
　4月7日に緊急事態宣言が出されてから約1カ月がたちます。
　県民の皆さまには、外出自粛や施設・店舗の休業、学校の休校など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、大変なご協力をいただき、
本当にありがとうございます。また、新型コロナウイルスとの戦いの最前線で昼夜を問わず働いている、医療関係者をはじめ、新型コロナウイ
ルス対策に従事する全ての皆さまに深く感謝を申し上げますとともに、心からの敬意を表します。
　自粛や我慢がいつまで続くのか不安な日々をお過ごしの方も多いかと思います。しかし、この困難に打ち勝つには、やはり、皆さま一人一人
の行動が一番の原動力となります。改めて、不要不急の外出や、人混み、風通しの悪い屋内での集まりは避け、手洗い、うがい、咳エチケットを徹
底しましょう。発熱など、体調に異変を感じたら外出を控え、自宅で療養し、体調不良が続く場合などには電話相談窓口に相談をお寄せください。
　県におきましても、引き続き、関係機関と連携し、医療体制の整備や経済への影響緩和、支援体制の充実などに全力で取り組んでまいります。
　私たち一人一人の行動が、自分を、そして、大切な人を守ることにつながります。
　千葉県一丸となって、この困難を乗り越えていきましょう!

　不要不急の外出や、旅行など県外への移動は
極力避けるようにお願いします。
　高齢者や持病のある方は、人の多い場所を避け
るなど、より一層注意してください。
　特に、「換気の悪い密閉空間」、「多数が集まる
密集場所」、「間近で会話や発声をする密接場所」の
3つの条件がそろう場所は集団感染（クラスター感染）のリスクが高いため、
十分注意しましょう。

　新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことに伴い、イベントや観光に関する記事を
自粛し、紙面を減らしてお届けします。

千葉県知事

新型コロナウイルス感染症 特集

外出の自粛をお願いします

発熱などの体調不良があるときは、外出を控え自宅でゆっくり療養しましょう。
医療機関を受診すべきか迷ったときは、以下を参考にしてください。

正しいマスクの着用

　電車や職場、学校など人が集まるところでは次のような
咳エチケットを心掛けましょう。

○マスクを着用する（口・鼻を覆う）
○マスクが無いときは、ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う
○とっさのときは、袖で口・鼻を覆う
╳何もせずに咳やくしゃみをする
╳咳やくしゃみを手で押さえる

3つの咳エチケット

　感染症の予防には、手洗いをしっかり行うことが効果的です。
　外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに、小まめにせっけん
で手を洗いましょう。また、感染を広めないために正しくマスクを着用し、
「咳エチケット」を心掛けましょう。

手洗い・咳エチケットで感染予防

①流水でよく手をぬらした後、せっけんを付け
　手のひらをよくこすります。
②手の甲を包むようにこすります。
③指先・爪の間を念入りにこすります。
④指の間を洗います。
⑤親指の回りを手のひらでねじり洗いします。
⑥手首も忘れずに洗います。

　せっけんで洗い終わったら、十分に水で
流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく
拭き取って乾かします。

爪は短く切っておきましょう。
時計や指輪は外しておきましょう。正しい手の洗い方

感染したかも？と思ったら

手洗いの前に

風邪の症状や
37.5度以上の発熱がある

電話相談窓口
（コールセンター）

0570（200）613
24時間対応（土・日曜日、祝日を含む）

強いだるさ（倦怠感）や
息苦しさ（呼吸困難）がある

専門の外来
（帰国者・接触者外来）を受診

自宅療養またはかかりつけ医などに
電話で相談・受診

（動画）
感染防止の
ための正しい
手洗い

4日以上
続いたら相談

高齢者、妊婦、
基礎疾患のある方は
２日程度続いたら相談

すぐに相談

けん たい

感染が疑われる場合 そうでない場合

①口と鼻の両方を確実に覆う
②ゴムひもを耳にかける
③隙間がないよう鼻まで覆う

おお

◆掲載の情報は令和2年4月21日（火）時点のものです。最新の情報は各問い合わせ先にご確認ください。
新型コロナウイルスに関する質問に、
AIチャットボットが24時間、多言語※で回答します。
※日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語

新型コロナウイルスに関する最新情報は、
県ホームページなどをご覧ください。 厚労省  コロナ 検索
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https://www.pref.chiba.lg.jp/

