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みん なの力で
乗り越 えよう
緊急事態宣言から約2カ月、外出自粛や営業時間の短縮など、感染拡大
防止のため、皆さまには大変なご協力をいただいてまいりました。本当に
ありがとうございます。
また、感染症対応の最前線で昼夜を問わず働いている医療関係者の皆
さまをはじめ、新型コロナウイルス対策に従事する全ての方のご尽力にも、
改めて、心から感謝を申し上げます。
長引く感染症への対応で、皆さまの暮らしや経済活動にも大きな影響が
生じ、大変なご負担になっていると思います。
しかし、
この難局を乗り越え
ていくためには、やはり皆さま一人一人のご協力が不可欠です。県民の皆
さま、事業者の皆さまにおかれましても、引き続き、感染拡大防止対策にご
協力くださいますようお願いいたします。
県としても引き続き、
医療提供体制の確保や円滑なワクチン接種のための

状況が続いていますが、元気な千葉県を取り戻し、輝く未来へつなげて

体制整備、
営業時間の短縮等にご協力いただいた事業者の皆さまへの協力

いけるよう、
「 チーム千葉」一丸となり、最後まで全力で駆け抜けてまいり

この困難を、共に乗り越えていきましょう！
金の支給など、
新型コロナウイルス対策に全庁を挙げて取り組んでまいります。 ます。県民の皆さま、
12年間、
知事として務めさせていただいた私の在任期間も、
あとわずか

千葉県知事

となりました。感染拡大により私たちの生活にも大きな影響が生じ、苦しい

感染拡大防止対策協力金

感染拡大を防ごう
感染症を防ぐためには、小まめな手洗いやマスクの着用、換気と加湿など、
基本的な感染対策にしっかりと取り組むことが大切です。また、不特定
多数が集まり密になるような場所などは、感染リスクが高くなるので避け

感染拡大防止のため、営業時間の短縮（終日休業を含む）にご協力いた
だいた飲食店の皆さまに協力金を支給します。
申請方法や支給対象、支給額など、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。

ましょう。
私たち一人一人の行動が、感染拡大を防ぐ原動力となります。みんなの

40570-003894（土・日曜日、祝日含む9時〜18時）

力で、自分の命、大切な人の命を守りましょう。
問 特措法協力要請電話相談窓口

4043（223）4318

食事のときの感染防止ポイント
飲食のときは
しゃべらない

静かに

問 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

会話のときは
必ずマスク

千葉県感染拡大防止対策協力金

検索

金融支援
中小企業者などの資金繰りを支援するため、実質無利子・無担保・元金
据置 最 大5年間の融 資 制度が利用できます。
（無利子融 資額の上限を
4,000万円→6,000万円に拡大。保証申込期限を令和3年3月31日まで
延長しています。）

問 県経営支援課

4043（223）2707

経営相談
少人数・短時間で
普段一緒に
いる人と

正面や真横を避け
斜め向かいに
座る

中小企業・小規模事業者のワンストップ経営相談窓口を設置しています。
課題解決に役立つ支援メニューや、経営やIT、技術などさまざまな分野の
専門家をご紹介します。
問（公財）千葉県産業振興センター内「チャレンジ企業支援センター」

4043（299）2907
◆掲載の情報は、
2月18日
（木）
時点のものです。
最新の情報は県ホームページ
などをご覧ください。
千葉県
検索
◆発熱などの症状があるときの相談窓口などは、3面で紹介しています。

◆県では、
中小企業などへの支援情報をまとめたガイドブックを
作成しています。
詳しくはホームページをご覧ください。
千葉県 コロナ 支援策 ガイドブック

検索

「ちば県民だより」は、新聞折り込みのほか、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。
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災害に強い千葉県をつくる
東日本大震災から今年の3月11日で10年。県内でも大きな被害があり、
堤防のかさ上げや津波避難訓練など、
さまざまな防災対策を進めてきました。
また、
おととしの房総半島台風
（台風15号）
や東日本台風
（台風19号）
、
10月豪雨などでは、
長期停電や洪水による浸水、
土砂災害などが発生。
問い合わせ
県では、
被災地の復旧・復興に向けた支援を進めるとともに、
県防災政策課
防災対策のさらなる充実を図り、
043
（223）
2163
「災害に強い千葉県づくり」
に取り組んでいます。

