
ちば県民だより7 令和3年［2021年］1月1日（金曜日） ●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

県職員採用選考考査
（令和3年1月21日、25日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。詳し
くは受験案内をご確認ください。受験案
内は県各地域振興事務所や問い合わせ先
などで配布するほか、ホームページから
ダウンロードできます。
採用予定人数　①児童福祉司18人（うち
経験者採用5人）、児童自立支援専門員
1人、精神保健福祉相談員5人、職業訓練
指導員8人、海技従事者（機関士）2人、海
技従事者（航海士）1人、海技従事者（通信
士）1人
②運転手2人、農業技術員2人、畜産技術
員1人、船員1人
考査日　①1月21日（木）②1月25日（月）
※申込者多数の場合は、教養考査と専門
考査（1次考査）などを実施し、1次考査合
格者について、2次考査として人物考査
を2月中旬頃に実施する予定です。
申申込書を特定記録で郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）、ホーム
ページ（ちば電子申請サービス）から申し
込み可
受1月7日（木）まで（郵送は消
印有効）
問〒260-8667（住所記載不
要）県総務課 043-223-2029
千葉県総務部総務課　 検索

県立農業大学校入学生（B日程）
　農業の担い手や指導者を目指す入学生
を募集します。
対▶農学科：高校を卒業または令和3年
3月に卒業見込みの方など▶研究科：農
業系の大学や短期大学を卒業または令和
3年3月に卒業見込みの方など
日2月16日（火）
申願書を書留で郵送または持参
※持参の場合は平日9時～17時。願書は
問い合わせ先に請求
料2,200円（千葉県収入証紙）
受1月25日（月）～2月5日（金）消印有効

※この他、県内で就農予定の方や既に就
農されている方などを対象に、農業に関
する知識と技術を習得するための研修も
開講予定です。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〒283-0001東金市家

いえ

之
の

子
こ

1059　　
県立農業大学校 0475-52-5121
千葉県立農業大学校　 検索

保育士試験
日▶筆記：4月17日（土）、18日（日）▶実
技：7月4日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」に同
封の申請書を簡易書留で郵送
※手引きは問い合わせ先に請求またはホー
ムページから請求
料1万2,950円（幼稚園教諭免許状所有
者などで筆記試験・実技試験が全て免除
となる場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受1月29日（金）まで（消印有効）
問〒171-8536東京都豊島区高田3-19-
10保育士試験事務センター
 70120-4194-82
保育士試験　 検索

「県民の日」賛同行事
　県民の日（6月15日）を記念した行事を
募集しています。賛同行事は県で取りま
とめて広報します。
対企業・市民団体・自治体などが「県民
の日」を中心とする期間（おおむね前後１
カ月）に行う行事（施設の無料開放、割引、
記念イベントなど）
申応募様式をホームページからダウン
ロードしEメール
受1次応募期限：3月18日（木）
2次応募期限：6月8日（火）
問県県民生活・文化課

043-223-2408
bunki@mz.pref.chiba.lg.jp

県民の日　千葉　 検索

県立学校障害者会計年度任用職員
　学校技能員業務を中心とした補助業務に
従事する特別業務職員を募集しています。
対障害のある方
勤務条件　週30時間または20時間
※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 043-223-4035
障害のある方　任用職員　千葉教育　 検索

「みんなでいっしょに自然の
電気」キャンペーン参加者
　太陽光や風力など、自然の電気を共同
購入することで、割安な料金で利用でき
るキャンペーンを実施しています。
　家で過ごす時間が増える今こそ、環境に
優しい自然の電気に切り替えませんか。
参加方法　①2月15日（月）までにホーム
ページから参加登録。
②事務局から契約を切り替えた場合の見
積額をお知らせ。
③契約を切り替える場合は、3月1日（月）
までにホームページから登録。
※旧電力会社からの切り替え手続きなど
は事務局がサポートし
ます。
問みんなでいっしょに
自然の電気事務局（平
日10時～18時）

70120-267-100
みい電　 検索

農業事務所などで勤務する任期付職員
　県農業事務所や家畜保健衛生所などで
任期付職員として勤務を希望する方の登
録を募集しています。
　登録後に職員が育児休業などを取得す
ることにより、代替職員が必要となった
場合に面接を実施します。
募集職種　普及指導員（農業）、農業土木、
獣医師、林業
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）
県農林水産政策課 043-223-2899
千葉県農林水産部　任期付職員　 検索

