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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

防衛医科大学校等学生
対高校卒業または卒業見込みの方で、令
和2年4月1日現在18歳以上21歳未満の方
●防衛医科大学校看護学科学生（自衛官
候補看護学生）
日10月19日（土）
●防衛医科大学校医学科学生
日10月26日（土）、27日（日）
●防衛大学校学生（一般）
日11月9日（土）、10日（日）
申願書を問い合わせ先または船橋・市
川・柏

かしわ

・千葉・茂
も

原
ばら

・成田・旭
あさひ

・木
き

更
さら

津
づ

・館
たて

山
やま

の各事務所へ持参または郵送
※願書は問い合わせ先に請求
受9月30日（月）まで（必着）
問〒263-0021千葉市稲毛区轟

とどろき

町1-1-
17　防衛省自衛隊千葉地方協力本部

043-251-7151
自衛隊　千葉　 検索

県職員採用選考考査
受験資格　身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳などの交付
を受け、次の要件を満たす方 ▼一般行政、
警察事務：昭和59年4月2日から平成14
年4月1日までに生まれた方 ▼資格免許
職：看護師は昭和49年4月2日以降に生
まれた方、その他の職種は昭和59年4月
2日以降に生まれた方で、当該免許を取
得または取得見込みの方
※詳しくは受験案内をご覧ください。受
験案内は各地域振興事務所や問い合わせ
先などで配布するほか、ホームページか
らダウンロードできます。
※点字または拡大文字での受験を希望す
る方は問い合わせ先にお申し出ください。
採用予定人数　一般行政43人、警察事務
3人、獣医師・薬剤師・保健師・管理栄
養士・保育士・臨床検査技師・看護師・
司書・学芸員・文化財技術 各1人
考査日 ▼ 第1次考査：10月20日（日） ▼

第2次考査：11月16日（土）、17日（日）、
23日（土・祝）、24日（日）のいずれか1日

申申込書を持参または特定記録で郵送
（持参の場合は平日9時～17時）。ホーム
ページから申し込み可
受9月11日（水）17時まで（郵送は消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県人事委
員会事務局任用課 043-223-3717
職員採用　千葉県　 検索

県営住宅の入居者
対原則として同居親族があり、一定の収
入以下の世帯で、県内に住民登録してい
る方
申所定の申込用紙に記入し郵送
※申込用紙は、県営住宅所在の市役所・
町役場、各地域振興事務所、住まい情報プ
ラザ、県立中央図書館などで9月下旬か
ら配布します。
受10月1日（火）～15日（火）消印有効
問〒260-0016千葉市中央区栄町1-16
千葉県住宅供給公社 043-222-9200
千葉県営住宅　空家募集　 検索

ナシ新品種の愛称
　県が育成したナシ新品種の愛称を募集
しています。応募者の中から抽選で賞品
をプレゼント！
新品種の特徴　果実は大きく、果肉は滑
らかで果汁がたっぷりです。
申はがき（9月30日までは62円、10月1日
からは63円）に愛称（ふりがな）、愛称に
込めた思い、郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号を書いて郵送（1通につ
き愛称は1つ）。ホームページから応募可
受12月15日（日）まで（はがきは消印有効、
応募フォームは24時まで）
注意事項 ●未発表のものに限る●農産
物の愛称として使用されているもの、地
名（「ちば」など）や作物名を含むものは不
可●応募作品に加筆修正する場合あり●
応募作品に関する一切の権利は県に帰属
※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〒260-8667（住所記載不要）

県流通販売課 043-223-3085
ナシ新品種　愛称募集　千葉県　 検索

大きな果実で滑らかな果肉

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
　一戸建て住宅の安全性やマンションの
購入、業者との契約の際に知っておくべ
きポイントを分かりやすく解説します。
日9月14日（土）13時～16時
会明

めい

海
かい

大学浦安キャンパス（JR京葉線新
浦安駅から徒歩10分）
内講師：前

まえ

島
しま

彩
あや

子
こ

さん（明海大学准教
授）、周

す

藤
とう

利
とし

一
かず

さん（明海大学教授）ほか
定200人（当日先着順）
問県建設・不動産業課

043-223-3238

なかよし動物フェスティバル2019
　9月20日（金）から26日（木）までは、動
物愛護週間です。動物の正しい飼い方な
どが楽しく学べるイベントを開催します。
日9月15日（日）10時～15時
会イオンモール成田屋外第3駐車場（成
田市ウイング土

