
4ちば県民だより 令和2年［2020年］5月5日（火曜日）●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更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

県職員採用試験
　県庁や県の出先機関などに勤務する職
員の採用試験を行います。
対●上級試験（主な受験資格）【一般行
政A】平成2年4月2日から平成11年4月1
日までに生まれた方、【一般行政B】昭和
60年4月2日から平成8年4月1日までに
生まれた方、【上記以外の職種】昭和60年
4月2日から平成11年4月1日までに生ま
れた方
●資格免許職試験（主な受験資格）【獣医
師・薬剤師・保健師・管理栄養士】昭和
60年4月2日以降に生まれた方で、該当
の資格などを取得または取得見込みの方
日第1次試験 6月28日（日）
受5月19日（火）～6月2日（火）
※今年度募集する職種は、5月中旬以降
にホームページなどをご確認ください。
なお、募集する人数や受験資格など、詳し
くは受験案内などをご確認ください。
※受験案内は、5月19日（火）からホーム
ページよりダウンロードが可能です。
※一般行政職は、点字・拡大文字による
受験ができます。詳しくはお問い合わせ
ください。
※ツイッターでも情報を発信してい
ます。ユーザー名「@Chibaken_saiyou」
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況
などにより、緊急のお知らせがある場合
は、ホームページおよびツイッターでお知
らせします。
問県人事委員会事務局任用課

043-223-3717
職員採用　千葉県　 検索

千葉県介護支援専門員実務研修受講試験
対医療・保健・福祉分野の有資格者など
で、原則5年以上かつ900日
以上の実務経験のある方
日10月11日（日）
会県内大学など
申申込書などを簡易書留で郵送
※試験案内および申込書は、5月19日
（火）から6月30日（火）まで、県・市町村
社会福祉協議会や各市町村介護保険担当
課、千葉県福祉人材センター、各健康福祉
センター（保健所）、県高齢者福祉課で配
布します。
受5月19日（火）～6月30日（火）消印有効
問〒260-8508千葉市中央区千葉港4-3
（社福）千葉県社会福祉協議会

043-204-1610
千葉県社協　 検索

危険物取扱者保安講習
対危険物取扱者免状を持ち、危険物取扱
作業に従事している方
日会①7月6日（月）館

たて

山
やま

市コミュニティ
センター②7月7日（火）、15日（水）千葉市

文化センター③7月10日（金）千葉県福祉
ふれあいプラザ（我

あ

孫
び

子
こ

市）
定①150人②各400人③500人
料4,700円
申申請書を持参または簡易書留で郵送
※申請書は、4月下旬から、（一社）千葉県
危険物安全協会連合会、千葉県内各消防
（局）本部内の危険物安全協会、県消防課
で配布します。
受5月25日（月）～29日（金）消印有効
問〒260-0843千葉市中央区末広2-14-1 
（一社）千葉県危険物安全協会連合会

043-266-7930
千葉県危険物安全協会連合会　 検索

文書館歴史講演会
日7月22日（水）13時30分～15時30分
内幕末維新の改元と房総について講演
します。
講師：宮

みや

間
ま

純
じゅん

一
いち

さん（中央
大学文学部准教授）
定120人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、返信用宛先を
書いて郵送。Eメール可（1通につき1人
まで）
受5月21日（木）必着
（受講者の決定：6月19日（金））
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7県文書館 043-227-7552
bunshokan4@pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 検索

千葉県債（5・10年債）を発行します
●5年債
償還方法　5年満期一括
償還期日　令和7年5月23日
●10年債
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和12年5月24日
【共通事項】
受付期間　5月14日（木）～20日（水）
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（11月、5月）
利率　5月13日（水）に公表
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6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

自動車税は納期限までに納めましょう
　自動車税の納期限は6月1日（月）です。
5月1日（金）に自動車税事務所から納税
通知書が送付されておりますので、納期
限までに納めましょう。
　金融機関窓口やコンビニエンススト
ア以外にも、インターネットを利用した
クレジットカード納付や、スマートフォ
ンなどで「モバイルレジアプリ」を利用し
て、ご自宅から24時間納付ができます。
　詳しくは、納税通知書に同封のしおり
をご覧ください。なお、納付に関するご
相談は自動車税事務所、各県税事務所で
受け付けています。
問各県税事務所または自動車税事務所