文書館県史講座「私の街に電気が
来た日－千葉県の電気事業－」
　明治時代に始まった、県内における電

気事業の始まりとその変遷を文書館職員
が解説します。
日2月15日（月）、17日（水）13時30分～
15時30分（各日同内容）
定各30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に、第1・第2希望
日、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1月18日（月）まで（必着）
受講者の決定：1月29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

男女共同参画推進
オンラインシンポジウム
　「家事シェア」をテーマに、子育てに関
する講演などでも活躍
するお笑い芸人「はん
にゃ」の川

かわ

島
しま

章
あき

良
よし

さん
を講師に迎え、オンラ
インで講演やパネル
ディスカッションを行い
ます。
日2月28日（日）14時～16時20分
定200人（申込先着順）
申参加希望者全員の氏名（ふりがな）、性
別、お住まいの市町村名、電話番号、メール
アドレスを書いてファクスまたはEメール
※申込確認後、視聴URLをメールでお知
らせします。
受2月12日（金）まで
問県男女共同参画課
043-223-2379 043-222-0904
kyodo6@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県男女連携会議　 検索

千葉県介護コンテスト
　日々研さんに励む介護職員の優れた技
術の披露や、若手の介護職員「介護の未来
案内人」によるスピーチなどを通じて介
護の魅力や素晴らしさを発信します。
対県内の介護・福祉施設職員、介護福祉
士養成校の学生、介護に関心のある方など
日3月7日（日）13時～16時50分
会TKPガーデンシティ千葉（千葉モノ
レール市役所前駅から徒歩7分）
定80人（申込先着順）
申申込書をホームページからダウンロー
ドし、ファクス。電話申し込み可。
受2月20日（土）まで
問（一社）千葉県介護福祉士会 
043-248-1451 043-248-1515

千葉県介護福祉士会　 検索

川島章良さん

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。
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保育d
で

e就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ
　保育所などの採用担当
者との就職面談会です。
職場の雰囲気など詳しい
話が聞ける機会です。お
気軽にご参加ください。
日1月31日（日）13時～16時（12時30分
開場）
会ペリエホール（JR千葉駅直結）
問ちば保育士・保育所支援センター（月～
土曜日10時～18時） 043-222-2668
ちば保育士・保育所支援センター　 検索

新人ハンター入門オンラインセミナー
　狩猟に興味のある方を対象に、若手ハ
ンターによる狩猟講座や、先輩ハンターの
体験を聞けるオンライン座談会をZ

ズ ー ム

oom
を使って開催します。
対県内在住で狩猟免許を所持していな
い方
日2月20日（土）13時～16時
定狩猟講座：なし、座談会：48人（申込
多数抽選）
申ホームページから申し込み
※申込確認後、視聴URLをメールでお知
らせします。
受2月1日（月）17時まで
問県自然保護課 043-223-2972
新人ハンター　入門　千葉県　 検索

ちば起業家大交流会＠オンライン
　起業に興味のあ
る方、起業間もない
方、起業家を応援し
たい方、ビジネス上
の連携を求める方
の交流会をオンラインで開催します。
日1月13日（水）11時から
※一部内容は12日（火）から配信します。
内ちばビジコン2020最終審査（プレゼ
ン）、先輩経営者によるビジョンプレゼン、
起業・創業に役立つセミナー、ビジネスマッ
チングなど
申ホームページから申し込み
※申込確認後、視聴URLをメールでお知ら
せします（当日申込可）。また、お申し込
みいただくと、ちばビジコン2020最終
審査（13時開始）に参加（投票）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。
問県経営支援課 043-223-2712
ちば起業家大交流会　 検索

事業主の皆さまへ～従業員の方の個人
住民税は特別徴収で納めましょう～
　特別徴収とは、事業主が従業員に代わ
り、毎月支払う給与から個人住民税を天
引きし、市町村へ納入いただく方法です。
　事業主は、法人・個人を問わず、全ての
従業員について特別徴収していただく必
要があります。
　特別徴収を行うにあたって、事業主は
従業員が居住する市町村に給与支払報告
書を提出する必要があります。
　令和2年分の提出期限は2月1日（月）で
す。手続きなど、詳しくはホー
ムーページをご覧ください。
問従業員が居住する市町村
または県税務課 043-223-3099
千葉県　個人住民税　特別徴収　 検索

県立図書館の一時休館
　蔵書点検のため、次のとおり一時休館
します。
対象施設　①県立中央図書館（千葉市）、
②県立西部図書館（松戸市）、③県立東部
図書館（旭市）
休館期間　①②2月1日（月）～10日（水）、
③3月3日（水）～12日（金）
※市町村立図書館などを通じた資料の貸
し出し申し込みは受け付けます。
問県立中央図書館 043-222-0116

