
ちば県民だより7 令和2年［2020年］4月5日（日曜日） ●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

危険物取扱者試験（第1回）
日会 ▼6月14日（日）日本大学実

み

籾
もみ

校舎
（習

なら

志
し

野
の

市）、千葉科学大学（銚
ちょう

子
し

市）、国際
武道大学（勝

かつ

浦
うら

市）、県立館
たて

山
やま

総合高等学
校（館山市）、21日（日）清

せい

和
わ

大学・木
き

更
さら

津
づ

総合高等学校（木更津市）
各日9時30分集合、10時開始
申電子申請または持参・郵送
試験種・受験料　甲種：6,600円、乙種：
4,600円、丙種：3,700円
受電子：4月17日（金）17時まで、
書面：4月20日（月）まで
※書面を持参する場合は平日9時30分～
16時（祝日を除く）。郵送の場合は特定
記録郵便で送付、消印有効
※日程や会場は変更する場合があります
のでホームページをご覧ください。
問〒260-0843千葉市中央区末広2-14-1
（一財）消防試験研究センター
千葉県支部（書面申請） 043-268-0381
電子申請室（電子申請） 0570-07-1000
危険物取扱者試験　千葉　 検索

公立学校教員採用候補者選考
　県内の公立小学校・中学校・義務教育
学校・高等学校・特別支援学校の教員に
なりたい方を募集します。
対昭和36年4月2日以降に
生まれ、教育職員免許状を
有する方または令和3年3
月31日までに取得見込みの方
日第1次選考日 7月12日（日）
申ホームページから電子申請または簡易
書留で郵送
※要項はホームページからダウンロード、
または問い合わせ先に請求
受電子：5月12日（火）17時まで
郵送：5月12日（火）まで（消印有効）
※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〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁教職員課 043-223-4044
公立学校教員採用選考　千葉県　 検索

高等学校卒業程度認定試験
　合格者は大学などの
受験資格が得られ、就職
や資格試験などに活用
できます。
対令和3年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日8月12日（水）、13日（木）
会千葉大学 西千葉キャンパス（JR総武線
西千葉駅から徒歩5分）
申必要書類を専用の封筒に入れて簡易書
留で郵送
※願書は県教育庁生涯学習課、県内8カ所
の地域若者サポートステーションで4月
6日（月）から配布します。
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4月6日（月）～5月12日（火）消印有効
問県教育庁生涯学習課（願書配布）

043-223-4072
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）
高等学校卒業程度認定試験　 検索

千葉県奨学生
　経済的な理由で修学が困難な方に、
無利子で学費を貸し付けます。
対保護者が県内に居住する高校生など
申在籍する学校へ必要書類を提出
受4月中（学校により異なります）
初回貸付月　6月以降（予定）
貸付期間　正規の修学期間
貸付月額 ▼公立：1万円・2万円から
選択 ▼私立：1万円・2万円・3万円から
選択（自宅外通学の場合各5,000円増）
※卒業後、一定の収入を得るまで、返還を
猶予できる制度があります（免除ではあ
りません）。
※詳しくは在籍する学校にお問い合わせ
ください。
問県教育庁財務課 043-223-4027

酪農のさと 白牛の名前
　日本酪農発祥の地にある「千葉県酪農
のさと」では珍しい「白牛」を飼育してい
ます。このたび、オーストラリアから新たに
迎え入れた雌

めす

2頭の名前を募集します。
申応募用紙をホームページからダウン
ロードして郵送、ファ
クスまたはEメール
受5月6日（水・振休）
まで（消印有効）
問〒299-2507 　　
南房総市大井686 千葉県酪農のさと
0470-46-8181 0470-46-8182 
info@e-makiba.jp

酪農のさと　 検索

千葉交響楽団第107回定期演奏会
「新しい響きの饗

きよう

宴
えん

」
　サクソフォンの第一
人者須

す

川
がわ

展
のぶ

也
や

さんをソ
リストに迎え、魅力溢
れる響きをたっぷりとご
堪能いただけます。「展
覧会の絵」では絢

けん

爛
らん

豪
ごう

華
か

なオーケストラのサウ
ンドをどうぞお楽しみください。
日5月23日（土）14時開演（13時15分開
場、13時45分～指揮者プレトーク）
会習
なら

志
し

野
の

文化ホール（JR総武線津
つ

田
だ

沼
ぬま

駅
から徒歩4分）
曲目　ドビュッシー／牧神の午後への前
奏曲、アルト・サクソフォンと管弦楽の
ためのラプソディ、ファジル・サイ／ア
ルト・サクソフォンと管弦楽のためのバ
ラード作品67、ムソルグスキー=ラヴェ
ル／組曲「展覧会の絵」
料S席：4,000円、A席：3,000円、B席：
2,000円（全席指定）
問千葉交響楽団事務局 043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

かずさの国  凧
たこ

あげフェスタ2020
　県内に伝わる節句の大凧あげ。大空を
舞う凧をみんなで
楽しみましょう。
日5月4日（月・祝）
10時～15時
※荒天や風の状況などにより中断、順延
（6日（水・振休））、中止とする場合があり
ます。
会袖

