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県庁の宛先は、〒260-8667（住所記載不要）各担当課
ファクスによるお問い合わせは県報道広報課まで　　043-227-0146

保育士試験
日 ▼筆記：10月19日（土）、20日（日） ▼

実技：12月8日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」を請
求し、同封の申請書を郵送
※手引きは問い合わせ先に請求。ホーム
ページからも請求可
料1万2,950円（幼稚園教諭免許状所有
者などで筆記試験・実技試験が全て免除
となる場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受7月24日（水）まで（消印有効）
問〒171-8536東京都豊島区高田3-19-
10　保育士試験事務センター
 70120-4194-82
保育士養成協議会　 検索

高等学校卒業程度認定試験
　大学などの受験資格を得られ、就職や
資格試験などに活用できます。
対令和2年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日11月9日（土）、10日（日）
会千葉敬愛短期大学（JR総武本線・成田
線物

もの

井
い

駅から徒歩7分）
申願書を専用封筒に入れ簡易書留で郵送
※願書は7月19日（金）から県教育庁生涯
学習課、さわやかちば県民プラザ、県内8
カ所の地域若者サポートステーションで
配布します。
料4,500円～8,500円
※科目数により異なります。詳しくは願
書（受験案内）をご覧ください。
受8月29日（木）～9月12日（木）消印有効
問県教育庁生涯学習課（願書配布）
 043-223-4071
文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（出願・試験） 03-5253-4111（代）
高卒認定試験　千葉県　 検索

宅地建物取引士資格試験
日10月20日（日）
会県内大学など

申願書を簡易書留で郵送またはホーム
ページから申し込み
※願書は問い合わせ先や各地域振興事務
所などで配布します。
料7,000円
受 ▼郵送：7月31日（水）まで（消印有効）

▼ホームページ：7月16日（火）21時59
分まで
問〒260-0024　千葉市中央区中央港1-
17-3千葉県不動産会館　（一社）千葉県
宅地建物取引業協会 043-441-6262
不動産適正取引推進機構　 検索

公の施設の指定管理者
　県に代わって公の施設の管理を行う事
業者を募集します。
対法人その他の団体
募集施設　①県射撃場（市原市）②県立八

や

千
ち

代
よ

広域公園（八千代市）
管理期間　①5年間②3年間（管理開始は
いずれも令和2年4月から）
募集期間　①7月上旬～9月上旬②8月15
日（木）まで
※応募方法など、詳しくはホームページ
をご覧になるかお問い合わせください。
問県行政改革推進課 043-223-2460
指定管理者公募　千葉県　 検索

千葉県少年少女オーケストラと
アキラさんの大発見コンサート2019
　宮

みや

川
がわ

彬
あき

良
ら

さんの指揮と楽しいお話、ピ
アノを交えた人気のコンサートです。
日8月17日（土）14時開演（13時開場）
曲目　大発見マーチ、愛のシンフォニー、
開眼序曲、仔象の行進
ほか
料1,000円（全席指定）
※未就学児入場不可
問会東

とう

金
がね

文化会館（JR東金線東金駅から
徒歩20分） 0475-55-6211

食品表示研修会
　食品表示のルールなどを学ぶ、事業者
向けの研修会を開催します。
●第1回研修会
対食品表示に新規に携わる方など
日8月9日（金）10時～15時45分
内初心者向け食品表示の表示方法
受7月26日（金）まで
●第2回研修会
対加工食品の食品表示に携わる方など
日9月2日（月）13時30分～16時30分
内新基準による表示の変更点
受8月16日（金）まで
＜共通事項＞
会県庁中庁舎10階大会議室
（JR外房・内房線本千葉駅から徒歩8分）
定各150人（申込先着順）
申ホームページから申込書をダウンロー
ドしてファクスまたはEメール
問県安全農業推進課（第1回研修会）
043-223-3082 043-201-2623
annou-jas@mz.pref.chiba.lg.jp

