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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

毒物劇物取扱者試験
試験種別　一般毒物劇物取扱者試験、農
業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目
毒物劇物取扱者試験
日12月9日（水）
会幕

まく

張
はり

メッセ国際展示場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
申願書を簡易書留で郵送
※願書は10月16日（金）まで県各健康福
祉センター、千葉市・船橋市・柏

かしわ

市の各
保健所または県薬務課で配布します。
受10月16日（金）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県薬務課

043-223-2618
毒物劇物取扱者試験　千葉県　 検索

健康福祉センターなどの臨時的任用職員
　県各健康福祉センター（保健所）などで
の勤務を希望する方を随時募集していま
す。登録後、職員の育児休業取得などに
より代替職員が必要となった場合に面接
を行い、採用となります。
募集職種　保健師、看護師、准看護師、管
理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床検
査技師、精神保健福祉相談員、保育士、児
童福祉司、心理、児童自立支援専門員、児
童指導員
申申込書、履歴書などを郵送または持参
※持参の場合は平日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）県健康福
祉政策課 043-223-2605
千葉県　健康福祉部　臨時的任用　 検索

県立高等技術専門校（愛称：ちばテク）
令和3年4月入校生
　各分野で働くための専門知識・技術を
身に付けられ、各種資格も取得可能です。
対中学校、高校を卒業して就職を目指す

方、再就職・転職を考えている方
校名・訓練科 ▼市

いち

原
はら

校：自動車整備、
電気工事、溶接非破壊検査、塗装 ▼船橋
校：機械技術、システム設計、冷凍空調設
備、金属加工 ▼我

あ

孫
び

子
こ

校：NC機械加工、
造園、事務実務（知的障害者対象） ▼旭

あさひ

校：
自動車整備、NC機械加工 ▼東

とう

金
がね

校：空
間デザイン、建築、左官技術 ▼障害者校：
情報技術、情報事務
受10月23日（金）まで（障害者校は10月
30日（金）まで）
※詳しくはお問い合わせください。
問各高等技術専門校
市原校 0436-22-0403
船橋校 047-433-2790
我孫子校 04-7184-6411
旭校 0479-62-2508
東金校 0475-52-3148
障害者校 043-291-7744
または県産業人材課 043-223-2754
ちばテク　 検索

地球温暖化防止活動推進員
　地球温暖化対策の普及啓発活動を行う
ボランティアを募集しています。
　推進員は、節電やゴミの減量など自ら
の日常生活でできる温暖化対策を行いな
がら、地域イベントへの参加や出前講座
の講師を務めるなど、さまざまな活動を
行っています。
　あなたの特技や経験・ネットワーク
を生かして、地域で活躍してみませんか。
ご応募お待ちしています。
申ホームページから応募申請書をダウン
ロードし、郵送またはファクス
受10月30日（金）まで（必着）
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-11-1
千葉県地球温暖化防止活動推進センター
043-246-2180 043-247-4152

千葉県　温暖化　推進員　 検索

福祉のしごと就職フェアinちば
対社会福祉施設などに就職を希望する方

日会①10月10日（土）13時～16時、市川
グランドホテル（市川市市川1-3-18）
②11月28日（土）13時～16時、茂原市総
合市民センター（茂原市町

まち

保
ぼ

13-20）
内求人事業所との面談会・相談会、各種
相談コーナー
問（福）千葉県社会福祉協議会千葉県福
祉人材センター
043-222-1294 043-222-0774

千葉県福祉人材センター　 検索

エコメッセ2020inちば
　「S

エスディージーズ

DGs※暮らし方変革」をテーマに
Z
ズ ー ム

oomやY
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeを使った環境イベント
をオンラインで開催します。
※SDGs…持続可能な開発目標
日11月1日（日）10時～16時
内①セミナー「みんなで創ろう！SDGs！
～環境・経済・社会的課題の同時解決～」
②学生団体「おりがみ」によるパネル
ディスカッション「SDGsユース会議
2030～『行動の10年』をどう過ごすか～」
③企業・各種団体の活動紹介動画配信
定①②500人（申込先着順）③なし
受①②10月31日（土）まで ③なし
申ホームページから申し込み
※申し込みいただくとチャット機能から
意見や質問を送信できます。イベント全
体の様子は同時配信されるYouTubeで、
どなたでもご覧いただけます。
　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。
問エコメッセちば実行委員会

080-5374-0019
エコメッセちば　 検索

犯罪被害者支援員養成講座
　支援員の役割や、犯罪被
害者への理解と支援方法に
ついて基礎から学びます。
日会 ▼①12月6日（日）ホテ
ルポートプラザちば（JR千葉
みなと駅から徒歩1分） ▼