そで

ケ
が

浦
うら

海浜公園（袖ケ浦市南
みなみ

袖
そで

36-1）
内 ▼午前：大凧あげ（袖

そで

凧、唐
とう

人
じん

凧、角
かく

凧

などの競演） ▼午後：こども凧あげ体験
問かずさの国凧あげフェスタ実行委員会
事務局（県教育庁文化財課）

043-223-4082
または袖ケ浦市郷土博物館

0438-63-0811

ジェネリック医薬品を使いませんか
　ジェネリック医薬品
（後発医薬品）は、新薬
（先発医薬品）の特許が
切れた後に販売される
医薬品です。
　国の厳しい審査を受け、効き目や安全
性は新薬と同等です。
　ジェネリック医薬品の使用にご協力を
お願いします。
　まずは、かかりつけの医師や薬剤師に
ご相談ください。
【ジェネリック医薬品のメリット】
●医薬品の開発費を抑えられるので低価
格です。患者さんの窓口負担が少なくな
ります。
●国全体の医療費の効率化につながりま
す。その医療費は新しい医療技術や新薬
に向けることが可能となります。
●医療保険制度を維持し、次の世代に引
き継ぐことに貢献できます。
問県薬務課 043-223-2619

長期間使用しない浄化槽の
休止届を受け付けています
　浄化槽管理者には、浄化槽法により3
つの義務（保守点検・清掃・水質検査の
受検）が課せられていますが、長期間（お
おむね1年以上）にわたり使用予定のな
い浄化槽については、「浄化槽使用休止届
出書」の提出により、この義務が免除され
ることとなりました。　
　なお、清掃（くみ取りと水張り）を済ま
せていない浄化槽の休止届は受理できま
せんのでご注意ください。
※使用再開時には、事前に保守点検業者
にご相談いただくとともに、必ず「浄化槽
使用再開届出書」を提出してください。
※使用を廃止する場合（下水道への接続
による撤去など）は、「浄化槽使用廃止届
出書」を提出してください。
受県各地域振興事務所（千葉市・船

ふな

橋
ばし

市・
柏
かしわ

市の方は各市浄化槽担当課、市原市の
方は県水質保全課）
問県水質保全課 043-223-3813
浄化槽の適正管理　千葉県　 検索

白牛

須川展也さん

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
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いじめ防止啓発強化月間
　4月は「いじめ防止啓発強化月間」で
す。入学、進級、クラス替えなどで、子ど
もたちの人間関係が大きく変わるこの時
期は、ストレスが高まったり、情緒が不安
定になったりするなど、いじめなどが発
生しやすくなります。家庭、学校はもち
ろん、県民全体で「いじめの防止」に取り
組む意識を高めていきましょう。
●学校以外の主な相談窓口

▼ 24時間子供SOSダイヤル
 70120-0-78310（ナヤミイオウ）

▼千葉県子どもと親のサポートセンター
 70120-415-446

▼子どもの人権110番（千葉地方法務局内）
 70120-007-110

▼ヤング・テレホン（千葉県警察少年セン
ター） 70120-783-497（ナヤミヨクナル）

▼千葉いのちの電話 043-227-3900
問県教育庁児童生徒課

043-223-4054

女性の再就職を強力サポート！
「女性チャレンジ応援事業」
　再就職やキャリアアップを
目指す女性向けの就労支援
プログラムです。経験豊かな
相談員があなたと一緒に支援
メニューを作成し、再就職まで支援します。
日月～金曜日9時～17時、第1・3・5土
曜日10時～17時（16時30分最終受付）
休第2・4土曜日、日曜日、祝日、年末年始
問県ジョブサポートセンター（JR千葉駅
から徒歩5分） 043-245-9420
ジョブサポ　千葉県　 検索

千葉県労働相談センター
　賃金不払い・解雇や、職場の人間関係
などに伴うメンタルヘルスの悩みなど労
働問題全般について、問題解決に向けた
具体的なアドバイスを無料で行います。
秘密は厳守します。
日 ▼ 一般労働相談：月～金曜日（祝日
を除く）9時～17時（面談または電話相
談）、17時～20時（原則電話相談。面談
は要予約で月1回）

▼弁護士との面談による相談：原則毎月
第1・3金曜日13時～15時※要予約

▼働く人のメンタルヘルス特別労働相
談：原則毎月第4水曜日17時30分～19
時30分（面談または電話相談）※要予約
問県労働相談センター 043-223-2744
千葉県労働相談センター　 検索

令和2年度戦跡慰霊巡拝
　戦没者の遺族の方を対象に、旧戦域（旧
ソ連、南方諸地域（フィリピン）、硫

い

黄
おう

島
とう

な
ど）への慰霊巡拝が厚生労働省の主催で
行われます。
　地域や日程、申し込み方法など詳しく
はお問い合わせください。
問県健康福祉指導課 043-223-2337

ちば中小企業次世代承継推進事業
　後継者の不在などで
お困りの中小企業経営
者の皆さん向けに、
中小企業診断士など
の専門家がお話を伺い
ながら、事業承継に向
けた課題と対策をアドバイスします。
　この機会に後継者候補ともお話しして
みませんか。
※各商工会議所または商工会で出張相談
会も随時開催しています。
　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。
問事業承継支援ネットワークちば事務局
（千葉県事業引継ぎ支援センター）