毎月5日発行（1月のみ1日発行）

通算
第506号

スマートフォンアプリ「マチイロ」で
「ちば県民だより」が見られます

5

「ちば県民だより」は、新聞折り込みのほか、県庁、地域振興事務所などの県の施設、市町村役場、一部の郵便局・金融機関・コンビニエンスストア・スーパー・デパートなどで入手できます。

※相談するときの目安が変更されていますのでご注意ください。
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健康づくりで健康づくりで
感染予防！感染予防！
普段から健康管理を

適度な湿度を保つ

　感染症の予防には、普段から
の健康管理も重要です。
　十分な睡眠とバランスの良い
食事、適度な運動を心掛け、免疫
力を高めておきましょう。

　空気が乾燥すると、喉の粘膜機
能が低下します。乾燥しやすい
室内では加湿器などを使って、適
切な湿度（50％程度）を保ちま
しょう。

Q  新型コロナウイルス感染症
は、どのような病気ですか。

A  ウイルス性の風邪の一種で
す。発熱や喉の痛み、咳が
長引くこと（1週間前後）が
多く、強いだるさ（倦

けん

怠
たい

感）を訴える方が多いこ
とが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は
1日から12.5日（多くは5日から6日）といわれ
ています。

Q  新型コロナウイルス感染症は、どのように感染
しますか。

A  現時点では、飛
ひ

沫
まつ

感染と接触感染の2つが考え
られます。

（1）飛沫感染
　感染者のくしゃみや咳、
唾などの飛沫と一緒にウ
イルスが放出され、別の
人がそのウイルスを口や
鼻などから吸い込み感染
します。

（2）接触感染
　感染者がくしゃみや咳
を手で押さえた後、その
手で触れた周りのもの
（電車やバスのつり革、ド
アノブ、スイッチなど）に
ウイルスが付きます。それに触った別の人の手
にウイルスが付着し、その手で口や鼻、目などを
触ることで、粘膜から感染します。

Q  集団感染（クラスター感染）を防ぐためにはどう
したらよいですか。

A  クラスターと呼ばれる小規模な集団で感染が広
がる条件は、「換気が悪い」「人が密集している」
「互いに手を伸ばしたら届く近距離で会話など
を行う」場所とされていますので、そのような場
所を避けることが感染拡大防止につながります。

　家族が感染したかもしれないと思ったら、本人はもちろん、家族や同居されて
いる方も外出を控えてください。また、咳や発熱などの症状がなくても熱を測る
など健康観察をし、以下の8点に注意して過ごしましょう。

新型コロナウイルス Q&A

　食事や寝るときも別室にしてください。部
屋を分けられない場合は、
少なくとも2㍍以上の距離
を保つ、仕切りやカーテン
などを設置する、寝るとき
は頭の位置を互い違いにす
るなどしてください。

部屋を分けましょう1

　使用したマスクは他の部屋に持ち出さない
でください。マスクの表面には触れないよう、
ゴムやひもをつまんで外します。外した後は
必ずせっけんで手を洗って
ください。マスクがないとき
に咳やくしゃみをする場合、
ティッシュなどで口と鼻を
覆いましょう。

マスクを付けましょう3

　体液で汚れた衣服などを
取り扱うときは、手袋とマ
スクを付け、一般的な家庭
用洗剤で洗濯し完全に乾か
してください。
※排せつ物からウイルスが
検出されることがあります。

汚れた衣服などを洗濯しましょう7

　部屋は定期的に換気してください。共有ス
ペースや他の
部屋も窓を開
けましょう。

換気をしましょう5

　小まめにせっけんで
手を洗い、うがいをしま
しょう。アルコール消毒
をしましょう。また、洗って
いない手で口や鼻、目
などを触らないように
してください。

小まめに手洗い・
うがいをしましょう

4

　鼻をかんだティッシュなどはすぐにビニー
ル袋に入れ、室外に
出すときは密閉して
捨ててください。そ
の後すぐにせっけん
で手を洗いましょう。

ごみは密閉して捨てましょう8

　ドアノブなどの共有部分は薄めた市販の家
庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）※

で拭いた後、水拭きしてください。
※ 濃度が0.05㌫になるように調整。製品の濃度が6㌫の場
合、500㍉㍑の水にペットボトルキャップ1杯。
　タオルや衣類、食器類は普段どお
り洗ってください。洗う前の物（特に
タオルなど）は共有しないでください。

