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育休代替任期付職員
一般行政職・保育士など

募集人員
◦一般行政職…5人程度
◦技術職建築…若干名
◦保育士…3人程度
◦言語聴覚士…若干名
任期＝おおむね6カ月～2年半
受験資格
◦一般行政職、技術職建築…平成14年

4月1日までに生まれた人
◦保育士…保育士の資格（本市に係る国

家戦略特別区域限定保育士の資格を含
む）を持つ人
◦言語聴覚士…言語聴覚士の資格を持つ

人
試験案内・申込書の配布場所＝人事課
（市役所3階）、市ホームページ（http 
s://www.city.narita.chiba.jp/bo 
shu/index0644.html）
申込方法＝7月17日㈮（当日消印有効）

までに申込書を直接または郵送で人事
課（〒286-8585 花崎町760）へ
試験日＝7月31日㈮
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

お知らせお知らせ

スポーツ用具の貸し出し
イベントやサークル活動に

　市では、幅広い世代で楽しめるニュー
スポーツなどに使用するスポーツ用具を
貸し出しています。気軽に利用してくだ
さい。
対象種目＝グラウンドゴルフ、ディスク

ゴルフ、ペタンク、輪投げ、ターゲッ
トバードゴルフ、大縄、ユニカール、
ビーンボウリング、ストラックアウト、
スカットボール、ボッチャ
※事前に予約が必要です。くわしくはス
ポーツ振興課（☎20-1584）へ。

路上の看板など
道路や歩道に物を置かないで

　道路や歩道上に店舗の看板や商品、の
ぼり旗、植木鉢などがあると通行の妨げ
になり事故の原因にもなりかねません。
　皆さんが安全に通行できるよう、看板
などは敷地内に置くようにしましょう。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

市営プール
開場が中止に

　中台運動公園・大谷津運動公園・大栄
B＆G海洋センターのプールは、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため、
開場を中止します。
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、市ホームページ上に掲載する
バナー広告を募集しています。
掲載する場所＝市ホームページのトップ

ページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

催し物催し物

成田市場のイベント
匠の技でマグロを解体

会場＝成田市場
第2土曜日イベントデー
日時＝7月11日㈯ 午前8時～11時
内容＝スタンプラリー抽選会、フリー

マーケットなど
わくわく感謝デー
日時＝7月25日㈯ 午前8時～11時
内容＝生マグロ解体実演即売会、野菜

ルーレット、お楽しみ抽選会、フリー
マーケットなど

※くわしくは成田市場振興協議会（☎24-
1224）へ。

＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になる場合があります。

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。

令和2年5月分

測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.7 61.9

長沼 54.4 64.6

北羽鳥 56.3 66.4

北羽鳥
北部 53.6 63.4

新川 52.9 63.5

猿山 37.6 49.2

滑川 41.9 51.9

西大須賀 44.6 53.6

四谷 48.6 59.0

高倉 44.9 56.2

内宿 39.7 50.5

磯部 54.7 65.4

水掛 51.2 61.8

幡谷 50.1 60.8

成毛 50.7 60.8

荒海 60.8 72.9

飯岡 56.4 67.5

大生 57.3 68.3

土室（県） 44.2 55.0

土室（NAA） 40.5 50.6

荒海橋本 61.8 74.0

測定局 � Lden WECPNL
大室 41.3 53.7

大室（NAA） 39.9 51.1

野毛平
工業団地 56.3 67.1

東和泉 54.9 65.3

芦田 60.7 72.9

赤荻 56.2 66.6

野毛平 56.8 68.7

下金山 47.3 56.4

押畑 47.3 56.1

新田（NAA） 42.3 54.1

新田 44.0 55.8

堀之内 51.1 62.6

馬場 49.2 60.2

遠山小 54.3 66.6

本三里塚 54.7 68.9

三里塚小 57.2 70.7

御料牧場
記念館 52.2 65.7

本城 52.6 65.3

南三里塚 56.5 69.6

※�航空機騒音の評価指標は、平成25年4月か
らWECPNLからLdenに変更されました。Lden
とは、時間帯補正等価騒音レベルのことで、
航空機騒音をエネルギーとして加算するもの
で、夕方や夜間の値には重み付けを行いま
す。単位はデシベル。この数値は速報値です。
くわしくは空港対策課（☎20-1521）へ。

