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職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

一般事務員
（16人程度）
市民税課

パソコン操作ができる
人 書類整理、データ入力など

◦勤務期間＝1月上旬〜3月下旬、
1月上旬〜6月中旬

◦勤務日時＝月7〜12日（土・日曜
日、祝日を除く） 午前9時〜午
後5時

◦時給＝960円〜990円*

◦11月16日㈪〜30日㈪（土・日曜日、
祝日を除く）

◦市民税課（市役所2階）・☎20-1513
　当日、面接を行います

保育士
（1人）
こども発達支援セン
ター

保育士または幼稚園教
諭の資格を持ち、パソ
コン操作ができ、ピア
ノが弾ける人

障がいや発達に遅れのある
子どもの療育

◦勤務期間＝1月1日〜3月31日
◦勤務日時＝週5日（土・日曜日、

祝日を除く） 午前8時30分〜午
後5時

◦時給＝1,270円〜1,320円*

◦11月30日㈪（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦こども発達支援センター（〒286-00 
17 赤坂1-3-1）・☎26-9918

　後日、面接日を通知します

学校図書館司書
（25人程度）
市立小中・義務教育
学校

司書または司書教諭
の資格を持ち、パソコ
ン操作ができる人

学校図書の選定・管理、学
校図書館の環境整備、読
書指導の補助など

◦勤務期間＝4月1日〜3月31日
◦勤務日時
・学校図書館司書…週3〜5日（土・

日曜日、祝日を除く。長期休業
期間は6日程度の勤務あり） 午
前8時〜午後4時15分のシフト
制

・外国人英語講師…週3〜5日（土・
日曜日、祝日を除く。長期休業
期間は1〜5日程度の勤務あり） 
午前8時30分〜午後4時15分

・日本語教育補助員…週2〜4日
（土・日曜日、祝日、長期休業期

間を除く） 午前8時30分〜午後
0時30分

◦時給＝1,170円〜1,220円（外国
人英語講師は2,330円）*

◦12月23日㈬（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育指導課（市役所5階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1582

　面接は、学校図書館司書は1月21
日㈭または22日㈮、外国人英語講
師は1月25日㈪または26日㈫、日
本語教育補助員は1月27日㈬

※学校図書館司書は図書館司書証明
となる物の写しも添付。外国人英
語講師は在留カード・パスポート・
日本の運転免許証（持っている人）の
コピーも添付

外国人英語講師
（45人程度）
市立小中・義務教育
学校

標準的な英語を話し、
日本語をある程度話
すことができる人

学級担任や英語担当教師と
共に英語を教える。教材・
教具の作成など

日本語教育補助員
（20人程度）
市立小中・義務教育
学校

スペイン語・フィリピ
ン語・中国語・韓国語・
モンゴル語・シンハラ
語・タイ語のいずれ
かで意思疎通ができ、
通訳・翻訳ができる人

スペイン語・フィリピン語・
中国語・韓国語・モンゴル
語・シンハラ語・タイ語を母
語とする児童・生徒への日
本語指導の実施、学校から
の通知文の翻訳、保護者
会・面談での翻訳など

養護補助員
（40人程度）
市立小中・義務教育
学校

障がいのある児童・生
徒の支援に誠意を持っ
て取り組める人

特別支援学級などに在籍す
る障がいのある児童・生徒
への支援

◦勤務期間＝4月1日〜3月31日
◦勤務日時＝週5日（土・日曜日、

祝日を除く。長期休業期間は5
日程度の勤務あり） 午前8時〜
午後3時45分

◦時給＝1,170円〜1,220円（特別
支援教育支援員は1,440円〜
1,470円）*

◦12月23日㈬（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育センター（〒286-0033 花崎町
143-6）・☎20-2922

　面接は、養護補助員は2月1日㈪ま
たは2日㈫、特別支援教育支援員は
2月3日㈬または4日㈭

※特別支援教育支援員は教員免許状
のコピー、更新確認書（更新済みの
人）も添付

特別支援教育支援員
（20人程度）
市立小中・義務教育
学校

教員免許（小学校また
は中学校）を持ち、発
達障がいなどのある児
童・生徒の支援の知識・
経験がある人

通常の学級に在籍する発達
障がいなどのある児童・生
徒への支援

教育支援センター指
導員

（8人程度）
ふれあいるーむ21

不登校児童・生徒の学
校復帰のための支援に
誠意を持って取り組め
る人

不登校児童・生徒への適応
指導、保護者の相談、学校
との連絡調整など学校復帰
の支援

◦勤務期間＝4月1日〜3月31日
◦勤務日時＝水曜日を含む週3日
（土・日曜日、祝日を除く。長
期休業期間は数日の勤務あり） 
午前9時〜午後4時45分

◦時給＝1,170円〜1,220円*

◦12月23日㈬（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育支援センター（〒286-0033 花
崎町143-6）・☎20-1414

　面接は1月29日㈮

学校や市役所などで働きませんか
応�募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真（6カ月以内に撮影した物）を貼って直接または郵送で各応募先へ（市民税課のみ

直接窓口へ）

＊11月6日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定
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NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
を放送しています。
　インターネットストリーミングによる放
送「r

