日・20日・27日いずれも火曜日13時30
分～16時30分(全4回)

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �菊地孝之さん(まなびの市民講師)
対象 �Word、Excel、PCメールが使える20歳以上の方15

人〈申込制(先着)〉
申込 �7月15日(月･祝)～住所・氏名・電話番号を記入し、

菊地Mailad39552@tb4.so-net.ne.jpへ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

2019年全国家計構造調査に協力を〜家計に 
おける消費、所得、資産および負債の実態を調査

　総務省では10月から2か月間、全国家計構造調査を
行います。この調査は統計法に基づいて実施されるも
ので、家計における消費、所得、資産および負債の実
態を総合的に把握し、世帯の所得分布および消費の水
準、構造等を明らかにすることを目的としています。
　8月上旬から調査員証を携帯した調査員が、総務省
が選定した対象区域(市内約45区域)の世帯に調査のお
知らせを配ります。その後、調査対象となった世帯に
対し、調査票を配布します。調査票に記入していただ
いた内容は、統計の作成以外の目的には使用しません。
問合 �行政総務課統計担当

政治家や有権者が寄付を求める行為は禁止
　お中元や地域のお祭りなど、贈り物をする機会が多
い時期ですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈
ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権
者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されて
います。寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実
現しましょう。
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

平成30(2018)年度情報公開制度・個人
情報保護制度の運用状況

　情報公開制度は、行政文書の閲覧や写しの交付を求
める権利を保障する制度です。公開が原則ですが、プ
ライバシーに関する情報などは公開できない場合があ
ります。また、個人情報保護制度は市で個人情報の取
り扱いルールを定め、自己に関する情報の開示を求め
ることができる制度です。2018年度の個人情報取り扱
い事務の登録件数は475件でした。
問合 �行政総務課市政情報担当

情報公開 個人情報保護

公開 33件 開示 43件

一部公開 91件 一部開示 15件

非公開 12件 不開示 1件

計 136件 計 59件

防災・消防
広げよう救命の輪〜普通救命講習会(救急
法)心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �①8月18日㈰9時～12時②8月24日㈯9時～12時③9月
6日㈮13時30分～16時30分④9月6日㈮18時～21時

場所 �①小和田公民館②～④消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各25人〈申

込制(先着)〉
申込 �①7月17日㈬～8月9日㈮に小和田公民館☎(85)8755へ

②7月17日㈬～8月16日㈮③④8月1日㈭～8月28日㈬
にいずれも消防指導課☎(85)4594へ

ほか �受講者には修了証を発行。2年ごとの受講を推奨
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

上級救命講習会(救急法)〜心肺蘇生法、
AEDの使用方法、包帯法、搬送法他

日時 �8月31日㈯9時～18時
場所 �消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �7月22日㈪～8月16日㈮に消防指導課☎(85)4594へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

第2回危険物取扱者試験
日時 �9月8日㈰(時間は受験科目により異なる)

場所 �神奈川大学(横浜市神奈川区)
申込 �7月22日㈪～8月1日㈭(消印有効)に申込書(市役所

予防課、消防署各出張所で配布中)を〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービ
ル7階一般財団法人消防試験研究センター神奈川
県支部試験係へ郵送(7月19日㈮～29日㈪に消防試
験研究センターHPも可)

ほか �費用甲種6500円、乙種4500円、丙種3600円
問合 �予防課危険物担当、消防試験研究センター神奈川

県支部☎045(633)5051

採用
市役所の特定任期付職員(弁護士)

人数 �1人
対象 �司法修習を終え、2019年4月1日時点で弁護士とし

てまたは企業などにおける法務もしくは訴訟に関
する実務経験が2年以上ある方

採用 �2020年4月1日(予定)
申込 �7月12日㈮～9月9日㈪(必着)に申込書(7月10日㈬～

市役所職員課・市政情報コーナーなどで配布予定。
市 HP で取得も可)を市役所職員課へ本人が持参
(〒253-8686茅ヶ崎市役所職員課へ郵送も可)

ほか �1次試験は書類選考。詳細は試験案内(7月10日㈬～
市役所職員課・市政情報コーナーなどで配布予定。
市HPで取得も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

市立病院の職員①薬剤師②言語聴覚士
人数 �①若干名②1人
対象 �①薬剤師免許②言語聴覚士免許を持つ方または

2020年3月末までに取得見込みの方
採用 �2020年4月1日以降
申込 �7月29日㈪～8月29日㈭に簡易書留で申込書(市立

病院病院総務課、市役所職員課などで配布中。市
立病院HPで取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市
立病院病院総務課へ郵送(持参も可)

ほか �1次試験9月14日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

消防吏員採用試験(高卒程度)
採用 �若干名
対象 �高校を卒業または2020年3月高校卒業見込みの方

もしくは同程度の学力を有し、1999年4月2日から
2002年4月1日に生まれた方

申込 �8月5日㈪～9日㈮に申込書(7月22日㈪～消防署、
各消防出張所、市役所市政情報コーナーなどで配
布。市HPで取得も可)を本人が持参

ほか �1次試験9月22日㈰
問合 �消防総務課総務担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽ 有限会社アトリエ・ムーブ＝絵画 ▽寺田恵
子＝絵画 ▽増田弌子＝絵画▽株式会社アルバック＝
11万9900円 ▽株式会社伊藤園＝4万1186円 ▽市田清美
＝2万円 ▽湘南ヤクルト販売株式会社＝6万3967円 ▽

株式会社アイスコ＝15万5581円 ▽株式会社ジャパン
ビバレッジホールディングス＝5万8649円 ▽佐藤英和
＝1万円 ▽ちがらじ＝2万8000円 ▽株式会社アルバッ
ク＝バス運行案内表示機 ▽茅ヶ崎医師会＝事務机等

▽愛知県岡崎市＝石造ベンチ ▽東邦チタニウム株式
会社＝絵本 ▽慶徳千鶴子＝大人用紙おむつ
〈社会福祉協議会へ〉 ▽ 神奈川県自転車商協同組合＝7
万9000円 ▽匿名＝2000円
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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111）・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

広報紙へのご意見・ご感想を　広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 内「広報ちがさき」の「広報ちがさきア
ンケートフォーム」からお寄せください。


