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１．市からのお知らせ 

 

◆「いちかわ Love な定番みやげ」を募集中 

 

大切な方には、あの贈り物を渡したい。 

いつもお世話になっている方へは、いつものあの美味しいお菓子をプレゼントしたい。 

 

皆さんがいつも買う、好きなお土産「市川みやげ」はありますか？ 

市川市内で販売されている、あなたの「市川みやげ」の投票受付中です。 

投票いただいた方の名から抽選で 30 名の方に「いちかわバラ物語」詰め合わせをプレゼン

トします。 

ぜひご応募ください。 

 

▽募集期間 

 令和元年 11 月 29 日（金）まで 

 

▽投票資格 

 市内在住・在勤・在学の方 

 

▽投票内容 

 (1)土産品名（非食品も対象） (2)販売店舗名 (3)店舗のある地域 (4)投票理由 

 

▽投票方法 

 (1)Twitter、Instagram、(2)はがき、(3)e モニアンケート、(4)メール 

 事業内容・応募方法の詳細は、市公式 Web サイトでご確認ください。 

 

▽詳細はこちら 

 http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000189.html 

 



▽問い合わせ 

 市川市経済部産業振興課 電話：047-711-3691 

 

 

◆新しい行徳グルメレシピを大募集 

 

これぞ行徳の味！そんな行徳の新名物を考えてみませんか？ 

行徳地域を更に盛り上げるため、海苔やスズキ、ホンビノス貝といった行徳にゆかりのある

産品を 

活用したグルメコンテストを開催します。 

和・洋・中のジャンルは問いません。 

 最優秀賞に選ばれたグルメは行徳地域の新名物として普及・PR を行います。 

ぜひ、グルメレシピを考案の上ご応募ください。 

 

▽募集期間 

 令和元年 11 月 18 日（月）まで（必着） 

 

▽応募資格 

 日本在住の個人または団体 

 

▽賞金 

 最優秀賞：10 万円（1 作品）  

 優秀賞：各 1 万円（4 作品） 

 

▽応募方法 

 電子データのメール送付、紙等の郵送または持参 

 

▽結果発表 

 最優秀賞及び優秀賞となったレシピは、令和元年 12 月頃市川市の公式 Web サイトで発

表予定です。 

 ※入賞レシピ応募者には事前に連絡し、打ち合わせさせていただきます。 

 

 

応募方法・選考方法等の詳細は市公式 Web サイト、下記「募集要項」をご確認ください。 

 

 



▽市川市公式 Web サイト 

 http://www1.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000190.html 

 

▽募集要項 

 http://www1.city.ichikawa.lg.jp/common/000320631.pdf 

 

▽問い合わせ 

 市川市経済部産業振興課 電話：047-711-3691 

 

 

 

◆受動喫煙対策に関する説明会 

～飲食店・職場等における“たばこ”のルールが変わります～ 

 

望まない受動喫煙防止を目的として、健康増進法の一部を改正する法律が 2018 年 7 月に成

立しました。 

これにより、病院・学校・行政庁舎等には、2019 年 7 月 1 日から原則敷地内禁煙が、飲食

店・職場等には 

2020 年 4 月 1 日から原則屋内禁煙が義務付けられます。 

 改正法の全面施行に向けて、各施設管理者の方を対象に説明会を実施しますので、ご希望

の方はお申し込みください。 

 

▽会場 

 船橋市役所本庁舎 11 階 大会議室 

 船橋市湊町 2-10-25 

 

▽日時 

 令和元年 12 月 5 日（木）午後 2 時～午後 4 時（受付は午後 1 時 30 分から） 

 

▽申し込み 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/setsumeikai.html 

 

▽問い合わせ 

 千葉県健康づくり支援課健康ちば推進班  

 電話：043-223-2660 

 



 

◆11 月はエコドライブ推進月間です 

 

エコドライブとは地球温暖化の原因でもある二酸化炭素の発生を抑える環境にやさしい車

の運転です。 

「発進時はおだやかにアクセルを踏み込む」 

「車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転をする」 

「減速時は早めにアクセルを離す」 

など、少し気をつけて運転することで、燃料消費の削減や安全運転にもつながります。 

地球と財布にやさしいエコドライブを始めてみましょう。 

 

▽問い合わせ 

 市川市生活環境整備課 電話：047-712-6306 

 

 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２．セミナーのお知らせ 

 

◆目指せ、正社員！「京葉わかもの就職面接会」開催 

 

 参加企業 24 社(予定）の担当者から直接話を聞くことができる「京葉わかもの就職面接

会」を開催します。 

 

▽参加対象者 

 概ね 40 歳未満で正社員就職を希望する方 

 