色文字は、騒防法第一種区域に設置され
た測定局を示します。
第一種区域の基準値�Lden：62デシベル以
上（参考値WECPNL：75以上）

航空機騒音測定結果

映画会

図書館

図書館本館・公津の杜分館は火～金曜
日は午前9時30分～午後7時（本館2階は
午後5時15分まで）、土・日曜日は午後5
時まで開館しています。

今�月の図書館休館日＝6日㈪、13日㈪、
20日㈪、27日㈪、31日㈮ （館内整理日）

※ 23日（木・祝）、24日（金・祝）は本館・
公津の杜分館・三里塚コミュニティ
センター図書室のみ開館します（午前
9時30分～午後5時）。

今月の映画会は中止です。
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もりんぴあ名画座
みんなで楽しめる名作を上映

日時＝7月23日（木・祝） 午後2時～4時
会場＝もりんぴあこうづ
上映作品＝お茶漬の味
定員と入場料＝50人（先着順）・無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252）へ。

グリーンボランティア
みどりを育てる

日時＝7月11日・25日、8月22日、9月
12日・26日、10月10日、11月7日、
12月12日、3月13日の土曜日 午後2時
～3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝枯れ草の処分や花がら摘み、種ま

きなどを行い野菜や花を育てる
対象＝6歳以上の人
持ち物＝汚れてもよい服装、軍手
※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
27-5252、第4月曜日は休館）へ。

小学生硬式テニススクール
みんなで挑戦

日時＝8月1日㈯・8日㈯（全2回） 午前10
時～11時45分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝年齢・経験別による指導
対象＝市内在住の小学生、家族が市内在

勤または市テニス協会加盟クラブ員の
小学生
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
持ち物＝テニスラケット（大人用も可）、

運動靴、飲み物
申込方法＝7月11日㈯から市テニス協

会ホームページ（https://www.nari 
ta-tennis.com）から申し込む

※くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

　販売される製品は丁寧に修理されてい
ますので活用してください。
日時＝7月16日㈭～19日㈰ 午前9時～

午後4時
会場＝リサイクルプラザ
リサイクル製品＝自転車、家具類
価格（1点当たり）＝5,000円以内
対象＝市内在住で、品物を持ち帰ること

ができる人（希望者には、建物1階ま
での運送を有料で行います）
申込方法＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、リサイクルプラザ
にある申込用紙を提出
抽選日＝7月21日㈫（当選者にはがきで

通知）
※マスクをしていない人は入場できませ

ん。また、混雑の状況によっては入場
を制限する場合があります。申し込み
のなかった品物は21日の午後1時か
ら即売します。くわしくはリサイクル
プラザ（☎36-1000）へ。

自衛官候補生
平和を守る仕事

応募資格＝18～32歳の人
※年間を通して随時受け付けています。

くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

期日＝9月3日㈭
講習区分と時間
◦給油取扱所従事者…午前9時45分～

午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…午後1時40分～4時40分
会場＝国際文化会館
対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険

物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人は任意で受講可）
定員＝400人（先着順）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝7月27日㈪～31日㈮に直接、

予防課（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

ライフル射撃・ピストル射撃記録会
初心者体験会も

　ソフトエアーガンによる射撃を見学し
ませんか。初心者体験会も開催します。
日時＝7月3日㈮ 午後6時～8時
会場＝加良部公民館
対象＝小学生以上
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市ライフル射撃協会・茅場
さん（☎090-3003-7864）へ。

募　集募　集

採用予定人員
◦一般行政職初級…3人程度（うち障

がい者若干名）
◦消防職…若干名
◦消防職（救急救命士）…若干名
受験資格
◦一般行政職初級…平成11年4月2

日～15年4月1日生まれの人
◦一般行政職初級（障がい者）…昭和

60年4月2日 ～ 平 成15年4月1日
生まれで、障害者手帳の交付を受
けている人

◦消防職…平成4年4月2日～15年4
月1日生まれの人

◦消防職（救急救命士）…平成4年4月
2日～13年4月1日生まれで、救急

救命士の資格を持つ人（令和3年3
月末日までに取得見込みの人を含
む）
試験案内・申込書の配布場所＝人事

課（市役所3階）、市ホームページ（h 
ttps://www.city.narita.chiba.j 
p/boshu/index0644.html）
配布開始日＝7月6日㈪
申込方法＝7月27日㈪～8月11日㈫
（当日消印有効）に申込書と受験票
を直接または郵送で人事課（〒28 
6-8585 花崎町760）へ
試験日＝9月20日㈰
※ 試験会場は市ホームページで確認

してください。くわしくは人事課（☎
20-1505）へ。

令和3年4月採用の市職員募集新しい力を求
めます