県健康づくり支援課（第2回研修会）
043-223-2667 043-225-0322
kenzo5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県食品表示研修会　 検索

肝がん撲
ぼく

滅
め つ

運動市民公開講座
　7月28日は世界・日本肝炎デーです。
肝臓と健康について学びませんか。
日7月27日（土）13時～16時
会千葉大学医学部本館1階第一講義室
（千葉市中央区亥

いの

鼻
はな

1-8-1）
内講演「肝がん：診断と治療、その進歩」
ほか、専門医による医療相談（公開形式）
問千葉大学大学院医学研究院
 043-226-2083

県立中学校説明会
　中高一貫教育を行う県立中学校の説明
会を開催します。
対入学を希望する小学6年生の保護者
●県立千葉中学校
日8月21日（水）
会県文化会館（JR外房・内房線本千葉駅
から徒歩10分）
問県立千葉中学校 043-202-7778
●県立東

ひがし

葛
かつ

飾
しか

中学校
日8月22日（木）
会柏

かしわ

市民文化会館（JR常磐線北柏駅から
徒歩15分）
問県立東葛飾中学校 04-7143-8651
※開催時間など、詳しくはホームページ
をご覧になるかお問い合わせください。
令和元年度  千葉県立中学校  説明会　 検索

千葉県調理師講習会
　調理師としての資質向上のため、5年
ごとに講習を受けましょう。
対県内の飲食店や給食施設などで調理
業務に従事する調理師
日会①8月7日（水）13時10分～塚本大千
葉ビル7F（JR千葉駅から徒歩5分）②21日
（水）13時5分～長

ちょう

生
せい

健康福祉センター（JR
外房線茂

も

原
ばら

駅からバス「西町停留所」下車
徒歩3分）③26日（月）8時45分～野

の

田
だ

市
役所（東武野田線愛

あた

宕
ご

駅から徒歩15分）
定①40人 ②30人 ③80人
内講義および実習（栄養と健康、食品衛
生、食文化、調理学）
※このほか、令和2年2月まで県内各地で
講習会を開催します。申込方法や今後の
開催予定など、詳しくはホームページを
ご覧になるかお問い合わせください。
問（一社）千葉県調理師会
 043-225-7736
千葉県調理師会　 検索

犯罪被害者支援員養成講座
　支援員の役割や、犯罪被
害者への理解と支援方法に
ついて基礎から学びます。
日会①7月21日（日）千葉県
教育会館（JR外房・内房線
本千葉駅から徒歩12分）②28日（日）千葉
市生涯学習センター（JR千葉駅から徒歩
8分）③8月4日（日）船橋市中央公民館（JR
船橋駅から徒歩8分）各日10時～16時
定①・②各40人③30人（各申込先着順）
申受講希望日、郵便番号、住所、氏名、電話
番号を書いてファクスまたはEメール。電
話申し込み可
申込先　（公社）千葉犯罪被害者支援センター
043-225-5451 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

受7月16日（火）まで
問県くらし安全推進課
 043-223-2333

収蔵資料展「魚がつくる模様と形」
　魚がつくるさまざまな模様や形に隠さ
れた秘密を紹介します。
日7月20日（土）～9月16日（月・祝）
9時～16時30分（入館は16時まで）
休月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休
館）※8月中は無休
料一般200円、高校・大学生100円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳をお持
ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館分館海の博物館
（勝

かつ

浦
うら

市吉
よし

尾
お

123） 0470-76-1133

対象＝対 日時・期間＝日 会場＝会 内容＝内 休館日＝休 定員＝定 申込方法＝申 料金等＝料
受付期間・受付場所＝受 問い合わせ先・申込先＝問 ホームページ＝ です。
※Eメールは、送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。
※「講座・催し」で申込方法の記載がない場合は直接会場にお越しください。
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すごろクイズ「のりものの歴史」
　すごろくとクイズが一緒になった展示
で、船や馬を使っていた頃から現代までの
のりものの歴史を楽しく学べます。
日9月29日（日）まで　9時～16時30分
休月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
料一般200円、高校・大学生100円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳をお持
ちの方とその介護者1人無料
問会県立関