つち

屋
や

24）
内チーバくんと踊ろう、
動物相談、飼い主募集、
獣医師体験、クイズなど
※雨天時は内容が変更になる場合があり
ます。
問県動物愛護センター

0476-93-5711

文化財探検隊
　専門職員などの解説を聞きながら、大

おお

網
あみ

白
しら

里
さと

市内の寺社などの文化財を徒歩で
巡ります。（約6.5㌔㍍）
日10月12日（土）10時～16時
集合・解散　JR外房線・東金線大網駅
定50人（申込多数抽選）
申往復はがき（124円）に参加希望者全員
の氏名・住所・電話番号・年齢、返信用
宛先を書いて郵送（1通につき2人まで）
受9月20日（金）必着
※昼食持参。小学生以下の参加について
はお問い合わせください。
問〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁文化財課 043-223-4130
文化財探検隊　千葉　 検索

無料労働相談会
　労働委員会の委員が、解雇やパワハラ、
配置転換など、労働条件に関するトラブ
ルなどの相談に応じます。
対労働組合、労働者、事業主、企業の人
事・労務担当者など
日会 ▼10月2日（水）、16日（水）17時～20時
県労働委員会（県庁南庁舎7階） ▼27日（日）
13時～17時　船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京成船橋
駅直結）
申電話または来庁（平日9時～17時）
問県労働委員会事務局

043-223-3735
千葉県労働委員会　 検索

収蔵品展「古い道具と昔のくらし」
　本物の道具を見たり、さわったりしな
がら昔のくらしを学べます。
日9月14日（土）～令和2年3月6日（金）
休 ▼ 9月末まで：月曜日（祝日・振休の
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
●10月～3月のご利用について
　事前予約団体のみ入館できます。な
お、講座や行事への参加、資料の貸出など
は通常どおり利用可能です。
問会県立中央博物館大

おお

利
と

根
ね

分館（香
か

取
とり

市
佐原ハ4500） 0478-56-0101
大利根分館　 検索

千葉交響楽団第106回
定期演奏会「響きの妙

みょう

」
　元NHK交響楽団コ
ンサートマスターの堀

ほり

正
まさ

文
ふみ

さんをソリストに
迎えます。ブラームス
の交響曲第1番では、
コンサートマスターと
しても演奏。極上の響
きをお楽しみください！
日10月12日（土）14時開演（13時15分開場）
会千葉県文化会館大ホール（JR外房・内
房線本千葉駅から徒歩10分）
曲目　モーツァルト／歌劇「後

こう

宮
きゅう

よりの
逃走」序曲、ヴァイオリン協奏曲第3番ト
長調、ブラームス／交響曲第1番ハ短調
出演 山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん（指揮）、堀正文さん
（ヴァイオリン）
料S席：4，000円、A席：3，000円、B席：
2，000円
問千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

堀正文さん

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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2019千葉県私学フェア
日9月16日（月・祝）10時～15時
会幕張メッセ国際
会議場（JR京葉線
海浜幕張駅から徒
歩5分）
内県内私立学校の紹介、県内私立高校に
よる模擬授業、入試関係資料などの配布
問（一社）千葉県私立中学高等学校協会

043-241-7382
千葉私学　 検索

千葉県警察音楽隊定期演奏会
日11月9日（土） ▼午前の部：10時30分～

▼午後の部：14時～（各30分前開場）
会千葉県文化会館大ホール（JR外房・内
房線本千葉駅から徒歩10分）
内行進曲などの演奏とステージドリル
定各1，790人
申往復はがき（往信用は62円、返信用は
63円）に希望の部（午前か午後）、代表者
の郵便番号・住所・電話番号、参加希望
者全員の氏名・ふりがな、返信用宛先を
書いて郵送（1通につき2人まで。同一氏
名で複数申し込みは無効）
受9月20日（金）まで（消印有効）
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-
71-1　千葉県警察音楽隊定期演奏会係

043-248-8022

県立保健医療大学公開講座
日内 ▼ 10月13日（日）10時～12時40分
「病原体から食品の安全を守る方法」「神
経科学から考える『転倒』」 ▼27日（日）
13時～15時40分「楽しく安全な食生活
のために－口

こう

腔
くう

機能向上と口腔ケア－」
「みんなで高めよう！災害に備える力」
定各日200人（申込先着順）
申応募フォームから応募または往復は
がき（124円）に「公開講座希望」と明記
し、希望日、参加希望人数、代表者の住所・
氏名・電話番号、返信用宛先
を書いて郵送（応募フォーム
かはがきのどちらかを選ん
で応募）
受9月30日（月）まで（はがきは必着、応募
フォームは17時まで）
※講座の7日前までに受講の可否をはが
きまたはメールでお知らせします。
問 会〒261-0014千葉市美浜区若葉2-
10-1　県立保健医療大学