九都県市合同防災訓練

3月6日22時〜、チバテレで震災関連の特別番組を放送。3月9日から県ホームページでも配信します▲

津 波 に負けない

東日本大震災では、九十九里沿岸で津波に
よる大きな被害が発生したことから、海岸や
河川で堤防かさ上げなどの対策工事を行って
きました。特に被害が甚大だった旭市の飯岡
海岸では、津波が堤防を超えた場合でも壊れ
にくい構造の堤防整備を行うなど、さらなる
災害に備えた機能強化にも取り組んでいます。
また、海岸の保安林が津波被害の軽減につ
ながったことから、潮風による塩害などにも
強く 、砂浜での生育に適したクロマツなどの
植栽も進めています。
九十九里沿岸の市町村では、14カ所に津波
避難タワーを建設。県では市町村と連携して、
浸水が予想される地域の住民が実際に避難を
行う津波避難訓練などにも取り組んでいます。

津波から身を守ろう

いいおか

標高6㍍を目安に堤防をかさ上げ

※

海岸の近くで強く揺れた ・長時間揺れた
津波警報などが発表されたら ※震度4程度以上

急いで海岸から離れ
なるべく高い、安全な場所へ避難！
原則、徒歩で避難します。徒歩での避難が難しく、車での避難が
必要なときは、市町村の避難計画に従い安全に避難しましょう。
津波は繰り返し来襲し、遠方で発生した地震により大津波が押
し寄せる場合もあります。警報が解除されるまで油断せず、避難
を続けましょう。

道 路 の防災対策

停 電 からの早期復旧

おととしは、大雨や暴風による道路
のり面の崩落や倒木などで、多くの道路
が通行止めになりました。このため、災
害時でも通行を確保し、応急対策をス
ムーズに行えるよう、緊急輸送道路の整
備や道路のり面対策、橋りょうの耐震補
強、電線類の地中化など、災害に強い道
づくりを進めています。

おととしの災害で大きな問題となっ
た長期停電対策として、東京電力パワー
グリッド㈱と「災害時における停電復旧
及び停電の未然防止の連携等に関する
基本協定」を締結。電力復旧作業を妨げ
る道路上の倒木除去への対応や、連絡体
制の構築など、連携して取り組みを進め
ています。

道路のり面
（道路脇の斜面）
を補強

治 水 対策の充実

行 政 の災害対応力

おととしの10月豪雨により甚大な被
害が生じた一宮川流域では、
令和11年度
末までに、関係市町村と連携した
「一宮
川流域浸水対策特別緊急事業」を実施し、
同規模の降雨に対して、家屋や主要施設
の浸水被害ゼロを目指します。中流域で
は、
洪水を防ぐため川幅を広げたり、
調節
池を増設するなど整備を進めています。

おととしの災害の経験を踏まえ、配備
基準や、被害情報の収集体制を見直し、
初動対応の迅速化を図りました。
また、災害時に人的・物的支援がどの
程度必要かなどを把握するため、県から
市町村に派遣する情報連絡員を事前に
指定し、早期に情報収集できる体制を整
備しています。

いちのみやがわ

被災当時の茂原市内

洪 水 からの迅速な避難

オール
千 葉 で防災力向上

氾濫した際に被害の大きい「水位周知
河川」とその支川、合わせて120河川に
ついて浸水想定区域図を公表しており、
この他の河川についても、今後、浸水想
定図を作成します。これらは、避難に必
要なハザードマップの基本となるもの
で、県では、関係市町村にデータを提供
し、
作成方法などの助言を行っています。

災害の被害を減らすためには、
県や市
町村が行う
「公助」はもとより、
自分の命
は自分で守る
「自助」
、
自分たちの地域は
自分たちで守る
「共助」
の取り組みが大切
です。県では、
国や市町村と連携した大
規模な訓練や住民参加型の訓練など、
さ
まざまな訓練を実施するとともに、地域
の防災活動も積極的に支援しています。

浸水想定区域図

協定締結の様子

災害対策本部事務局図上訓練

ボランティアセンター運営訓練

ハザードマップは各市町村で配布しています。また、
千葉県防災
ポータルサイトでも、最新の災害情報などさまざまな防災情報を

防災についての知識を、
子どもにも分かりやすいアニメ
動画で紹介しています。家族みんなで防災力を高めま

提供しています。

しょう。

防災ポータル 千葉

検索

防災動画 千葉

検索
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●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。