せき

宿
やど

城博物館（野
の

田
だ

市関宿三
さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400

人権問題講演会
　人権について考え、理解を深めましょう。
日8月9日（金）13時20分～16時（13時
開場）
会千葉市文化センター（JR千葉駅、京成
千葉中央駅から各徒歩10分）
内講演「ハラスメント最新事情－あなた
の理解で大丈夫ですか－」講師：金

かね

子
こ

雅
まさ

臣
おみ

さん（（一社）職場のハラスメント研究
所代表理事）、人権作文の朗読など
定500人（申込多数抽選）
申「人権問題講演会」と明記し、代表者の
郵便番号・住所・氏名・電話番号、参加
人数（1通につき2人まで）を書いて郵送
またはEメール
受7月11日（木）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県健康福祉政策課 043-223-2348
jinken@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　人権問題講演会　 検索

親子で学ぶヒートアイランドと
熱中症対策教室
　気象予報士の依

よ

田
だ

司
つかさ

さんと熱中症対策
などについて楽しく学びます。
対主に小学生と保護者
日7月26日（金）14時～15時30分
会浦

うら

安
やす

音楽ホール
（JR京葉線・武蔵野
線新浦安駅から徒
歩1分）
定180人（申込多数
抽選）
申ファクスまたはEメール
※詳しくはホームページをご覧になるか
お問い合わせください。
受7月16日（火）まで
問県環境政策課
043-223-4649 043-222-8044
e-seisaku2@mz.pref.chiba.lg.jp

ヒートアイランドと熱中症対策教室　千葉県　 検索

千葉県職員採用セミナー
対千葉県職員（中級・初級・資格免許職
（保育士・臨床検査技師・栄養士・司書））
を目指す方
日8月7日（水）12時40分～16時30分
会千葉県教育会館（JR外房・内房線本千
葉駅から徒歩12分）
内県政・試験制度の説明、仕事説明会・
若手職員との座談会、職場見学、個別相談
会、試験申込受付など
定500人（当日先着順）
問県人事委員会事務局任用課
 043-223-3717
採用セミナー　千葉県　 検索

訪問看護について学びませんか
　訪問看護の魅力や仕事内容などを学ぶ
訪問看護基礎研修会を開催します。
対訪問看護師として再就業したい方、訪
問看護に興味のある看護職の方
日会①7月18日（木）9時30分～15時30
分千葉県看護会館（JR京葉線千葉みなと
駅から徒歩15分）②9月7日（土）13時30
分～16時30分ミレニアムセンター佐倉
（京成佐倉駅から徒歩1分）③12月17日（火）
9時30分～15時30分千葉県看護会館
定①・③各20人②15人（各申込先着順）
申ホームページから申込書をダウンロー
ドしてファクスまたはEメール
受①7月16日（火）まで②9月5日（木）ま
で③12月13日（金）まで※各15時まで
問（公社）千葉県看護協会
043-245-1712 043-248-7246
jigyou1@cna.or.jp

千葉県看護協会　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　7月12日（金）まで
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和11年7月25日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（1月、7月）
利率　お問い合わせください
取扱窓口 ▼銀行：千葉、千葉興業、京葉の
本支店 ▼証券会社：三菱UFJモルガン・
スタンレー、ちばぎん証券の県内支店
申し込みに必要なもの　①購入代金②本
人確認書類③印鑑④利息などを受け入れ
る通帳
※受付期間内でも、売り切れにより受け
付けを終了する場合や、支店により取り
扱っていない場合があります。詳しくは

取扱窓口にお問い合わせください。
※次回は10年債を9月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課
 043-223-2074
千葉県債　 検索