手で触れる共有部分を消毒しましょう6

　心臓、肺、腎臓に持病
がある方、糖尿病の方、
免疫力の低下した方、
妊娠している方などが
看病することは避けて
ください。

できるだけ限られた方が
看病しましょう

2

。

肩
ス
ト
レ
ッ
チ

手軽に運動＋10手軽に運動＋10（プラステン）（プラステン）
　外出自粛で、室内で過ごすことが多くなり「動かない」
状態が続くことで身体機能の低下が心配されます。
　手軽な運動を取り入れ、今より10分多く体を動かし
ましょう。

◆まずは朝と昼に5分ずつ始めてみましょう
　〈朝に5分〉  ラジオ体操第1（3分）と片足立ち（左右

各1分）
　〈昼に5分〉  片足立ち（左右各1分）→ヒールレイズ

（1分）→肩ストレッチ（左右各30秒）→
肘回し（内外回し各30秒）

❶ 立った状態で両足のかか
とを上げて、ゆっくりかか
とを下ろします。

※ かかとを上げ過ぎると転
びやすくなるので注意し
ましょう。
※ 転倒しないよう、必ずつか
まるものがある場所で行
いましょう。

❶ 片方の手を反対側に伸ばし、もう
片方の手で肘を抱えながら引き
つけます。
❷ 肩から二の腕にかけて伸びてい
るところで30秒保持します。

❶ 右手は右肩へ、左手は左肩へ、肘
を曲げて軽く触れます。
❷ 肘で円を描くように大きく動かし、
ゆっくりと10回まわします。
❸反対回しで10回行います。

監修：（一社）千葉県理学療法士会※自分のペースに合わせ、決して無理はしないでください。
　ホームページでは、このほかにも腰痛・膝痛予防の運動や、「ゆめみるチーバくん」のBGMにのせた運動などを紹介
しています。　千葉県　プラステン　 検索 問い合わせ　県健康づくり支援課　 043（223）2405

ヒールレイズ 肘
回
し15回（1分）

30秒 10回×2（内外）30秒×2（左右）

◆下肢筋力アップ◆下肢筋力アップ ◆肩こり・肩痛予防◆肩こり・肩痛予防

家族が感染？家族が感染？

家庭家庭でで注意注意することすること88つつ
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　業者から「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政からの委託で住宅
の消毒に回っている」と電話があった。断ったが、翌日も同じ業者から電話が
あり、「感染防止のパンフレットを持参したい」と言って訪問しようとしてくる。

事
例
1

　自宅に、「新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる。マイナン
バーが必要。これから自宅に行く」という電話があった。

事
例
2

事業を休業したとき

●小学校休業等対応助成金・支援金
　小学校などの臨時休業などにより、子どもの世話を行う労働者に有給の休暇を取得
させた事業主に賃金相当額を助成します。また、契約した仕事ができなくなった個人
で仕事をする保護者に支援金を支給します。
問学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター　70120（60）3999

生活資金などに困ったとき

●特別定額給付金（仮称）
　家計への支援を行うため、住民基本台帳に記録されている者（令和2年4月27日時
点）全員に、1人当たり10万円を支給します。
問コールセンター　 03（5638）5855

●生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費））
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、当面の生活費が必要
な方に、貸付上限額の引き上げや償還期限の延長など、特例措置を設けて貸し付けます。
問お住まいの市町村の社会福祉協議会

●住居確保給付金
　給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由や都合によらないで減少し、離
職や廃業と同程度の状況にある方について、住居を失う恐れが生じている場合、求職
活動などを要件として、住居確保のための給付金を支給します。
問お住まいの市町村の自立相談支援機関

●母子寡
か

婦
ふ

福祉資金
　母子家庭・父子家庭または寡婦の方に各種資金を無利子または低利で貸し付けます。
問お住まいの市町村

● 労働者福祉資金融資制度（中小企業労働者生活安定資金・離職者生
活安定資金）

　中小企業の労働者または失業した労働者の生活の安定のため、療養費など臨時の出
費または生活費を貸し付けます。
問中央労働金庫各店舗、  県雇用労働課　 043（223）2743

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響により、最近の売り上げが一定程度減少している
事業者に、運転資金などを低利、長期の返済期間で融資します。
問日本政策金融公庫　千葉支店〈中小企業事業〉　 043（243）7121
　　　　　　　　　　　　　〈国民生活事業〉　 043（241）0078

●持続化給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大幅に減少した事業主に、
最大で法人200万円、個人事業者100万円を支給します。
問中小企業 金融・給付金相談窓口　 0570-783183

