
ちば県民だより7 令和2年［2020年］3月5日（木曜日） ●掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止となる場合があります。

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

自衛官などの採用試験
対各試験区分によって異なります。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。
日①一般幹部候補生「大卒程度試験」、
「院卒程度試験」：5月9日（土）、10日（日）
※10日は飛行要員のみ
②歯科・薬剤幹部候補生：5月9日（土）
③医科・歯科幹部：5月8日（金）
④一般曹候補生：5月23日（土）
⑤自衛官候補生：受付時に指定
申願書を問い合わせ先または船

ふな

橋
ばし

、市
いち

川
かわ

、
柏
かしわ
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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してください。
受①②5月1日（金）まで（必着）
　③4月17日（金）まで（必着）
　④5月15日（金）まで（必着）
　⑤年間を通じて行っています
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　千葉県　 検索

二級建築士・木造建築士試験 
日 ▼二級建築士／学科：7月5日（日）、設
計製図：9月13日（日） 

▼木造建築士／学科：7月12日（日）、設
計製図：10月11日（日）
申申込書を持参または簡易書留で郵送。
過去に受験した方はホームページから申
し込み可
申込書配布期間　3月16日（月）～4月13
日（月）（土・日曜日、祝日を除く）
※申込書は問い合わせ先で配布します。
4月9日（木）～13日（月）は持参先でも配
布します（土・日曜日含む）。郵送での請
求方法はホームページをご覧ください。
料18,500円
受 ▼ 郵送：3月25日（水）～31日（火）消
印有効
郵送先　〒102-0094 東京都千代田区
紀
き

尾
お

井
い

町3-6 紀尾井町パークビル　　 

（公財）建築技術教育普及センター本部

▼持参：4月9日（木）～13日（月）（土・
日曜日含む）10時～17時
持参先　建築会館8F（京成線千葉中央
駅から徒歩7分）

▼ホームページ：4月13日（月）～20日（月）
問（一社）千葉県建築士会
 043-202-2100
建築技術教育普及センター　 検索

令和2年度前期技能検定
対各職種において所定の実務経験など
を有する方
等級　1級～3級、単一等級
職種　造園、機械加工、電気機器組立て、
塗装など51職種
申所定の振込用紙で受検手数料を払い
込み、受検申請書・郵便振替払込受付証
明書などの指定の書類を簡易書留で郵送
※受検申請書は問い合わせ先に請求して
ください。
受4月6日（月）～17日（金）消印有効
問〒261-0026　千葉市美浜区幕張西
4-1-10　千葉県職業能力開発協会
 043-296-1150
千葉県職業能力開発協会　 検索

任期付職員（農業事務所など）
　県農業事務所や家畜保健衛生所などで
任期付職員として勤務を希望する方の登
録を募集しています。
　登録後に職員が育児休業などを取得す
ることにより、代替職員が必要となった
場合に、面接を実施します。
募集職種　普及指導員（農業）、農業土木、
獣医師、林業
申申込書、履歴書などを郵送または持参
（持参の場合平日9時～17時）
※応募資格など、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〒260-8667（住所記載不要）
県農林水産政策課 043-223-2899
千葉県農林水産部　任期付職員　 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3月下旬か
ら配布します。
受4月1日（水）～15日（水）消印有効
問〒260-0016千葉市中央区栄

さかえ

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

県立千葉大
おお

宮
みや

高校通信制の課程
四期入学者選抜
対中学校を卒業した方
日4月8日（水）
内面接および作文
申願書などを持参または郵送
※願書は問い合わせ先または県教育庁学
習指導課などで4月1日（水）から配布します。
受4月2日（木）9時～16時30分・3日（金）
9時～16時（郵送の場合は3日16時まで
（必着））
問〒264-0016千葉市若

わか

葉
ば

区大宮町2699-1 
県立千葉大宮高校
 043-264-1981
令和2年度入学者選抜　千葉県　 検索

県民無料講演会：千葉ジェッツの奇跡
－地域を巻き込む千葉ジェッツの復活劇－
　船

ふな

橋
ばし

市を拠点に活動
するバスケットボール
チームの千葉ジェッツ
（B
ビー

.L
リ ー グ

EAGUE所属）。その
成長と強さに迫ります！
日4月5日（日）14時30
分～16時30分（14時
受付開始）
会ペリエホール（JR千
葉駅直結・ペリエ千葉
7階）
内講師：島

しま

田
だ

慎
しん

二
じ

さん
（（株）千葉ジェッツふなばし会長）
定300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
受3月27日（金）まで
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会
043-222-5795 043-222-9528

千葉県不動産鑑定士協会　 検索

不動産に関する無料相談会
　不動産鑑定士による不動産の価格や賃
料などの相談会を開催します。
日会 ▼4月8日（水）市川市役所仮本庁舎
4階（JR総武線、都営新宿線本

もと

八
や

幡
わた

駅から
徒歩15分） ▼9日（木）松

まつ

戸
ど

商工会議所4階
（JR常磐線、新京成線松戸駅から徒歩8分）

▼24日（金）千葉市役所1階（千葉モノレー
ル市役所前駅から徒歩1分） 各10時～16時
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会
 043-222-5795

4月2日は「世界自閉症啓発デー」
　この機会に自閉症をはじめとした発達
障害について理解を深めましょう。
●自閉症とは
　生まれつきの脳機能障害で、症状の程
度はさまざまです。
●こんなことで困っています
・自分の考えをうまく伝えることが難しい。
・聴覚や知覚が過敏で、大きな音や、にお
い、急に触れられることが苦手。
・予定外のことが起こると不安になる。
・一度にたくさんのことを言われると困っ
てしまう。
●自閉症の方に接するときは
・正面からゆっくり短い言葉で話し掛け
ましょう。
・メモや絵・図を活用しましょう。
・「はい」「いいえ」で答えられるよう、具
体的に質問しましょう。
＜世界自閉症啓発デー inちば＞
日4月4日（土）10時30分～16時
会千葉市生涯学習センター（JR千葉駅か
ら徒歩8分）
内自閉症とその支援についての寸劇、自
閉症の方などによる演奏、ダンスなど
＜千葉ポートタワーライトアップ＞
　自閉症啓発活動シンボルカラーのブル
ーにライトアップします。
日4月2日（木）～8日（水）18時～21時
問県発達障害者支援センター
 043-227-8557

上映会「ニュータウンの造成」
　海浜・成田・千葉のニュータウンの造
成の様子が記録された貴重な映像を上映
します。
日3月14日（土）13時30分～15時（13時
受付開始）
定100人（当日先着順）
問会県文書館（JR外房線・内房線本千葉
駅または京成千葉中央駅から各徒歩
10分） 043-227-7556
千葉県文書館　 検索

島田慎二さん

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。

【中止】

【中止】

【中止】


