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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

高等学校卒業程度認定試験
　大学などの受験資格を
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11月7日（土）、8日（日）
会千葉敬愛短期大学（JR総武本線・成田
線物

もの

井
い

駅から徒歩7分）
申願書を専用封筒に入れ簡易書留で郵送
※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配
布しています。
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9月14日（月）まで（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
第一、第二係（出願・試験）

03-5253-4111（代）
高卒認定試験　千葉県　 検索

中学校卒業程度認定試験
　合格者には、高校の入学資格が与えら
れます。
対病気などやむを得ない事由により、義
務教育諸学校の就学を猶予または免除さ
れた方
日10月22日（木）
会県総合教育センター（JR京葉線海

かい

浜
ひん

幕
まく

張
はり

駅から徒歩15分、総武線幕張駅から徒
歩20分）
申願書などを書留で郵送
※願書は問い合わせ先で配布します。
受9月4日（金）まで（消印有効）
問県教育庁学習指導課（願書配布）

043-223-4056
文部科学省生涯学習推進課認定試験
第一、第二係（出願・試験）

03-5253-4111（代）
中卒認定試験　千葉県　 検索

ふぐ処理師試験・ふぐ処理師認定講習会
●ふぐ処理師試験
対実務経験が3年以上の方
日学科：10月8日（木）、実技：10月17日（土）
申願書を本人が持参
料15,700円（千葉県収入証紙）
受8月25日（火）～27日（木）
●ふぐ処理師認定講習会
対県が認める他の自治体の免許を取得
している方
日10月23日（金）
申願書を本人が持参
受9月23日（水）～25日（金）
※願書は問い合わせ先に請求してください。
問県各健康福祉センター（保健所）または
県衛生指導課 043-223-2642
千葉県　ふぐ処理師試験・認定講習会　 検索

被災宅地危険度判定士養成講習会
　ホームページで講習用の動画を公開し
ます。
対大学などで土木・建築の課程を修め、
卒業後に土木・建築か宅地開発の技術に
一定期間以上の実務経験を有する方など
申申込書をEメールまたは郵送、持参（持
参の場合は土・日曜日、祝日を除く）
※申込書は問い合わせ先で配布。ホーム
ページからダウンロード可
受各月（8月～3月）15日17時まで（消印
有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県都市計画課 043-223-3245
tokei2@mz.pref.chiba.lg.jp

被災宅地危険度判定士　千葉県　 検索

医薬品登録販売者試験
日12月20日（日）
会県内大学など（予定）
申願書を書留で郵送
※願書は8月27日（木）から9月10日（木）
まで、問い合わせ先や県薬務課、県各健康
福祉センター（保健所）、千葉市・船橋市・
柏市の各保健所で配布します。
送付先　〒270-1391印

いん

西
ざい

郵便局  私書
箱七号　千葉県登録販売者試験センター

受8月27日（木）～9月10日（木）消印有効
問千葉県登録販売者試験センター

0476-33-7625
千葉県　医薬品登録販売者試験　 検索

県立千葉大宮高校通信制の課程
五期（秋季）入学者選抜
対中学校を卒業し
た方
日9月4日（金）
内面接および作文
受8月31日（月）9時～16時30分、9月1
日（火）9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布しま
す。詳しくはお問い合わせください。
問県立千葉大宮高校（千葉市若葉区大宮
町2699-1） 043-264-1981

県立生
おい

浜
はま

高校・松戸南高校三部制の
定時制課程  秋季入学者選抜
対中学校を卒業した方
日8月21日（金）
内 ▼生浜高校：面接および作文 ▼松戸南
高校：面接および小論文
受8月18日（火）9時～16時30分、19日
（水）9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問県立生浜高校（千葉市中央区塩

しお

田
だ

町
ちょう

372） 043-266-4591
県立松戸南高校（松戸市紙

かみ

敷
しき

1199）
047-391-2849

公立学校講師
　小・中学校、県立高等学校、県立特別支
援学校などに勤務する講師を募集します。
募集職種　臨時的任用講師、会計年度任
用職員（非常勤講師）、養護教諭など
対教員免許状を取得済みまたは勤務開
始日までに取得見込みの方
※応募方法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。
問県教育庁教職員課 043-223-4044
公立学校講師　千葉県　 検索

ちば起業家ビジネスプラン
　千葉県の課題を解決するビジネスアイ
デア・プランを募集します。優秀者には
千葉県知事賞やサポーター賞が贈られます。
対創業前または創業後5年未満の個人・
チーム・法人（第二創業を含む）
受10月31日（土）まで（消印有効）
※1次・2次選考を経て1月13日（水）開催

の起業家応援イベントで最終審査と表彰
式を行います。応募方法など、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。
問県経営支援課 043-223-2712
ちばビジコン2020　 検索