我が家の照明LED化キャンペーン2019
　家庭から排出される二酸化炭素を削減
するために、照明器具をLEDに買い替え
て省エネ・節電に取り組みませんか？
参加方法　①チラシを入手する。②LED
照明器具（シーリングライトまたはペン
ダントライト）を購入する。③チラシの
応募用紙に必要事項を記入し、購入した
LED照明器具の型番と購入日が分かる
レシートや納品書などのコピーと一緒に
郵送、ファクスまたはホームページから
応募。
※抽選で50人に「食のちばの逸品を発掘
2019」の受賞品をプレゼントします。
チラシ入手先　ホームページ、各地域振
興事務所、市町村環境関係窓口
キャンペーン期間　9月30日（月）まで
応募期間　10月7日（月）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県循環型社会推進課
043-223-4645 043-221-3970

我が家　LED　千葉県　 検索

愛の血液助け合い運動
　7月1日（月）から31
日（水）まで「愛の血液
助け合い運動」を実施
中です。
　夏場は献血者が減
少し、輸血用血液製剤
が不足しがちです。血液を安定的に確
保するため、皆さんのご協力をお願いし
ます。
問県薬務課 043-223-2614
愛の血液助け合い運動　千葉県　 検索

夏の交通安全運動が始まります！
　7月10日（水）から19日（金）までの期
間、「歩行者を  守る気づかい  思いやり」
をスローガンに、夏の交通安全運動を実
施します。
　夏休み中は子どもや若者の解放感から
起こる事故や、夏の行楽シーズンに伴う
交通量の増加などによる事故が発生しや
すくなります。また、依然として高齢者
の事故が後を絶たない状況です。
　一人一人が交通ルールとマナーを守
り、事故を防止しましょう。
問県くらし安全推進課
 043-223-2263

九
く

十
じゅう

九
く

里
り

海岸の車両乗入れ規制
　県立自然公園に指定されている九十九
里海岸では、アカウミガメやコアジサシ、
ハマヒルガオなど貴重な動植物を守るた
めに車両の乗り入れを禁止しています。
　車でお出掛けの際は、指定された駐車
場をご利用ください。
問県自然保護課 043-223-2056

サマージャンボ宝くじ発売中！
　1等・前後賞合わせて7億円が当たる「サ
マージャンボ宝くじ」が全国で発売中です。
　収益金は市町村の振興など県民の皆さ
んの暮らしに役立てられます。ぜひ県内
の宝くじ売り場でお買い求めください。
発売期間　8月2日（金）まで
料1枚300円
抽せん日　8月14日（水）
問県財政課 043-223-2073

水の事故に注意しましょう
　夏は海や川などに出掛ける機会が多く
なる季節です。次のことに注意して安全
で楽しい夏を過ごしま
しょう。
●泳ぐ前に準備運動を
しましょう。
●できるだけ2人以上で泳ぎ、お互いを
確認しましょう。
●遊泳禁止日や遊泳禁止場所での遊泳は
やめましょう。
●津波警報などが発令されたら、直ちに
遊泳をやめ、監視員や指導員の指示に従
い速やかに避難しましょう。
●飲酒後や睡眠不足、体調不良のときは
遊泳を控えましょう。
●危険な毒を持つ生物に注意しましょう。
●他の利用者の迷惑となる行為（指定場所
以外でのゴミ捨てなど）はやめましょう。
問県観光企画課 043-223-2415

虐待かもと思ったら1
いちはやく

89番へ
　怒鳴り声や泣き声が聞こえる、いつも
おびえているなど、あなたの周りに心配
な子どもはいませんか。
　虐待の通告は、全ての人に課せられた
義務です。おかしいと感じたら、迷わず
連絡してください。通告・相談は、匿名
で行うこともでき、通告・相談をした人
に関する秘密は守られます。
相談先（24時間365日対応）
児童相談所全国共通ダイヤル 189
子ども・家庭110番 043-252-1152
問県児童家庭課 043-223-2357
児童虐待相談　千葉県　 検索

依田司さん

けんけつちゃん