4月からチーパスが変わります！

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
まずは、
きは、必ず事前に、日頃通院している
かかりつけ医などに
医療機関か、お住まいの近くの医療
電話で相談
機関に電話で相談をしてから受診し
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。
相談先
●千葉県発熱相談コールセンター
03（6747）
8414
（24時間対応。土・日曜日、
祝日含む）
●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

子育て世帯の皆さまが現在お使いの子育て家庭優待カード
「チーパス」は、今月31日に使用期限を迎えます。新しいチーパス
は、お住まいの市町村の受取窓口で配布しています。なお、県内の
小・中学校、幼稚園、保育所などに通うお子さんがいるご家庭に
は、各学校・施設を通じて3月末までに配布する予定です。
市町村での配布方法や受取窓口については、専用ホームページ
※1
「チーパスねっと」 に掲載されている各市町村担当課までお問い
合わせください。
新しいチーパス

現在のチーパス

令和3年4月1日からご利用

使用期限：令和3年3月31日まで

いただけます。

※期限後は利用できません。

●柏市受診相談センター
04（7167）
6777
（平日9時〜17時。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）
※その他の市町村や、発熱相談医療機関などの相談先一覧は、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

チーパスがさらに便利になります
検索

一人で悩まないで 相談してください
毎年3月は
「自殺対策強化月間」です。自殺は、精神的に追い込まれたり、
うつ病などの精神疾患を発症したりして、
正常な判断ができないとき、
起こり
やすくなります。こうした状況は、誰にでも起こり得ることです。
いろいろな悩み事などを抱えている方は、
ご相談ください。

暮らしとこころの相談会（相談無料・予約不要）
生活トラブルなどの法的問題や心の悩みについて、弁護士、精神保健
福祉士や臨床心理士らがお聞きする相談会を実施します。
日時 3月27日（土） 13時〜16時（最終受付15時30分）
場所 船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階
千葉県弁護士会 京葉支部
（JR船橋駅または京成本線京成船橋駅から徒歩約7分）
043（227）8431
問い合わせ 千葉県弁護士会
相談会の他、こちらの窓口もご利用ください。
●こころの悩みに関する相談
千葉いのちの電話
043（227）3900（24時間365日対応）
心の健康相談
（千葉県精神保健福祉センター）
043（263）
3893
（平日9時〜18時30分）
●人間関係や仕事、経済的な悩みなど
（279）
338
よりそいホットライン 70120
（通話料無料、
24時間365日対応）

0120
（773）
776

●教育や学校生活についての相談
千葉県子どもと親のサポートセンター
70120
（415）446（通話料無料、
24時間365日対応）
●子育てのことで悩んだら
子ども・家庭110番
043
（252）
1152
（土・日曜日、
祝日含む8時30分〜20時）
●児童虐待かも？と思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル 局番なし
（通話料無料、
24時間365日対応）

いちはやく

189

●配偶者などからの暴力についての相談
千葉県女性サポートセンター
043（206）8002 （24時間365日対応）
※メールやチャットでの相談は、
「DV相談プラス」
で検索
●差別やいじめなどで悩んだら
全国共通人権相談ダイヤル
（みんなの人権110番）
0570
（003）110（平日8時30分〜17時15分）
●労働問題についての相談
043（221）2303
千葉労働局総合労働相談コーナー
（平日8時30分〜17時15分）
※県内全ての労働基準監督署とハローワークにも相談窓口が設置されています。

チーパスは、これまで「中学校修了までのお子さんまたは妊娠中
の方がいるご家庭」に配布していましたが、さらに子育て家庭を
応援するため、今年の4月から対象年齢を「18歳未満まで」に引き
※2
上げます。
※3
また、今年の4月から電子版チーパスの配信を始めます。
※1 現行の専用ホームページ
「チーパスねっと」
は、
今月末に終了するため、
今月末
に数日間、
閲覧できなくなります。
※2 新しいチーパスの使用期限は、
一番年下のお子さんが満18歳になって初めて
迎える3月31日までです。
※3 ウェブサイト・アプリ
「チーパス・スマイル」
での利用登録が必要です。