②13日（日）（公社）千葉犯罪被害者支援
センター（千葉モノレール葭川公園駅か
ら徒歩5分） ▼③20日（日）船橋市中央公
民館（JR船橋駅から徒歩7分）、各日10時
～16時
定①③各30人、②20人（申込先着順）
申受講希望日、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書いてファクスまた
はEメール。電話申し込み可
受11月13日（金）まで
問（公社）千葉犯罪被害者支援センター
043-225-5451 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

ちばの縄文
－貝塚からさぐる縄文人のくらし－
  千葉県は貝塚数日
本一です。ドキドキ
な土器、ピカピカな
石器、ふしぎな土偶
が大集合！縄文人の
くらしをさぐってみ
よう！
日10月10日（土）～12
月13日（日）10時～16
時30分（入館は16時まで）
休月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
料一般：500円、高校・大学生：250円、
65歳以上・中学生以下・障害者手帳を
お持ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

無料労働相談会
　労働委員会の委員が、解雇やパワハラ、
配置転換など、労働条件に関するトラブ
ルなどの相談に応じます。（要事前予約）
対労働組合、労働者、事業主、企業の人
事・労務担当者など
日会 ▼ 10月17日（土）13時～17時　県
労働委員会（県庁南庁舎7階） ▼31日（土）
13時～17時　船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京成船橋
駅直結）
申電話または来庁（平日9時～17時）
問県労働委員会事務局

043-223-3735
千葉県労働委員会　 検索

子どもの人権問題オンライン講演会
　子どもの人権問題に対する正しい理解
と認識を深めるため、YouTube千葉県
公式セミナーチャンネルにて動画を配信
します。視聴するには申し込みが必要
です。
日11月9日（月）～12月10日（木）
内講演「考えてみよう、子どもの権利～
体罰によらない子育てのために～」講師
川
かわ

﨑
さき

二
ふ

三
み

彦
ひこ

さん（子どもの虹情報研修セ
ンター長、千葉県児童虐待死亡事例等検
証委員会委員長）
申「子どもの人権問題オンライン講演会
申込」と明記し、代表者の住所・氏名・電
話番号、メールアドレスを書いてEメー
ルまたはファクス
受10月15日（木）まで
問県健康福祉政策課
043-223-2348 043-222-9023
jinken2@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　子どもの人権問題講演会　 検索

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

重要文化財
銚子市余

よ

山
やま

貝塚出土
土
ど

偶
ぐう

（（公財）辰
たつ

馬
うま

考古
資料館蔵）

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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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10月14日（水）10時～16時
市川市役所第1庁舎5階第1委員会室
定7組（申込先着順）
申電話（平日9時～17時）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会

043-222-5795

秋の不正軽油防止強化期間
　不正軽油とは、ディーゼル車などの燃
料として使用される軽油に、灯油や重油
などを混ぜたものや、重油などを軽油と
偽って販売・使用されているものです。
　不正軽油の製造・販売・使用は、軽

けい

油
ゆ

引
ひき

取
とり

税
ぜい

の脱税行為となるだけでなく、排
ガスによる大気汚染など、健康にも悪い
影響を与えます。
　千葉県不正軽油防止対策協議会では、
「買わない」「売らない」「使わない」を合言葉
に不正軽油の撲滅を呼び掛けています。
　不正軽油に関する情報がありましたら、
最寄りの県税事務所または
県税務課までご連絡くださ
い。皆さんのご協力をお願
いします。
問県税務課 043-223-2170

戦没者等のご遺族の皆さまへ
　戦没者等のご遺族に対する「第十一回
特別弔慰金」の受け付けを行っています。
対戦没者などの死亡当時のご遺族で、令
和2年4月1日（基準日）において公務扶助
料や遺族年金などの受給者がいない場合
に、次の順番で先順位のご遺族一人に支
給されます。
1.基準日までに弔慰金の受給権を取得し
た方 2.戦没者等の子 3.戦没者等の①父
母②孫③祖父母④兄弟姉妹 4.上記以外
の三親等内の親族で戦没者等の死亡時ま
で引き続き1年以上生計関係を有してい
た方
受令和5年3月31日まで
※期限を過ぎると特別弔慰金を受け取る
権利がなくなりますのでご注意ください。
問お住まいの市区町村の援護担当課
または県健康福祉指導課

043-223-2354
特別弔慰金　千葉県　 検索

赤い羽根共同募金運動が始まりました
　10月1日（木）から令和2年度赤い羽根
共同募金運動がスタートしました。
　皆さんからの募金は、令和元年房総半
島台風などで被災された地域の復興支
援、コロナ禍に対する助成のほか地域福
祉活動にも役立てられます。
　今年度もご協力をお願いします。

▼募金の方法
●千葉県共同募金会の指定口座に振り込む
●地域（市町村社会福祉協議会の窓口、街
頭募金、職場など）で募金する
●オンラインで募金する
※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（福）千葉県共同募金会

043-245-1721
赤い羽根　ちば　 検索

千葉県最低賃金が改正されました
　10月1日（木）から時間額925円（従来
の923円から2円引き上げ）に改正され
ました。
　詳しくは千葉労働局または最寄りの労
働基準監督署へお問い合わせください。
問千葉労働局賃金室 043-221-2328

