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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

全日本中学生水の作文コンクール
　毎年8月1日の「水の日」、8月1日から
7日までの「水の週間」に合わせて発表す
る、水に関する作文を募集します。
対令和3年度に県内在住または在学の中
学生
テーマ　「水について考える」（題名は自由）
申400字詰め原稿用紙4枚以内。本文の
前（原稿用紙枠内）に題名、学校名（ふりが
な）、令和3年度の学年、氏名（ふりがな）
を書いて郵送
※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。
受3月1日（月）～5月7日（金）必着
問〒260-8667（住所記載不要）県水政課

043-223-2273
水の作文コンクール　千葉県　 検索

県立高等技術専門校
令和3年度4月入校生（D日程）
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　▶市原校：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▶我孫子校：NC機械加工、造園▶旭
校：自動車整備、NC機械加工▶東金校：
空間デザイン、建築、左官技術
選考日　3月18日（木）
受2月18日（木）～3月8日（月）
※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
または県産業人材課 043-223-2754
ちばテク　 検索

臨時的任用職員（土木職）
　県県土整備部の出先機関などで設計積
算や施工管理などの業務に従事する土木

職の職員を募集します。
対土木施工管理技士1級または2級の資
格を有する方
採用予定人数　20人程度
採用予定時期　4月1日（木）
任期　6カ月～1年
内書類審査、面接
申応募書などを郵送または持参
※持参の場合は平日9時～17時。
※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。
受2月15日（月）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県県土整備政策課 043-223-3323
臨時的任用職員　土木　千葉県　 検索

公立学校講師
　小・中学校、県立高校、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、養護教諭など
対教員免許を取得済み、または勤務開始
日までに取得見込みの方
※登録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 043-223-4043
公立学校講師　千葉県　 検索

ちばてつやさんの描きながら講演会
　漫画界の巨匠ちば
てつやさんが幼少期を
過ごした千葉県での
思い出や教育について、
イラストを描きながら
講演します。
日3月14日（日）14時
30分～16時
会千葉県教育会館大ホール（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩12分）
定150人（申込多数抽選）
申ホームページから応募書類をダウン
ロードしファクスまたはEメール

受3月1日（月）まで
問（公財）千葉県私学教育振興財団
043-241-5145 043-245-7826
chiba-shinko@abc.shigaku.or.jp

W
ウ ェ ブ

EB講演
女性の健康週間市民公開講座
　毎年3月1日から8日までは、「女性の健
康週間」です。「更年期を迎えて」をテーマ
にオンラインで講演を行います。
日3月6日（土）14時～16時30分
内▶講演「いつまでもご機嫌な私でいる
ために」講師：八

はっ

田
た

真
ま

理
り

子
こ

さん（ジュノ・
ヴェスタクリニック八田理事長）
▶講演「大人女子のための肋骨ビュー
ティヨガ」講師：小

こ

林
ばやし

香
か

織
おり

さん（NPO法
人フィット・フォー・マザー・ジャパン
理事長）
定500人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
受3月5日（金）まで
問（一社）千葉県産科婦人科医
学会事務局

043-239-5473

いきいき大学教養文化講座
　健康、医療、宗教、歴史、法律などをテー
マにした全12回の講座です。希望者は
健康運動講座も受講できます。
対県内在住で60歳以上の方
日5月11日、6月8日、7月6日、8月17日、
9月14日、10月12日、11月9日、12月14
日、令和4年1月11日、2月8日（全て火曜
日）各日9時30分～11時30分
※10月12日、令和4年2月8日は13時～15
時も開講
会千葉市民会館大ホール（JR千葉駅から
徒歩7分）
定500人（申込多数抽選）
料7,000円
申願書を郵送またはホームページから
申し込み
※願書は140円切手を貼った返信用封筒
に返信用宛先を書いて同封し、問い合わ
せ先に請求。
受2月28日（日）まで（必着）
問〒260-0802千葉市中央区川

かわ

戸
ど

町419
いきいき大学事務局（平日10時～15時）

043-266-0118
いきいき大学　 検索

就職氷河期世代の正社員就職を
応援！オンライン企業交流会
　就職氷河期世代の方で非正規雇用で働
く方や求職中の方を対象に、県内企業と
の交流会をオンラインで開催します。