問い合わせ

県子育て支援課

043
（223）2589

改正高年齢者
雇用安定法が
令和3年4月から施行されます
高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者が活躍できる
環境を整える法律です。
今回の改正により、これまでの65歳までの雇用を確保する義務
に加え、新たに70歳までの就業機会を確保することが努力義務と
して設けられました。
▶対象となる事業主
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
65歳までの継続雇用制度
（70歳以上まで引き続き雇用する制度
を除く）
を導入している事業主
▶対象となる措置（高年齢者就業確保措置）
次の①〜⑤のいずれかの措置を設けるよう努めてください。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託や出資（資金提供）などをする団体が行う社会貢献事業
※④、⑤については、労働者の過半数を代表する労働組合が有る場合
にはその労働組合、無い場合には労働者の過半数を代表する者の
同意を得る必要があります。

◆詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
千葉 ハローワーク

問い合わせ

千葉労働局職業対策課

043（221）4392

検索
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ちばの春を感じよう
問い合わせ

県生産振興課
県流通販売課

ちばのイチゴ紹介動画を公開中▶
ちばのイチゴ紹介動画を公開中
▶

043
（223）
2871
043
（223）
3085

※

千葉県は産出額全国2位 を誇る切り花の産地。
「千葉県を一回りすると
花屋ができる」といわれるほど栽培される品種も多彩です。
※平成30年 農業産出額

ストック

カーネーション
きょなん

主な産地 南房総市、館山市、いすみ市など
黄 や ピ ン ク、紫
など愛らしい色合
い で 香 り も 良 く、
12月〜5月の長い
期 間、店 頭 に 並 び
ます。国内産の約
4割が千葉県産で、
産出額は全国1位。県内の優れた育種家が
※
世界で初めてスプレー咲き の
「カルテット・
シリーズ」を発表するなど、海外でも高い人気
を得ています。

南房総市、鋸南町、鴨川市、香取市
など
赤や白などの定
番色からブラウン
系の落ち着いた色
味まで多様な色合
い で、フ リ ル が 効
いた花びらや香り
のあるものなど種類も豊富。県内では200
種以上の品種が栽培されています。花持ち
もよく、花束やアレンジメントなど、さまざま
な形で楽しめます。

カラー

主な産地 南房総市、
鴨川市、
富里市、
旭市、
佐倉市
など
さまざまな品種
が栽培され、花色も
豊富です。
県内で広く生産
されている「オリエ
ンタル」という品種
は、日本に自生している原種から交配されたもの
です。豊かな香りと大きく開くあでやかな花が
美しく、
つぼみが次々と咲くので長く楽しめます。

おうち時間を華やかに
自宅に花を飾って、ゆっくりと楽しんでみません
か。甘い香りと華やかな色合いに、雰囲気がぱっと
明るくなりますよ。県産の花は道の駅や直売所など
でも販売しています。

主な産地

※一本の茎から枝分かれして花が咲く品種

ユリ

県では駅や金融機関、
郵便局などに県産の花を展示してPRしています

主な産地 君津市、芝山町など
君津地域は、豊富
な湧き水を利用した
全国トップクラス
※1
の湿地性カラー
の 産 地 で す。 花 は
大きく、透き通るよ
うな白色が特徴で、
ブライダルやアレンジメントに利用されていま
※2
す。また、芝山町では畑地性カラー が栽培され、
小ぶりで多様な花色が花束などに人気です。

花を長く楽しむポイント
●飾る前に茎の先を
数㌢斜めに切る。
（水中で切るのがおすすめ）
●生けたとき水に漬かる部分の葉を取り除く。
●花瓶は洗剤で洗ってから使う。
●涼しく、風の当たらない場所に飾る。
●水は毎日変えて、いつもきれいに保つ。
（市販の鮮度保持剤を利用してもよいでしょう。）
時間がたったら茎を短く
切ってグラスなどに飾ると
長く楽しめます。

ޔ᷸ᥧߦ୦ߣᩲၮ
ߑࠈࠇޕ߫ޡ⧏ߪ߬ߝޠ
↦ߤᶗ⾍߈ㄮߋ
ᣃ㞳ߦ⁂ᘓߣ߆ደߍ
ߣ߉ߺߕ⧏ޖᜭߝ߾
ࠄߋ㐴ߋ㘽ࠈࠇߪߣޕ
ߐኆᐹߪᓁࠆߧ߀߇
߈ߣߕ߇㧪
花生産者
やまざきゆう た