公の施設の指定管理者
　県に代わって公の施設の管理を行う事
業者を募集します。
対法人その他団体
募集施設　県立文化会館、青少年教育施
設など13施設
管理期間　5年間（管理開始はいずれも
令和3年4月から）
募集期間　9月17日（木）まで
※募集対象施設や応募方法など、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。
問県行政改革推進課 043-223-2460
指定管理者公募　千葉県　 検索

男女共同参画シンポジウム＆
ネットワーク会議
　日本とドイツの働き方について考えま
す。講演終了後には、意見交換会（ネット
ワーク会議）も行います。
日9月20日（日）13時30分～16時20分
内田

た

中
なか

洋
よう

子
こ

さん（筑波大学教授）による講演
定30人（申込先着順）
申代表者の郵便番号・住所・電話番号、
参加希望者全員の氏名・性別・託児希望・
駐車場利用の有無を書いてファクスまた
はEメール。電話申込可
問会  県男女共同参画センター（千葉市中
央区都町2-1-12）※月曜休
043-420-8411 043-420-8581
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

県立中央博物館大
おお

多
た

喜
き

城分館
「収蔵資料展  大多喜城の弓」
　大多喜藩の武芸といえば日

へ

置
き

流
りゅう

雪
せっ

荷
か

派
は

弓術です。今回は、弓、矢、矢
や

尻
じり

のほか、弓
術伝書など多彩な資料を紹介します。
日10月18日（日）まで  9時～16時30分
（入館は16時まで）
休月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、
翌平日休館）
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人は無料
問県立中央博物館大多喜城分館（夷

い

隅
すみ

郡
大多喜町大多喜481） 0470-82-3007

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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千葉・県民芸術祭
～文化でつなぐ千葉のちから～
　千葉県には、伝統的なものから新しい
ものまで、多様で豊かな文化があります。
県民の皆さんから公募した作品の展示
や、練習の成果が披露される大会・文化
イベントが、今年度は8月から2月にかけて、
約20行事、県内各地で開催される予定です。
ぜひ、多彩な文化に触れてみませんか。
内音楽の演奏会、美術展覧会（がり版アー
ト孔

こう

版
はん

画
が

、デザイン、日本画・洋画・彫刻・
工芸・書道）、演劇公演、クラシックバレ
エ・モダンダンス、俳句大会、川柳大会、
食文化の講演会、千葉県高等学校総合文
化祭（写真・書道・美術工芸・放送コン
テスト・演劇発表会）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。
問県県民生活・文化課

043-223-2408
千葉・県民芸術祭　 検索

ツール・ド・ちば2020
　千葉県は平均標
高が低く、自然豊か
でサイクリングを楽
しむには絶好の環境
です。
日10月10日（土）、11日（日）
内 ▼10日木

き

更
さら

津
づ

市～君
きみ

津
つ

市～鴨
かも

川
がわ

市～君
津市～木更津市（約111㎞） ▼11日木更津
市～富

ふっ

津
つ

市～君津市～木更津市（約88㎞）
定 ▼Aコース（2日間参加）：100人 ▼B
コース（1日目のみ参加）：400人 ▼Cコー
ス（2日目のみ参加）：400人
申ホームページから申し込み
料 ▼Aコース：大人18,000円、小・中学
生9,000円 ▼B・Cコース：大人10,000円、
小・中学生5,000円
※参加料にはゼッケン、参加記念品、保険
料、昼食、軽食、飲み物代含む
受9月6日（日）まで
問ツール・ド・ちば2020実行委員会
事務局 043-221-4477
ツールドちば2020　 検索

個人事業税の納期は8月31日です
　個人事業税の第1期分の納期限は、8月
31日（月）です。8月上旬に納税通知書が
発送されますので納期限までに納めましょ

う。最寄りの金融機関やコンビニエンスス
トアのほか、パソコンやスマートフォンを
利用して、ご自宅などから24時間いつでも
クレジットカードや「モバイルレジ」アプリ
による納付が可能です。
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り一時に納税が困難な方は、納税通知書
同封の徴収猶予の特例制度についてのお
知らせをご覧ください。
問各県税事務所または県税務課

043-223-2127

街角のキャッチセールスにご注意！
　繁華街を歩いていたら「モデルになら
ないか？」と呼び止められ、事務所につい
て行ったら、高額なタレント養成講座など
を契約させられたという相談が寄せられ
ています。他にも肌の無料診断などと言
われ、エステや化粧品、美顔器を契約させ
られることもあります。安易について行
ったり、個人情報を伝えたりしないように
し、不要な場合ははっきりと断りましょう。
　また、このような商法はキャッチセール
スと呼ばれ、訪問販売の一形態として契約
から一定期間内はクーリング・オフによ
り契約を解除することができます。
　トラブルにあったかな？と思ったらご
相談ください。
問局番無し 1