労働保険の加入手続きを
忘れていませんか
　事業主は、労働者（パート・アルバイト
含む）を一人でも雇用している場合、業種
や規模を問わず、「労働保険」の加入手続
きを行わなければなりません。（農林水
産業の一部を除く）
　まだ手続きがお済みでない場合は、お
近くの労働基準監督署または千葉労働局
までご相談ください。
問千葉労働局 043-221-4317

ちば安全・安心メール登録受付中
　県警では、ひったくりや空き巣など、身
近で起きる犯罪の発生状況や不審者情報
などを地域ごとに電子メールで配信して
います。
　ご自身の防犯や地域の安全活動などの
ため、ぜひご登録ください。
申ホームページから申し込み
問県警察本部生活安全総務課

043-201-0110（代）
ちば安全・安心メール　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　1月8日（金）～14日（木）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和13年1月24日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（7月､1月）
利率　1月7日（木）に公表します。ホー
ムページをご覧になるかお問い合わせく
ださい。
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。また、金
融機関により、申し込みに必要なものが
異なることがあります。詳しくは取扱窓
口にお問い合わせください。
※次回は5年債・10年債を2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

パスポート窓口の開設（船橋市）
　船橋市にお住まいの方は、2月1日（月）
から次の場所でパスポートの申請・受け
取りができるようになります。
場所　船橋市パスポートセンター
（船橋市本町1-3-1フェイスビル5階）

047-423-3430
※申請書の「刑罰等関係」に該当する場合な
どは、県旅券事務所での手続きとなります。
問県国際課 043-223-2427

調理師の皆さまへ
　対象者は法律の規定により業務従事者
届の提出が必要です。
対令和2年12月31日現在、飲食店や給食
施設などで調理業務に従事している調理師
受1月15日（金）まで（必着）
提出先　問い合わせ先に郵送またはファ
クス。Eメール可。
※Eメールの場合は件名を「従事者届出」
とすること。届出用紙は問い合わせ先で
配布またはホームページからダウンロード。
問 〒260-0015千葉市中央区富士見
2-3-1塚本大千葉ビル7階
（一社）千葉県調理師会

043-225-7736 043-225-5995
chiba-ck@helen.ocn.ne.jp

千葉県調理師会　 検索

防災とボランティア週間
  毎年1月15日から21日は「防災とボラ
ンティア週間」、1月17日は「防災とボラ
ンティアの日」です。
  東日本大震災や令和元年房総半島台風
をはじめとする大規模災害時には、多く
のボランティアの皆さんの活動が、被災
地の復旧に大きな役割を果たしました。
 この機会に、災害時のボランティア活動
や自主的な防災活動について考え、災害
に備えましょう。
▶千葉県防災ポータルサイト
　県内の気象情報や警報、防
災対策などの情報を掲載して
います。
▶災害用伝言サービス
　災害発生時は、音声通話などがつなが
りにくくなります。家族の安否を確認す
るため、各電話会社が「災害用伝言ダイヤ
ル（171）」や「災害用伝言板」を提供して
います。期間中はこれらのサービスの体
験利用ができますので事前に手順などを
確認しましょう。
問県防災政策課 043-223-2176

医療・介護・障害福祉従事者への
慰労金申請受付中（今月末まで）
　新型コロナウイルス感染症対策のため、
医療機関、介護や障害福祉サービス事業
所・施設などで業務に従事している医療
従事者や職員の方に慰労金を支給します。
　支給対象など詳しくは、ホームページ
をご覧になるかお問い合わせください。
支給金額　条件に応じて5万～20万円
申電子申請または郵送
受1月31日（日）（郵送の場合は1月29日
（金）必着）
問県慰労金支援金総合窓口（平日9時～
17時） 0570-080-035
千葉県　慰労金　 検索

移動暴力相談所の開設
　各地域に移動暴力相談所を順次開設し、
暴力団に関する相談を受け付けています。
電話やメールでの相談も随時可能です。
日会▶1月20日（水）山武地域振興事務所
（JR東金線東金駅から徒歩5分）▶2月10
日（水）印旛地域振興事務所（JR総武本線
佐倉駅から徒歩15分）  各10時～16時
問（公財）千葉県暴力団追放県民会議

043-254-8930
または70120-0

オーヤクザゴヨー

89354 （平日10時～
16時）
boutsui-chiba@opal.plala.or.jp

千葉県　暴力団追放　 検索