山﨑佑太さん（館山市）

※1 水田で栽培するカラー ※2 畑で栽培するカラー

県内各地には、イチゴ狩りができる施設や直売所などが
たくさんあり、さまざまな品種が販売されています。

あきひめ

か

とちおとめ

章姫

ふさの香

艶のある
しっかりとし
た大きな果実
が魅力。果汁たっぷりで、
程よい酸味と強い甘みが
特徴です。

口当たりが
柔らかく酸味
が少ないため、
甘みをしっかり感じられ
ます。形はやや長めの円
すい形です。

千葉県のオ
リジナル品種。
口当たりがよ
く、爽やかな桃のような
香りが特徴で、
糖度が高く
酸味は少なめです。

チーバベリー
千葉県のオ
リジナル品種。
大粒できれい
な円すい形、
鮮やかな赤色
をしています。程よい酸
味で甘さが引き立ちます。

直売所のイチゴはとびきり甘い♥
イチゴ狩り施設や直売所などでは、完熟するまで育て
てから収穫したイチゴを販売しているので、とっても甘
いイチゴが楽しめます。
直売も行っているイチゴ狩り施設は
こちら▶ いちご園のテイクアウト情報

イチゴの上手な保存法
①傷んでいるイチゴを取り除き、水気を拭き取る。
②食品保存容器に乾いたキッチンペーパーを敷き、
ヘタの部分を下にして重ならないように並べる。
③キッチンペーパーをかぶせて、食品保存容器のふ
たを閉め、冷蔵庫の野菜室で保存する。
※水気が付いていると傷みやすい
ので、食べる直前に洗いましょう。
▶8面「旬のレシピ ちばの味」ではイチゴ大福
を紹介しています。

ߟ⌁߀ߓߖߖޔ
⿓ߦ࠘࠵ࠨߣߑ⊞ޕ
ߺߧߑߑࠀ߇ߦᐙߗ
ߪ߮ߤߤ߉ࠎ߆ደߍ
ߣ߉ࠇࠄ߂ޕગ㑇ߤ
ߤ߾ߧఱߧ߈ࠏ߬ߟ
ߢ߀ߺߕޔޔޖ
イチゴ生産者

検索

す ごう じゅん いち

周郷淳一さん（八千代市）

※イチゴ狩り施設では感染防止対策に工夫して取り組んでいます。感染拡大状況に注意してお出掛けください。

花やイチゴのお取り寄せ情報はこちら▶ 教えてちばの恵み

検索

5

●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。
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「ちばアート祭2021」の
作品を募集しています！
111件の
「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」を
テーマにした絵画・写真作品を募集しています。
応募いただいた作品は原則全て、今年の8月に県立美術館などで開催する
「ちばアート祭2021」で展示します。
皆さんからの「ちば文化資産」の魅力溢れる作品をお待ちしています！

まさ
え

①絵画（画材自由） キャンバスはF15号、
画用紙などはハガキサイズ以上八つ切り以下
②写真 A4サイズ
（900万画素以上を推奨）
③Instagram 「 ＃ ち ば ア ー ト 祭2021応
募」
、
「＃
『対象としたちば文化資産名』
」をつ
けて投稿
イ