対正社員として働くことを希望するおお
むね35歳～49歳の方
日①2月25日（木）②3月3日（水）③3月9
日（火）　各日13時30分～16時
内採用に積極的な企業（各日5社程度）の
企業説明・質疑応答など
※スーツ着用でご参加ください。
定各日20名（申込先着順）
申ホームページから申し込みまたは電話
受①2月22日（月）まで②3月1日（月）まで
③3月6日（土）まで
問35歳からの正社員チャレンジスクエ
ア（平日9時～17時、第1・3・5土曜日
10時～17時、祝日除く）

043-245-9431
千葉県 正社員チャレンジスクエア　 検索

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
　一戸建て住宅やマン
ションの購入を検討し
ている方を対象に、購
入前に知っておくべき
ポイントなどについて、Y

ユー チ ュ ー ブ

outube千葉県
公式セミナーチャンネルにて動画を配信
します。
日3月6日（土）～8日（月）
内▶講演「戸建て住宅の安全性どう見極
める？」講師：前

まえ

島
しま

彩
あや

子
こ

さん（明海大学不
動産学部准教授）
▶講演「新築マンション・中古マンショ
ンの買い方」講師：周

す

藤
とう

利
とし

一
かず

さん（明海大
学不動産学部教授）
定100人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
※視聴するには申し込みが必要です。申
込確認後、視聴URLをメールでお知らせ
します。
受2月26日（金）17時まで
問県建設・不動産業課

043-223-3238
安心講習会　千葉県　 検索

バレンタインジャンボ宝くじ発売中！
　1等・前後賞合わせて3億円が当たる
「バレンタインジャンボ宝くじ」を全国で
発売しています。
　収益金は県民の皆さんの暮らしに役立
てられます。ぜひ県内の宝くじ売り場で
お買い求めください。
発売期間　3月5日（金）まで
料1枚300円
抽選日　3月12日（金）
問県財政課 043-223-2073

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8年2月25日
●10年債
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和13年2月25日
【共通事項】
受付期間　2月12日（金）まで
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（8月､2月）
利率　2月3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。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10年債を3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

農業の担い手の皆さんから
相談をお受けします
　千葉県・JAグループ
千葉などでは、「千葉県農
業者総合支援センター」
を設置し、ワンフロア・
ワンストップで農業の担い手を支援して
います。
　生産技術や機械・施設の導入、雇用の
マッチング支援、農業経営の法人化、新規
就農に関することなど、担い手の皆さん
からの多種多様な相談をお受けしていま
す。農業に関するお悩みをぜひご相談く
ださい。
問〒260-0014千葉市中央区本千葉町
9-10千葉県JA情報センタービル1階
千葉県農業者総合支援センター
0800-800-1944（通話料無料、平日

9時～17時）
農業者総合支援センター　 検索

浄化槽は法定検査が必要です
　浄化槽は、設置後および毎年1回の法
定検査が義務付けられています。必ず受

検してください。
　受検の申し込みは、下記の指定検査機
関へ、制度については県水質保全課へお
問い合わせください。　
●千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原
市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南
房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南
町の方
（一財）千葉県環境財団

043-246-2079
●その他の市町村の方
（公社）千葉県浄化槽検査センター

043-246-6283
問県水質保全課 043-223-3813
浄化槽の法定検査　千葉県　 検索

文書館閲覧室の一時休室
　収蔵文書点検のため、次の期間4階閲
覧室を休室します。
　行政資料室、販売コーナー、展示室は通
常どおり利用できます。
休室期間　2月15日（月）～24日（水）
※日曜日、祝日は全館休館日。緊急事態
宣言発令期間中も全館臨時休館します。
問県文書館 043-227-7556

夕方から夜間、明け方の交通
事故に注意しましょう
　夕暮れが早く、日
の出の遅いこの時期
は、次のことに注意
し、交通事故を防ぎ
ましょう。
●車のライトは早めに点灯しましょう。
●歩行者は明るい服装や反射材を身に付
けましょう。
●夜間や早朝に先行車や対向車がいない
場合は、ハイビームを活用し、路上の危険
を早く発見できるようにしましょう。
●横断歩道で歩行者が横断しようとして
いる場合、車は停止しないと交通違反に
なります。歩行者がいないか十分に確認
しましょう。
問県くらし安全推進課