043-243-2721
県税務課 043-223-2117

台風・大雨で被災した住宅の修理工事
を請け負う工務店を紹介します
　令和元年台風第15号・19号および
10月25日の大雨で住宅に被害を受けた
皆さんに、工務店を紹介しています。
●お住まいの住宅の修理を必要とする方
●修理をしたいが工務店が見つからない方
●修理がいつになるか分からない方
　補助金用の見積もり作成にも対応でき
ますので、ご相談ください。
【相談先】（月～土曜日9時～16時）
（一社）全国木造建設事業協会千葉県協会

70120-029-289
問県住宅課 043-223-3255

中小企業に「時間外労働の
上限規制」が適用されています
　4月1日（水）から、中小企業に「時間外
労働の上限規制」が適用されています。
　時間外労働の上限は、原則月45時間、
年360時間です。
　臨時的な特別な事情がある場合でも年
720時間以内、単月100時間未満（休日労
働含む）が限度となります。
　改正法の適用などにより、法違反が認
められた場合は、新型コロナウイルス感
染症による影響にも十分配慮した相談・
支援を行いつつ、事業主に自主的な改善
を促していくこととしています。
問千葉働き方改革推進支援センター

70120-17-4864
働き方改革特設サイト　 検索

そっと悩みを相談してね
～SNS相談＠ちば～
　中学生・高校生にとって身近なL

ラ イ ン

INE
を活用した、相談窓口を開設しています。
　声に出さずに、どこからでも、誰にも知
られずに相談できるので、どんな悩みで
も気軽に相談してください。
対県内の学校へ通う中学生、高校生
※千葉市立学校の中高生は、千葉市が実
施しているSNS相談をご利用ください。
日令和3年3月28日（日）までの毎週水・
日曜日17時～21時（8月27日（木）～9月
5日（土）、令和3年1月7日（木）～9日（土）、
3月25日（木）～27日（土）は毎日開設）
内いじめ、友だちや先生の
こと、成績や進路のこと、
家族のこと など
申右のQRコードから友達
追加
※緊急の場合は、24時間子供SOSダイ
ヤル 70120-0-78310（なやみいおう）
問県教育庁児童生徒課

043-223-4054

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・相談をした人やその内容に関する
秘密は守られます。
【相談先】（24時間365日対応）
児童相談所虐待対応3桁ダイヤル

189（通話料無料）
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

工業統計調査を実施します
　製造業の動向を把握するため、毎年6
月1日現在で工業統計調査を実施してい
ます。
　調査対象の事業所には、調査員証を携
行した調査員や市区町村職員が調査に伺
いますので、ご回答をお願いします。
調査内容　従業者数、製造品出荷額、現金
給与総額、原材料使用額 ほか
問県統計課 043-223-2226

蚊による感染症に注意しましょう
　蚊が発生する時期となりました。
　デング熱・ジカウイルス感染症などの
蚊媒介感染症は、主に感染した人の血を
吸った蚊に刺されることで感染します。
　予防対策として、家の周りをチェック
し、プランターの受け皿などの水を捨て、
小さな水たまりが出来ないように心掛
け、蚊の幼虫（ボウフラ）の発生源をなく
しましょう。
　また、外出するときは、肌の露出をなる
べく避けたり、虫除けスプレーを使用す
るなど、蚊に刺されないように工夫しま
しょう。
　蚊に刺されてから発熱、発疹、頭痛など
が見られた場合は、早めに医療機関を受
診しましょう。
問県疾病対策課 043-223-2691

運転免許証の更新延長手続き
　新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、4月16日（木）から千葉・流

ながれ

山
やま

運転免
許センターおよび県内各警察署などの運
転免許業務を一部停止しています。運転
免許証の更新手続きも停止しています
が、郵送などによる更新期限延長の申請
を受け付けてい
ます。
　申請方法など、
詳しくはお問い
合わせください。
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

千葉・県民音楽祭は中止します
　ちば県民だより4月号4面に掲載した6
月21日（日）開催予定の「千葉・県民音楽
祭～世界に響け！みんなでつくるハーモ
ニー～世界を巡る音楽の旅vol.3」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため今
年度は中止となりました。ご理解くださ
るようお願いいたします。
問県県民生活・文化課

043-223-2408

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。