ン

ス

タ

申込方法

グ

ラ

ム

郵送または応募フォーム

受付期間 5月10日
（月）
（必着）
※ 詳しくは、作品募集チラシまたは県ホーム
ページをご覧ください。

そう
わ

問い合わせ

ひらかわ

勢 力 争いを 描いた

部門と作品サイズ

写 真 部 門 幼 児・ 小 学 校 低 学 年
の部受賞 平川 宗和さん
﹃わたぐもとポートタワー﹄

り﹂では︑着物や侍衣装を着た人々や

で有 名となり︑舞

台 と なった 旭 市 や

東 庄 町 には 彼 らの

物語︒講談や浪曲

きき

ゆ か りの 場 所 や 遺

の う た だ た か

品が残ります︒

いい

歳から
年余り

伊伊 能能 忠忠 敬敬 旧 宅︵ 香 取 市 ︶

さまざまな催しで賑わいます︒︵今年

は中止︶

ここ みなと

お お たた

小小 湊湊 鉄 道 と そ の 沿 線 の 景 観︵ 市

原市／大大多多喜喜町︶

１９２５︵ 大 正

︶年 に 開 業 し ︑

市 原 市 から 大 多 喜

製した伊能忠敬が

日本で初めて正確な測量地図を作

を 過 ごした 屋 敷 ︒

30

町 まで を 走 る 小 湊

面影を残す駅舎や赤い車両が田園風

鉄道︒開 業当時の

でいたこ と か ら 土

蔵 造 りの 店 舗 や 書

酒 造 業 などを 営 ん

で ん

院が残り︑
国指定史

跡となっています︒

問い合わせ 県県民生活・文化課

043︵223︶2408 ちば文化資産 検索

景 に 溶 け 込 み ︑季 節 な ら で は の ト

ここ

ロッコ列車特別運行も人気です︒

て ん ぽ う す い

とうのしょう

いいおかすけ ご ろう

天天保保水水滸滸伝伝を伝えるゆかり
の地
︵旭市／東東庄庄町︶

ささがわしげぞう

17

14

きたざわ

ちば文化資産シリーズ㉖
﹁天保水滸伝﹂は江戸時代に実在

きょう か く

した侠客︑笹川繁蔵と飯岡助五郎の

絵画部門高校生・一般の部受賞
北澤 聖江さん
﹃佐原大祭
〝小野川沿いの山車〟
﹄

佐 倉 城 跡・ 城 下 町 と 時 代 ま
つり
︵佐倉市︶

１６１１︵慶長

︶年から築城さ

れ︑有力な譜代大

名 が 代 々当 主 を 務

めた佐倉城︒城址

公園を中心に開催される﹁時代まつ

16

事業受託者（株）オニオン新聞社
043（201）8811
ちばアート祭2021作品募集

検索

「ちばアート祭2020」受賞作品の一部です

「がん検診」を受けましょう
がんは身近な病気です

地元で働きたいきみへ！
Jobway ちば合同企業説明会 in ペリエホール
ジ ョ ブ ウ ェ イ

県内での就職に興味がある学生の方などを対象に、県内の
企業約35社と出会える合同企業説明会を開催します。

がんは、国民の2人に1人がなるといわれている、とても身近な病気です。
県では、1982（昭和57）年以降、がんが死亡原因の第1位となっており、
2017（平成29）年には4万6千人以上の方が新たにがんと診断されています。
「早期がん」は無症状であることがほとんどです。がんの早期発見・早期治療
につなげるためには、自覚症状のない全ての人が定期的に検診を受けることが
大切です。

安全・安心な検診が実施されています

2022（令和4）年3月に大学・短期大学などを卒業
予定の方。または、2022（令和4）年3月時点で大学・
短期大学などを卒業後3年以内の方
日時 3月12日（金）、5月22日（土）
各日9時30分〜16時40分
会場 ペリエホール（JR千葉駅直結 ペリエ千葉7階）
※服装自由・予約不要。参加企業など詳しくはホームページ
ジョブウェイ 検索
をご覧ください。

検診機関では、消毒や換気など新型コロナウイルスの感染防止対策が行われ
ています。感染を心配して受診を控えることなく、がん検診を受けましょう。

問い合わせ 千葉県中小企業家同友会

問い合わせ

対象

043（222）1031

受診方法は？
がん検診は、
お住まいの市町村で行っています。受診方法など詳しくは市町村
のがん検診担当課へお問い合わせください。勤め先や健康保険
組合などでもがん検診を実施している場合がありますので、ご確認
千葉県 市町村 がん検診 検索
ください。
県健康づくり支援課