043-223-2263

インターネットを安全に使うために
　毎年2月1日から3月18日は「サイバー
セキュリティ月間」です。
　この機会に、情報セキュリティ対策を
チェックしましょう。困ったときは、一
人で悩まずご相談ください。
●ウイルス対策ソフトを導入し、OSやソフ
トウエアは常に最新の状態にしましょう。
●パスワードは大切に管理し、他人に絶
対に教えないようにしましょう。

●身に覚えのないメー
ルなどの添付ファイル
は絶対に開かないよう
にしましょう。
●ネットショッピングを利用する際は、
信頼できるお店を選びましょう。
●スマートフォンやパソコンなどの紛
失・盗難に十分注意しましょう。
相談先　県警察本部「総合相談窓口」
043-227-9110または♯9110（プッ

シュ回線の固定電話のみ）平日8時30
分～17時15分
問県警察本部サイバー犯罪対策課

043-201-0110（代）

体罰によらない子育てを広げよう
　子どもへの体罰は法律で禁止されてい
ます。体罰などが繰り返されると、子ど
もの心身の成長・発達にさまざまな悪影
響が生じる可能性があります。
　しつけとは、子どもの人格や才能など
を伸ばし、自立した社会生活を送れるよ
うサポートしていくことです。そのため
には、体罰ではなく、どうすればよいのか
言葉や見本を示すなど、子どもが理解で
きる方法で伝えることが必要です。
　また、「虐待かも？」と思ったら迷わず
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

適切なウイルス対策をしましょう
　新型コロナウイルスの感染を予防する
ためには、手洗いなどが重要です。
　また消毒・除菌剤などを使用する際は、
目的に合った製品を正しく選び、正しい
方法で使用しましょう。
●手指に付くウイルスは洗い流すことが
大切ですが、手洗いがすぐにできない状
況ではアルコール消毒液も有効です。
●テーブル、ドアノブなど物品には、塩素
系漂白剤や一部の家庭用洗剤などが有効
です。有効な洗剤のリストを
N
ナ イ ト

ITE（（独）製品評価技術基
盤機構）のホームページで紹
介しています。
●周りに人がいる状況で、消毒や除菌効
果をうたう製品を噴霧しないようにしま
しょう。

●手指消毒剤は、幼児の目に入る事故な
どを防止するため、設置する場所などに
配慮しましょう。
問県薬務課 043-223-2619

確定申告に関するお知らせ
　令和2年分の所得税、復興特別所得税
の確定申告の相談および受付は2月16日
（火）から3月15日（月）までです。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、確定申告会場は入場制限を
行っており、入場には入場整理券が必要
です。入場整理券は各会場で当日配付、
または「L

ラ イ ン

INE」から事前発行しています。
▶入場整理券は右のQRコー
ドから友達追加して申し込み

　また、感染リスク軽減のためにも、確定
申告はスマートフォンやパソコンでご自宅
から申告することができる「e

イ ー

-T
タックス

ax」を、
ぜひご利用ください。
　詳しくは国税庁ホームページをご覧
になるか、最寄りの税務署にお問い合わ
せください。（最寄りの税務署が分から
ない場合は、下記までお問い合わせくだ
さい。）
問千葉東税務署 043-225-6811
確定申告特集　 検索

発熱などの症状があるときは
　発熱や咳など風邪の症状があるとき
は、必ず事前に、日頃通院している医療機
関か、お住まいの近くの医療機関に電話
で相談してから受診しましょう。
　相談した医療機関で診療・検査ができ
ないときや、どこに電話したらよいか分
からないときは、コールセンターや市町
村、発熱相談医療機関などにお問い合わ
せください。
●千葉県発熱相談コールセンター（24時
間対応。土・日曜日、祝日含む）

03-6747-8414
●千葉市新型コロナウイルス感染症相談
センター（9時～19時。土・日曜日、祝
日は17時まで） 043-238-9966
●船橋市新型コロナウイルス感染症相談
センター（9時～19時。土・日曜日、祝
日は17時まで） 047-409-3127
●柏市受診相談センター（9時～17時。
平日のみ。時間外は音声ガイダンスで対
応可能なコールセンターを案内します。）

04-7167-6777
※その他の相談先は地域ごと
に県ホームページに掲載して
います。
千葉県　熱があるときは　 検索