▽日時 

 令和元年 12 月 6 日(金)午後 0 時～午後 4 時 

 （受付時間：午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分） 

 

▽場所 

 船橋グランドホテル 

 船橋市本町 7-11-1(JR 船橋駅北口より徒歩 3 分、京成船橋駅より徒歩 6 分) 

 

▽予約 

 不要 



 

▽参加費 

 無料 

 

▽持参するもの 

 写真付履歴書(複数枚)・筆記具・ハローワークカード(無くても可) 

  

▽詳しくはこちら 

 http://www.city.ichikawa.lg.jp/res07/keiyowakamono191206.html 

 

▽主催：ハローワーク船橋・千葉・市川・松戸・千葉南・墨田・木場 

 共催：市川市・習志野市・船橋市 

 後援：浦安市・八千代市 

 

▽問い合わせ 

 ハローワーク船橋 第二職業相談部門 

 電話：047-420-8609(部門コード：44#) 

 

      

◆「役立つ！中高年向け再就職支援セミナー＆就労に関する出張相談」開催 

 

 応募書類の書き方や面接対策を内容とした就職スキルアップセミナーを実施します。 

 就職活動にお役立てください。 

 ※このセミナーは雇用保険受給中の求職活動実績となります。 

 

▽参加対象者 

 セミナー：概ね 40 歳～65 歳で求職中の方 

 出張相談：同日開催「役立つ！中高年向け再就職セミナー」の参加者のうち個別面談を希

望する方 

 

▽日時 

 令和元年 12 月 11 日(水) 

 セミナー：午前 10 時～正午 

 出張相談：午後 1 時 30 分～午後 4 時 

 

▽場所 



 八千代市総合生涯学習プラザ 多目的ホール 

 八千代市ゆりのき台 3-7-3 (東葉高速鉄道 八千代中央駅下車 徒歩 5 分） 

 

▽定員 

 セミナー：30 人（先着順） 

 出張相談：４人（第 1 回：午後 1 時 30 分から、第 2 回：午後 2 時 10 分から、第 3 回：

午後 2 時 50 分から、第 4 回：午後 3 時 30 分から、各回 1 名ずつ） 

 

▽申込期間 

 令和元年 11 月 1 日（金）から定員に達するまで 

  

▽詳細はこちら 

 http://www.city.ichikawa.lg.jp/res07/yachiyomiddle1211.html 

 

▽主催：八千代市・千葉県ジョブサポートセンター 

 後援：市川市・浦安市・鎌ケ谷市・習志野市・船橋市 

 

▽申込み・問い合わせ 

 八千代市商工観光課 電話：047-483-1151 

   

   

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３．その他のお知らせ 

 

◆11 月～12 月は「労働保険適用促進強化期間」です。 

 

 労働者を 1 人でも使用する（農林水産業の一部を除き）事業主は、 

 労働保険（労災保険・雇用保険）に加入することが法律で義務づけられています。 

 未手続の事業主は至急、加入手続きをしてください。 

 詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課、最寄りの労働基準監督署、 

 ハローワーク（公共職業安定所）にお問い合わせください。 

 

▽千葉労働局ホームページ 

 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html 

 

▽問い合わせ 



 千葉労働局労働保険徴収課 電話：043-221-4317 

 

 

◆11 月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。 

 大企業・親企業による長時間労働の削減等の取り組みが、下請け等中小事業者に対する 

 適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせて

いる場合があります。 

 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう 

 

▽千葉労働局ホームページ 

 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html 

 

▽問い合わせ 

 千葉労働局 雇用環境・均等室 電話：043-221-2307 

 

 

◆「働き方改革」の好事例集をご活用ください 

 

千葉県では、県内の企業・事業者が取り組んできた「働き方改革」の好事例集を作成しまし

た。 

事例集には、人材の定着・確保や業務効率化に向けてのヒントが掲載されているだけでなく、 

県の事業や国の助成金などの役立つ情報も掲載されています。 

事例集は以下の Web サイトからダウンロードできますのでご活用ください。 

 

▽働き方改革好事例集 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/koujireishuu.html 

  

▽問い合わせ 

 千葉県商工労働部雇用労働課 電話：043-223-2743 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

市川市経済部産業振興課 

▽商工振興グループ・経営支援グループ 

郵便番号 272-0021 

住所 千葉県市川市八幡 3-3-2-408 グランドターミナルタワー本八幡 4F 



電話 047-711-1140 (融資・創業・道の駅) 047-711-3691（商業・工業） 

FAX 047-711-1144 

 

▽雇用労政グループ 

郵便番号 272-0023 

住所 千葉県市川市八幡 2-20-1 勤労福祉センター本館 2 階 

電話 047-704-4131 

FAX 047-370-5205  
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