収入保険で農業経営リスクへの備えを
　自然災害や経営環境の悪化など、さま
ざまなリスクによる収入の減少を補償する
「収入保険」の申し込みを11月末まで受け
付けています。（法人経営の場合は、事業
年度開始月の前々月末が期限です。）
　加入できる方は、青色申告を行ってい
る農業者の方（加入申請時に申告実績が
1年以上ある方）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。
問千葉県農業共済組合（N

ノ ー サ イ

OSAI千葉）
043-245-7447

NOSAI千葉　 検索

流山市内の保留地（宅地）分譲
　流山市内の木

き

地区土地区画整理事業区
域内の保留地（宅地）を販売しています。
　分譲案内書は県流山区画整理事務所、
県市街地整備課で配布しているほか、千
葉県ホームページからダウンロードでき
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。
問県流山区画整理事務所

04-7138-6360
県市街地整備課 043-223-3551
木地区保留地　 検索

「目の愛護デー」無料電話相談
　10月10日（土）は「目の
愛護デー」です。千葉県
眼科医会では、専門医に
よる目の相談を無料で
行います。
　次のような症状や気になることをご相
談ください。
●目がショボショボして涙が出る
●目がゴロゴロする
●ドライアイで困っている
●黒いものが飛んで見える
●光がはしって見える
日10月11日（日）9時～16時
相談専用電話 043-242-4271
問千葉県眼科医会事務局

04-7186-7425

PCB廃棄物の掘り起こし調査
を実施しています
　業務用・施設用照明器具の一部には、
PCB（ポリ塩化ビフェニル）が含まれる
安定器が使用されています。PCB使用
安定器は令和5年3月末までの処分が義
務付けられています。
　県では、未処理のPCB使用安定器の所
在を把握するため、委託により、昭和52
年3月以前に建てられた事業用建物の所
有者の方へ、郵送でのアンケート調査や
電話、現地訪問での聞き取り調査を行っ
ています。調査へのご協力をお願いします。
※委託業者をかたる詐欺にご注意くださ
い。委託業者が金銭を要求することはあ
りません
問県廃棄物指導課 043-223-4344
千葉県　PCB　掘り起こし　 検索

「お試し」のつもりが定期購入に?!
　「初回500円」などの健康食品や化粧品
の広告を見て、通常より安く買えると思
い、お試しのつもりで申し込んだが、実は
数カ月の定期購入が条件だったという相
談が多く寄せられています。
　解約したくても、「事業者に解約を断ら
れた」「連絡が付かなくなった」という
相談も多くあります。
　商品を注文する前に、定期購入が条件
となっていないか、途中解約や返品がで
きるかなど、契約内容をしっかり確認し
ましょう。購入や契約などで困ったとき
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）
または県消費者センター

047-434-0999

ひとり親家庭の相談窓口
　県各健康福祉センター（保健所）および
各市のひとり親家庭福祉担当課には、ひ
とり親家庭の相談に応じる母子・父子自
立支援員が配置されています。
　母子・父子家庭の仕事と家庭の両立、
就業や経済上の問題、子どもの就学・就
職などについて相談をお受けします。
　詳しくは、市にお住まいの方は市の担
当課へ、町村にお住まいの方は県各健康
福祉センターへお問い合わせください。
問県児童家庭課 043-223-2320

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
　10月1日（木）から11月30日（月）は、「麻
薬・覚醒剤乱用防止運動実施期間」です。
　麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなど
の薬物は、心や体をむしばむだけでなく、
社会にも大きな危害をもたらします。　
　薬物乱用は重大な犯罪です。薬物の危
険性を正しく理解し、薬物乱用を許さな
い社会にしましょう。
問県薬務課 043-223-2620

稲作農家の皆さんへ
～飼料用米の生産で経営安定を！～
　食生活の変化などにより米の消費量は
年々減少しています。米価の維持と稲作
経営の安定を図るため、飼料用米の生産
にぜひ取り組みましょう。

▼飼料用米生産のメリット
●飼料会社や畜産農家から安定した需要
があります
●お手持ちの農業機械をそのまま使うこ
とができます
●行政による支援策で、米価に左右され
ない安定した収入が見込めます
●主食用米と収穫時期が異なる品種を生
産することで、経営規模を拡大すること
ができます
問各市町村農政担当課
または県生産振興課 043-223-2891
千葉県農業再生協議会　 検索

国勢調査の回答はお済みですか
　10月1日を基準に国勢調査が実施され
ています。日本国内に住む全ての方が対
象です。
　まだ回答がお済みでない方は、インター
ネットまたは、お配りした調査票を郵送
し、回答してください。
　調査票が届いていない場合には、お住
まいの市区町村にご連絡ください。
問各市区町村担当課
または県統計課 043-223-2223