ラ ジ コ
adiko」（https://radiko.jp）でも聴く

ことができます。スマートフォンで聴く
場合は、右下の二次元バーコードからra 
dikoのホームページにア
クセスし、アプリをダウ
ンロードしてください。
放送日時＝火曜日 午前8

時57分〜8時59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

　市では、イベント情報や緊急情報など、
皆さんの役に立つさまざまな情報をSN 
Sで配信しています。
LINE
　市からのお知らせや市内のイベント情
報、緊急情報などを配信しています。情
報を受け取るにはLINEアプリ内の公式ア
カウント検索で「成田市」と検索して友達
追加してください。下の二次元バーコー
ドからも登録できます。
アカウント名＝成田市
LINE�ID＝@narita_city
フェイスブック
　市内のイベント情報や取材した地域行
事の様子などを投稿しています。
アカウント名＝成田市役

所広報課-NaritaCity
ユーザーID＝@naritaci 

ty.koho
インスタグラム
　市内の日常風景や景観、イベントなど
の写真や動画を投稿しています。
アカウント名＝成田市広

報課
ユーザー ID＝@narita_

city
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。
　このアプリをダウンロードして登録す
ると、毎月1日・15日の発行日にお知
らせが届き、広報紙を読むことができま
すので利用してください。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

ラジオ広報なりた
市内のFM放送局で

　ラジオ広報なりたは「声で聴く広報なり
た」として平成30年から放送を開始しま
した。
　広報紙に掲載した市からのお知らせや
イベント情報の中から内容を厳選して放
送しています。
　ラジオ成田ホームペー
ジ（https://radio-nari 
ta.com）でも聴くことが
できます。
放送局＝ラジオ成田（83.7MHz）
放送日時＝毎日 午前9時〜9時5分、正

午〜午後0時5分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

クリスマスファミリーコンサート
子どもも大人も楽しめる

　軽音楽バンドやキッズ音楽隊、弦楽器
のアンサンブルなどによるコンサートを
開催します。
日時＝12月6日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝30人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

11月23日を除く月曜日、11月24日㈫
は休館）へ。

クリスマスミュージックフェスタ
癒やしの音色に包まれて

　ピアニスト石田千
ち

飛
と

世
せ

さんや学生アカ
ペラグループ、小学生によるコンサート
を開催します。美しい音色を聴いて、ク
リスマスの雰囲気を楽しみませんか。
日時＝12月19日㈯ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝50人（先着順）
入場料（全席自由）＝1,000円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、11月24

日㈫は休館）へ。

青い麦の子作品展
かしの木園の利用者による

　特別支援・授産施設の紹介や、利用者
が制作した絵画などを展示します。
日時＝12月11日㈮〜21日㈪ 午前9時〜

午後9時
会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝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、11月24
日㈫は休館）へ。

手作りのクリスマス展
人形やオーナメントも

　クリスマスをテーマにした絵画や粘土
細工など、さまざまな作品を展示します。
　色鮮やかなクリスマスの世界をお楽し
みください。
日時＝12月5日㈯〜25日㈮ 午前10時

〜午後5時（25日は午後3時まで）
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-11 
33、11月23日を除く月曜日、11月24
日㈫は休館）へ。

自信作が勢ぞろい

お知らせお知らせ
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成田ボランティアガイドの会
会員になりませんか

募集人員＝若干名
業務内容＝観光客に成田山新勝寺や宗吾

霊堂とその周辺を案内する（月3・4回）。
毎月25日に行われる全体会議への出席

※交通費の支給はありません。採用前に
一定期間の研修があります。申し込み
は成田ボランティアガイドの会・加藤
さん（☎29-1165）へ。

華道体験教室
お正月の花を生けよう

日時＝12月26日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上
定員＝12人（先着順）
参加費＝500円（材料費・保険料など）
持ち物＝切り花用はさみ、レジャーシー

ト、雑巾
※申し込みは同館（☎27-5252、11月

24日㈫は休館）へ。

印旛郡市広域市町村圏事務組合の職員
新しい力を求めます

職種＝技術職電気上級
募集人員＝若干名
申込期間＝12月4日㈮〜18日㈮
試験案内・申込書の配布場所＝印旛郡市

広域市町村圏事務組合ホームページ
（https://www.i-kouiki.jp/kouiki）
試験日＝1月10日㈰
※くわしくは同事務局（☎043-485-039 

7）へ。

もりんぴあ名画座
不朽の名作を上映

日時＝12月11日㈮ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
上映作品＝素晴らしき哉

かな
、人生！

定員＝50人（先着順）
入場料＝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、11月
24日㈫は休館）へ。

お知らせお知らせ

市の広報映像
ホームページで配信中

　市では、広報映像を市ホームページで
配信しています。
　スマートフォンからも視聴できますの
で利用してください。
◦なりた知っ得情報…市からのお知らせ

や催し物、生活に役立つ情報、市役所
の業務などを紹介

◦ビデオルポなりた…毎年度を前期と後
期に分けて、市内で行われたイベント
や式典などを記録

◦市長ビデオメッセージ…市長から皆さ
んへのメッセージ
URL＝https://www.ci 

ty.narita.chiba.jp/sh 
isei/page028200.h 
tml

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

中台運動公園陸上競技場
より充実した環境に

　市では、スポーツ振興くじの助成金を
受けて中台運動公園陸上競技場に超音波
風速計を設置しました。これにより、さ
らにスムーズな競技運営ができるように
なりました。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-1584）