043（223）2686

★詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。

千 葉 県 知 事 選 挙

災害時の帰宅について考えましょう
災害発生直後に、多くの人が一斉に徒

山武合同庁舎 仮移転のお知らせ

歩で帰り始めると、沿道の火災や建物か

山武合同庁舎建て替えのため、3月15日

らの落下物、集団転倒など思わぬ事故に

（月）から山武地域振興事務所、東金県税
事務所、
東上総教育事務所山武分室が仮設

巻き込まれる恐れがあります。
災害が発生したら、
むやみに移動せず、

庁舎へ移転し業務を開始する予定です。

まずは身の安全を確保し、職場や学校な

仮設庁舎住所 東金市東新宿17-6

どの安全な場所にとどまり、状況が落ち

また、山武農業事務所の企画振興課は
東金合同庁舎、改良普及課は同事務所両

着いてから帰宅しましょう。
【日頃の準備が大切です】

総用水管理課庁舎へ仮移転しました。

●家族と安否確認の方法や集合場所につ

東金合同庁舎住所 東金市東新宿17-6

いて話し合っておきましょう。

山武農業事務所両総用水管理課庁舎住所

●職場などに飲料水や食料、
携帯ラジオ、

東金市田間2-14-2

モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中

※各機関の電話番号およびファクス番号

電灯などを用意しておきましょう。

に変更はありません。

●徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路にあ

問 山武地域振興事務所

る支援を受けられるコンビニエンススト

東金県税事務所

0475-54-0222

アやガソリンスタンドなどを確認してお

0475-54-0223

きましょう。

東上総教育事務所山武分室

問 県防災政策課

043-223-3404

0475-54-1041
山武農業事務所

0475-54-1122

または県資産経営課

043-223-2045
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3月21日（日）

投票
時間

7時から
20時まで

当日投票できない方
投票日当日、仕事など用事があり投票に行けない方は、
期日前投票または不在者投票ができます。
期
間 3月5日（金）から20日（土・祝）まで毎日
投票時間 原則8時30分から20時まで

新型コロナウイルス感染症対策について
選挙管理委員会では、アルコール消毒液の設置や換気など、投票所内での感染対策
に取り組んだ上で選挙を実施します。マスク着用、咳エチケットの実施などにご協
力ください。
また、投票日当日、投票所に人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的
な利用をお願いします。

令和2年12月4日（金）以降に県内で転居された方
一定の要件を満たす場合、投票の際に「引き続き県内に住所を有することの証
明書」を提示するか、投票所で投票管理者に対して「引き続き県内に住所を有す
ることの確認の申請」をすることにより、旧住所地で投票することができます。
詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
問 県選挙管理委員会

043-223-2142

千葉県選管

検索

献血にご協力をお願します
〜 3月は献血推進強調月間〜
医療に必要な血液は人工的に作ること
ができず、皆さんからの献血によって支
えられています。
特に、春先は気候の変化や風邪などで
体調を崩す方が増えることなどから献血
者が減少し、
血液が不足しがちです。