中小企業・個人事業主などへの支援

●中小企業への給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月と比較して50％以上
減少した県内に本社を有する中小企業（個人事業主含む）に最大30万円を支給します。
（賃借している事業所がない場合は10万円、1事業所を賃借している場合は20万円、複
数事業所を賃借している場合は30万円支給します。）
問県経済政策課　 043（223）2703

●セーフティネット資金
　経営の安定に支障を生じている中小企業者・小規模事業者の資金繰りを支援する
ため、運転資金などを低利で融資します。
問〈金融相談〉県経営支援課　 043（223）2707
〈経営相談〉（公財）千葉県産業振興センター　 043（299）2907

●テレワーク導入に関する相談窓口
　企業の在宅勤務などテレワーク導入についての相談や、助成金申請手続きを実施し
ています。問テレワーク相談センター　70120（91）6479

●雇用調整助成金の特例措置
　事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な休業を行い、
雇用の維持を図った場合、休業手当などの一部を助成します。支給要件の緩和や、助
成率の引き上げなどの特例措置を実施しています。
問千葉労働局　 043（221）4393

仕事を休んだとき

●傷病手当金
　業務災害以外の病気やケガの療養のため、4日以上仕事を休んだ方に傷病手当金が支
給される場合があります。（新型コロナウイルス感染症の場合、国民健康保険なども含む）
問加入している健康保険の保険者

農林漁業者への支援

●農林漁業セーフティネット資金、農業・漁業近代化資金
　新型コロナウイルス感染症の影響で経営の維持が困難な農林漁業者に、一時的な影
響に緊急的に対応する長期運転資金や経営改善のための資金を融資します。その他の
融資も含め、貸付当初5年間実質無利子化などの支援策もあります。
問〈農林漁業セーフティネット資金〉日本政策金融公庫千葉支店　 043（238）8501
　〈農業・漁業近代化資金〉 県各農業事務所・水産事務所

県団体指導課　 043（223）3075

●新卒者内定取消等特別相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の影響などによる内定の取り消しや入職時期の繰り下げに
関する相談窓口を新卒応援ハローワークに開設しています。（ハローワークの新卒コー
ナーでも対応可能です。）
問新卒応援ハローワーク、最寄りのハローワーク

●特別労働相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の影響による労働問題について相談窓口を開設しています。
問千葉労働局総合労働相談コーナー　 043（221）2303

労働問題について相談したいとき

税金・公共料金の支払い猶予など

●国税、地方税の猶予
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などの収入に相当の減少があり、一
時に納税が困難な方については、申請により、1年間、国税または地方税の納税を猶予
する特例制度があります。（無担保・延滞金なし）
問〈国税〉管轄の税務署　　〈県税〉各県税事務所　　〈市町村税〉市町村
〈管轄の県税事務所が分からないとき〉県税務課　 043（223）2127

● 厚生年金、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険
の保険料の猶予

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは、厚生年金、国民
年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料の減免または徴収
の猶予が認められることがあります。問最寄りの年金事務所、  お住まいの市町村

● 電気、ガス、上下水道、携帯電話、固定電話、
インターネットサービス利用料の支払い猶予

　料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その状況に配慮し、料金の支払い
猶予について柔軟に対応するよう各事業者に要請しました。
問契約している各事業者など

● 運転免許証の更新期限延長　→4面「県民ひろば」をご覧ください。

各種支援策 令和2年4月21日（火）時点の情報です。最新の情報は各問い合わせ先にご確認ください。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！
　新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が、全国
の消費生活センターなどに寄せられています。行政機関をかたる
者や、「行政から委託された」という業者からの電話や訪問、心当た
りのない送信元からのメール・SMS（ショートメッセージ）など、
「怪しい」「おかしい」と思ったら対応しないようにしましょう。
　高額な商品の購入やサービスの利用を勧誘されたり、個人
情報やクレジットカード情報を詐取されたりするなどの被害に
遭う恐れもあります。困ったときや被害に遭ったときは早めに
ご相談ください。
●消費者ホットライン　局番なし　 1

い

8
や

8
や

（10時～16時）
●千葉県消費者センター相談専用電話
047（434）0999（月～金曜日 9時～16時30分、土曜日 
9時～16時 ※祝日・年末年始除く）

問い合わせ　県くらし安全推進課
　　　　　　 043（223）2293

●相談事例 ※出典：（独）国民生活センターホームページを参照して作成

マスクなど 身に覚えのない商品が届いたら？
　万が一、受け取り拒否できなかったら、事業者に慌てて連絡せず、使用しないまま
保管しましょう。14日間たったら自由に処分できます。（政府が1住所当たり2枚
配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。）



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。