へ。

なりた知っ得情報
ケーブルテレビで配信

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、生活に役立つ情報やイベント情
報などをお知らせする市の広報番組「な
りた知っ得情報」を放送しています。
放送時間＝午後0時41分、午後5時41

分、午後8時41分
※成田ケーブルテレビは八生地区と大栄

地区の一部では視聴できませんので注
意してください。くわしくは広報課（☎
20-1503）へ。

バナー広告
市ホームページに掲載しませんか

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。

新型コロナウイルス感染症対策に関する相談窓口

感染症に関する問い合わせ先
◦健康増進課
　☎27-1111（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦成田市医療相談ほっとライン
　10120-24-1130（24時間年中無休）
◦千葉県の電話相談窓口
　☎0570-200-613（24時間年中無休）
◦厚生労働省の電話相談窓口
　10120-565653（午前9時〜午後9時） 
　FAX 03-3595-2756

感染しているかもと思ったら
◦印旛健康福祉センター（印旛保健所）成田支所
　☎26-7231（平日の午前9時〜午後5時）
　FAX 26-4760

事業者向けの相談窓口
◦中小企業金融・給付金相談窓口（経済産業省）
　☎0570-783183（午前9時〜午後5時）

＊11月6日時点の情報です。
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門松づくり
身近な材料を利用して

　紙筒を利用して門松を作ります。簡単
にできるので、気軽に参加してみません
か。
日時＝12月13日㈰ 午前9時45分〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生
定員＝12人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは11月22日㈰午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

大人のためのおはなし会
物語の世界で楽しいひとときを

日時＝12月10日㈭ 午前10時30分〜11
時30分
会場＝市立図書館本館
内容＝「北斗七星の話」「ねむりひめ」など
対象＝16歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎27-2000、11月23

日を除く月曜日、11月24日㈫・27日㈮
は休館）へ。

クリスマスのかざりをつくろう
みんなで一緒に

　身近にある材料を使ってクリスマス飾
りを作ります。
　簡単にできるので、気軽に参加しませ
んか。
日時＝12月6日㈰ 午前9時50分〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生以上
定員＝16人（先着順）
参加費＝150円（材料費）
※申し込みは11月21日㈯午前10時か

ら子ども館（☎20-6300、月曜日・祝
日・第3日曜日は休館）へ。

成国ライブにいこう!! in子ども館
音楽の楽しさを知る機会に

　成田国際高校軽音楽部による小学生向
けのライブを開催します。
　簡単な楽器作りも行いますので、参加
してみませんか。
日時＝11月28日㈯ 午前10時〜11時30

分
会場＝子ども館
対象＝小学生
定員＝12人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは11月17日㈫午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

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）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝11月30日㈪〜12月4日㈮に

直接、予防課（市役所地下1階）へ
市原市市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月28日㈭ 午前

9時45分〜午後0時45分
◦石油コンビナート従事者…1月28日

㈭ 午後1時40分〜4時40分
千葉市文化センター
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月21日㈭ 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…1月21日㈭、2月10日㈬ 午
後1時40分〜4時40分（10日は午前9
時45分〜午後0時45分）

◦石油コンビナート従事者…2月10日
㈬ 午後1時40分〜4時40分
千葉市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…2月18日㈭ 午前9時45分〜
午後0時45分

◦石油コンビナート従事者…2月18日
㈭ 午後1時40分〜4時40分

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

記念年賀はがき
成田祇園祭発祥300年

　令和3年で成田祇園祭が始まってから
300年となることを記念して、オリジ
ナル年賀はがきを販売します。
販売開始日＝11月28日㈯
販売場所と時間
◦市役所正面玄関前（11月28日㈯・29

日㈰のみ）…午前9時〜午後4時
◦成田観光館…午前9時〜午後5時（月曜

日は休館）
◦空の駅さくら館…午前10時〜午後5

時
種類＝普通紙（無地）
販売枚数＝2万枚
販売価格＝630円（10枚1組）
※郵便局では販売しません。くわしくは

観光プロモーション課（☎20-1540）
へ。

さんりづか名画座
みんなで楽しめる作品を

日時＝12月11日㈮ 午後1時〜3時20分
会場＝三里塚コミュニティセンター
上映作品＝君に届け
定員と入場料＝30人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

11月23日を除く月曜日、11月24日
㈫は休館）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝1月7日㈭・13日㈬・19日㈫・29
日㈮、2月2日㈫・8日㈪・17日㈬・
26日㈮ 正午〜午後1時
会場＝市役所1階ロビー
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と参加費＝各1組（先着順）・無料
※申し込みは1月の日程は12月1日㈫、

2月の日程は1月4日㈪午前9時から文
化国際課（☎20-1534）へ。

体験しませんか

募　集募　集