043-445-8205
千葉県事業承継相談　 検索

ポリ塩化ビフェニル（P
ピーシービー

CB）
廃棄物の適正処理
　PCBは絶縁性や不燃性などの特性か
らさまざまな電気機器に広く利用されて
きましたが、発がん性などのおそれから
製造が中止され、PCBを含む廃棄物につ
いては特別な保管と処分が義務付けられ
ています。
　製造年度が古い変圧器・コンデンサー
や、昭和52年3月以前に建築された事業
用建物に設置されている照明器具の安定
器などには、PCBが使われている可能性
がありますのでご確認ください。
　また、既にPCBを含む使用済の機器を
保管している方は、PCB特別措置法に基
づき、毎年6月末までに届け出をする必
要がありますので、期日までに提出して
ください。
届出方法　様式をホームページからダウ
ンロードし、必要事項を書いて持参また
は郵送
問〒260-8667（住所記載不要）
県廃棄物指導課 043-223-4344
※PCBを含む機器が千葉市・船

ふな

橋
ばし

市・
柏
かしわ

市に所在する場合は、各市役所廃棄物
担当課へお問い合わせ・ご提出ください。
PCB　千葉県　 検索

フロン排出抑制法の改正により
関係者への規制が強化されます
　店舗用エアコンや
冷凍冷蔵ショーケー
スなどの業務用の冷
凍空調機器に冷媒と
して使用されている
フロン類は、オゾン
層の破壊や地球温暖化に深刻な影響を
もたらすことから、大気中への放出を抑
制するため適正な管理が求められてい
ます。
　機器の廃棄時にフロン類の回収率を向
上させるため、以下の関係者に対する規
制が強化されました。
●機器管理者
　機器を廃棄する際にフロン類の回収を
行わない違反に対する直接罰の導入など
●建設・解体業者
　機器の有無の確認記録の3年間保存を
義務付け
●廃棄物・リサイクル業者
　フロン類の回収が確認できない機器の
引き取り禁止など
※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。
問県廃棄物指導課 043-223-4658
千葉県　フロン排出抑制法　 検索

救急病院に行くか迷ったら…
●夜間や休日に救急病院に行くか、救急
車を呼ぶか、迷ったらお
電話ください。看護師
などが対応します。
※令和2年度から救急
安心電話相談の受付時
間を延長しました。

▼ 救急安心電話相談
（15歳以上）
 短縮ダイヤル#7009
受付時間　平日・土曜日18時～翌朝6時、
日曜日・祝日9時～翌朝6時

▼こども急病電話相談（15歳未満）
 短縮ダイヤル#8000
 または 043-242-9939
受付時間　毎日19時～翌朝6時
●医療機関や、夜間休日急患診療所など
の情報はホームページから検索できます。

▼医療機関 ちば医療なび　 検索
※ゴールデンウイーク中の医療機関情報
もご案内しています。

▼夜間休日急患診療所
ちば救急医療ネット　 検索

問県医療整備課
043-223-3879・3886

ゴールデンウイーク中の運転免許業務
　ゴールデンウイーク
中は、大変混雑するこ
とが予想されます。
　また、駐車場には限りがあり、混雑で受
付時間に間に合わないことがありますの
で、公共交通機関をご利用ください。

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

4月28日（火） 通常業務
4月29日（水・祝） 閉庁日
4月30日（木） A 通常業務
5月 1日（金） 通常業務
5月 2日（土） 閉庁日
5月3日（日・祝） B C 閉庁日
5月4日（月・祝）
～6日（水・振休） 閉庁日

5月 7日（木） 通常業務

Ａ：通常業務（技能試験、取消処分者講
習、違反者講習、停止処分者講習などの試
験コースを使用する業務を除く）
Ｂ：有効期限内の更新手続きと記載事項
変更届、自主返納、運転経歴証明書の受付
Ｃ：有効期限内の更新手続き（優良運転
者講習および高齢者講習受講済みの方に
限る）、記載事項変更届、自主返納、運転経
歴証明書の受付
問千葉運転免許センター

043-274-2000
流山運転免許センター

04-7147-2000

敷金返金時のトラブルにご注意
　賃貸住宅を退去
する際に、高額な
原状回復費用とし
て敷金が返金され
ないなどの相談が寄せられています。
　賃貸住宅の原状回復とは、入居時の
状態に戻すということではありません。
経年劣化および通常損

そん

耗
もう

の原状回復費用
は、一般的に家主が負担すべきものと考
えられています。
　退去時には、できるだけ両者で立ち会
いをして、請求の内訳をよく確かめま
しょう。
　また、契約時には契約書の特約事項・
重要事項説明書を確認し、入居時に傷や
汚れなどの写真を撮っておくことが、
トラブル防止に役立ちます。
　お困りの場合はご相談ください。
問局番なし 1

いや や

88（最寄りの消費生活
相談窓口につながります）
お住まいの市町村の消費生活相談窓口
または県消費者センター

047-434-0999