いや や

88（最寄りの消費生活
相談窓口につながります）または
県消費者センター 047-434-0999

雇用を守る出向支援プログラム2020
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響
を受け、一時的な雇用過剰にあっても雇
用を維持したい企業と、人手が不足して
いる企業との間の雇用シェア（在籍型出
向）のマッチング支援を、（公財）産業雇用
安定センターが無料で行っています。
　従業員の雇用維持にお
悩みの事業者の皆さま、
ぜひ積極的にご活用くだ
さい。
問（公財）産業雇用安定センター千葉事務所

043-225-4855

海での遊泳はやめましょう
今年の夏は、新型コロナウイルスの影
響により、県内全ての海水浴場が開設さ
れていません。監視員やライフセーバー
がいない海での遊泳は、非常に危険です。
海には、見た目だけでは分からない多く
の危険があります。
水難事故防止に向けて、海での遊泳は
やめましょう。
問県観光企画課 043-223-2415

夏期の運転免許業務のご案内

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

8月 9日（日） A B 閉庁日
8月10日（月・祝） 閉庁日
8月11日（火）
～12日（水） C 通常業務

8月13日（木）
～14日（金） 通常業務

8月15日（土） 閉庁日
8月16日（日） A B 閉庁日
8月17日（月） 通常業務

A：有効期限内の更新手続、記載事項変
更届、運転免許の自主返納、運転経歴証明
書の受付
B：有効期限内の更新手続（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、運転免許の自主返
納、運転経歴証明書の受付
C：通常業務（技能試験、取消処分者講習、
違反者講習、停止処分者講習等の試験コー
スを使用する業務を除く）
※混雑状況により、施設内への入場制限
をさせていただく場合や、お手続きを当
日中に行えない場合もありますので、ご
注意ください。また、駐車場に限りがあ
るため公共交通機関をご利用ください。
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

我が家の照明LED化キャンペーン2020
　家庭から排出される二酸化炭素を削減
するために、照明器具をLEDに買い替え
て省エネ・節電に取り組みませんか？
応募方法　①チラシを入手する。②LED
の照明器具（シーリングライトまたはペ
ンダントライト）を購入する。③チラシ
の応募用紙に必要事項を記入し、購入し
たLED照明器具の型番と購入日が分か
るレシートや納品書などのコピーと一緒
に郵送、ファクスまたはホームページか
ら応募する。
※抽選で50人に「食のちば
の逸品を発掘2020」の受
賞品をプレゼントします。
チラシ入手先　ホームページ、県各地域
振興事務所、市町村環境関係窓口
実施期間　12月31日（木）まで
応募期限　令和3年1月8日（金）まで（消
印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県循環型社会推進課
043-223-4645 043-221-3970

我が家　LED　千葉県　 検索

「戦没者を追悼し平和を
祈念する日」の行事
　8月15日（土）は「戦没者を追悼し平和
を祈念する日」です。当日は政府主催の
全国戦没者追悼式が日本武道館で行われ
ます。また、千葉県では戦没者を追悼し
恒久平和を祈念するため、知事が県民を
代表し、千葉県忠霊塔拝礼を行います。
　県民の皆さんも当日の正午には黙とう
をお願いします。
日8月15日（土）11時57分～
会千葉県忠霊塔（千葉市中央区弁天3丁
目千葉公園隣接地）
拝礼者　千葉県知事、千葉県議会議長、千
葉市長、（一財）千葉県遺族会会長および
遺族代表ほか
問県健康福祉指導課 043-223-2337

令和2年度狩猟免許試験
　今年度の狩猟免許試験は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止の観点から実施
回数および定員を削減し、12月から1月
にかけて4回（網および銃1回、わな3回）
実施する予定です。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。
問県自然保護課 043-223-2972
千葉県　狩猟免許試験　 検索

中央児童相談所と警察少年セ
ンターが移転しました
　次の2機関は同じ庁舎へ移転しました。
新住所：千葉市稲毛区天台6-5-2
●県中央児童相談所 043-253-4101
問県児童家庭課 043-223-3634
●県警察少年センター

043-206-7390

県立九十九里自然公園海岸部の
車両等乗入れ規制
　県立自然公園に指定されている九十九
里海岸では、アカウミガメやコアジサシ、
ハマヒルガオなど貴重な動植物を守るた
め、千葉県立自然公園条例の規定により
車両等の乗り入れを禁止しています。
　今年の夏は、九十九里海岸一帯の海水
浴場は不開設となりますが、車でお出か
けする際は、指定された駐車場をご利用
ください。
問県自然保護課 043-223-2056