043-296-2000
県立保健医療大　 検索

家事ギャップ解消シンポジウム
日10月27日（日）14時～16時30分
会三

みつ

井
い

ガーデンホテル千葉（JR千葉駅か
ら徒歩7分）
内講演「夫婦を最高のチームにする！～
新時代の家事シェア戦略～」講師：三

み

木
き

智
とも

有
あり

さん（NPO法人t
た だ い ま

adaima！代表理事）、
パネルディスカッション「夫婦・家族の家
事ギャップを解消するために」
定200人（申込先着順）
申参加希望者全員の郵便番号・住所・氏
名・電話番号、託児の有無を書いて郵送
またはファクス。Eメール可
受10月18日（金）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県男女共同参画課
043-223-2372 043-222-0904
kyodo2＠mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県労働大学講座
日10月11日（金）、16日（水）、21日（月）、
29日（火）、11月8日（金）、12日（火）、15
日（金）、21日（木）
各日18時15分～20時15分
会千葉県教育会館新館501会議室（JR外
房・内房線本千葉駅から徒歩12分）
内労働法の基礎や最近の法改正・労働諸
問題、働き方改革などに関する講座
定各回150人（申込先着順）
申ちば電子申請サービスから申し込み。
または申込書を郵送、ファクス、Eメール
※申込書はホームページからダウンロー
ドできます。
問〒260-8667（住所記載不要）
県雇用労働課
043-223-2743 043-221-1180
koyou3＠mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県労働大学講座　令和元年度　 検索

不動産に関する無料相談会
　10月の土地月間にちなみ、不動産鑑定
士による無料相談会を開催します。
日 会 ▼ 10月2日（水）船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京
成船橋駅直結） ▼4日（金）ミレニアムセ
ンター佐

さ

倉
くら

3階（京成佐倉駅から徒歩1
分） ▼6日（日）スカイプラザ柏

かしわ

2階（JR常
磐線柏駅から徒歩1分） ▼9日（水）松戸市
役所1階 ▼11日（金）イオンタウン木

き

更
さら

津
づ

朝日ノースコート（木更津市朝日3-10-
19） ▼18日（金）市川市役所仮本庁舎4
階、成田市役所1階 ▼25日（金）千葉市役
所1階　
各日10時～16時（当日先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会

043-222-5795

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　9月5日（木）～13日（金）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和11年9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（3月、9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：大和、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12月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課

043-223-2074

消費税の軽減税率制度が
スタートします！
　10月1日から消費税率が8％から10％
に引き上げられるのと同時に、軽減税率
制度が実施されます。軽減税率制度と
は、一部の商品に関してのみ現行の8％
が適用される制度です。
【軽減税率の対象となるもの】
・店舗で購入する飲食料品
・自宅や会社に配達される新聞
・ピザやすしなどの出前
・ファストフードのテイクアウトなど
※酒類や外食は対象外となります。詳し
くは、ホームページをご覧ください。
問軽減税率電話相談センター

70120-205-553
または県税務課 043-223-2117
政府広報　軽減税率　 検索

結核予防週間
　9月24日（火）から30日（月）は「結核予
防週間」です。結核は、現在でも国内の主
要な感染症で、県内では
昨年755人の新たな患者
が発生しています。
　結核の初期症状は風邪に似ています。
2週間以上咳が続く場合は、結核を疑い、
重症化と感染拡大の防止のため、必ず医
療機関を受診しましょう。
問県疾病対策課 043-223-2665
結核予防週間　千葉県　 検索

県政に関する世論調査
　県では、県政推進の基礎資料とするた
め、県民の皆さんの生活意識などに関す
る世論調査を年2回行っています。
　現在1回目の調査を実施中で、2回目の
調査は10月に実施する予定です。調査票
が届いた方はご協力をお願いします。
対県内各地から無作為に抽出した満18
歳以上の男女3，000人
※過去の調査結果はホームページや県庁
の県政情報コーナー、各地域振興事務所、
市町村、公立図書館でご覧になれます。
問県報道広報課 043-223-2469

秋の全国交通安全運動が始まります！
　9月21日（土）から30日（月）までの期間、
「身

み

につける　夜
よ

道
みち

のお守
まも

り　反
はん

射
しゃ

材
ざい

」を
スローガンに、秋の全国交通安全運動を
実施します。
　秋口は日没時間が急激に早まり、夕暮
れ時や夜間は歩行中・自転車乗車中の交
通事故の増加が懸念されます。また、子ど
もや高齢者が被害に遭う事故や高齢運転
者による事故が依然として多く発生して
います。一人一人が交通ルールとマナー
を守り、交通事故を防ぎましょう。
問県くらし安全推進課

043-223-2263

3市がパスポート窓口を開設
　次の市にお住まいの方は、各開設日か
ら市役所などでパスポートの申請・受け
取りができるようになります。
10月1日（火）から

▼富
ふっ

津
つ

市：市民課 0439-80-1253

▼いすみ市：市民課 0470-62-1114
10月7日（月）から

▼八
や

千
ち

代
よ

市：パスポートセンター
047-483-1151（代）

※申請書の「刑罰等関係」に該当する場合
などは、県旅券事務所での手続きとなり
ます。
問県国際課 043-223-2427

虐待かもと思ったら1
いちはやく

89番へ
　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

応募フォーム