徒歩帰宅を支援する施設はこのステッカーが目印

賃貸住宅退去の際の
原状回復トラブルにご注意！
3月は引っ越しが多くなる時期です。

看護職員の離職時の届け出

ご存じですか？民生委員・児童委員

看護職員
（保健師、
助産師、
看護師、
准看

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣

護師）が離職などで看護業務に就かなく

から委嘱されたボランティアです。地

なった場合には、県ナースセンターに届

域住民の身近な相談相手とな

け出が必要です。

り、支援を必要とする住民と

届け出がお済みでない方、退職を予定

献血は、県内6カ所の

賃貸住宅を退去する際に、
「原状回復費用

されている方は専用サイトから届け出る

献血ルームと各地を巡

として高額な修理代を請求された」など

かお問い合わせください。

回する献血バスで実施

の相談が寄せられています。
改正民法では、
「通常使用や経年劣化に

しています。
皆さまのご協力をお
願いいたします。

けんけつちゃん

●モノレールちば駅献血ルーム
（千葉モノ
043-224-0332

●津田沼献血ルーム
（JR津田沼駅北口津
田沼パルコB館6階）

047-493-0322

●柏献血ルーム（JR柏駅東口榎本ビル

プ役を務めています。
【活動例】
・高齢者や障害者の相談に乗り、福祉

希望する方へのさまざまな支援も行って

サービスなどの情報を提供

よる傷や汚れの原状回復は、借主の義務

います。ぜひご利用ください。

・高齢者や子育て中の方が孤立しないよ

ではないこと」
が明記されました。

問 千葉県ナースセンター
（平日9時〜17時）

043-247-6371

退去の際にはできるだけ借主と貸主の

県内の献血ルーム
レール千葉駅構内）

また、
県ナースセンターでは、
再就職を

行政や福祉機関をつなぐパイ

双方が立ち合い、住宅の状況を確認して
ください。
また、新規の入居契約をするときは、
契約書の特約事項をよく確認し、入居前

とどけるん

検索

う、
交流の場をお手伝い
・自治会と協力しながら、災害時に支援
が必要な方の避難体制をつくる

自動車の登録手続きを忘れずに
自動車税
（種別割）

・小学生の登下校の見守り
・介護保険、
生活困窮、
ひとり親に関する
相談 など

からある傷や汚れなどの写真を撮り、

の納税通知書は、4月

04-7167-8050

貸主や管理会

1日現在の登録に基

る方は、
お問い合わせください。

●松戸献血ルームPure（JR松戸駅西口

社と一緒に確

づいて送付されます。

問 お住まいの市町村民生委員担当課

047-703-1006

認しておきま

自動車を譲渡したときや住所を変更した

または県健康福祉指導課

しょう。

ときなどは、管轄の運輸支局などで必ず

5階）
松戸ビル1階）

●献血ルームフェイス
（JR船橋駅南口
Faceビル7階）

民生委員・児童委員について興味のあ

047-460-0521

お困りの場

●運転免許センター献血ルーム
（千葉運

合はご相談く

問 千葉運輸支局

ださい。

または次の自動車検査登録事務所

転免許センター内）

043-276-3641

問 千葉県赤十字血液センター

県薬務課
千葉県 献血

検索

問 局番なし

登録事項の変更手続きをしてください。

188（最寄りの消費生活

050-5540-2022

043-223-2615
民生委員 千葉県

検索

確定申告の期限が延長されました

野田

050-5540-2023

令和2年分確定申告
（申告所得税・贈与

047-457-0711

相談窓口につながります）

習志野

050-5540-2024

税・個人事業者の消費税）
の申告・納付期

043-223-2614

または県消費者センター

袖ヶ浦
自動車税 千葉県

050-5540-2025
検索

限は、
4月15日
（木）
まで延長となりました。

047-434-0999

問 千葉東税務署

043-225-6811

7 ちば県民だより 令和3年
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●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。
●警察署・幹部交番・白井分庁舎
平日：8時30分〜12時、
13時〜17時

点訳・音訳ボランティア養成講座
視覚障害者のための
「点字図書」
「声の

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

図書」
製作ボランティアを養成します。

（祝日・振休、
年末年始を除く）
※必要書類についてはホームページをご
覧になるかお問い合わせください。
【原動機付自転車の新規免許試験などの

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

日 4月から令和4年3月

隔週全20回

実施日変更】 4月から原動機付自転車
（原付）
の新規免許試験・講習の実施日が

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。

点訳：火曜日午前、
音訳：木曜日午前

※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。

定 点訳20人、
音訳20人

変更になります。また、
これまで、
試験合格

※「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。

申 申込書を郵送

者のみを対象としていた講習は、
不合格者

自衛官などの採用試験

▶木造建築士 学科：7月11日
（日）
、設

※募集要項・申込書は、点訳・音訳のど

や受験前の方でも受講可能になります。

計製図：10月10日
（日）

ちらかの希望を明記し、84円切手を貼っ

〈原付免許試験・講習の実施日の変更内容〉

申 ホームページから申し込み

て返信用宛先を書いた封筒を同封して請

※ホームページからの申し込みが行えな

求。ホームページからダウンロード可

対 各試験区分によって異なります。詳し

い場合は、4月7日
（水）
までに問い合わせ

料 教材費など
（1万円以内）

くはホームページをご覧になるかお問い

先に連絡

受 4月9日
（金）
まで
（必着）

合わせください。

料 18,500円

※詳しくは募集要項をご覧ください。

日 ①一般幹部候補生
「大卒程度試験」
、

受 4月1日
（木）
10時〜15日
（木）
16時まで

問 〒284-0005四街道市四街道1-9-3

問（公財）
建築技術教育普及センター

視覚障害者総合支援センターちば

「院卒者試験」
：5月8日
（土）
、
9日
（日）

03-6261-3310

②歯科・薬剤科幹部候補生：5月8日
（土）
③医科・歯科幹部：6月25日
（金）
④一般曹候補生：5月21日
（金）〜30日
（日）
のうち、
いずれか1日を受付時に指定
⑤自衛官候補生：受付時に指定

建築技術教育普及センター

検索

県立千葉大宮高校通信制の課程
三期入学者選抜

点訳係または音訳係

043-424-2390

千葉県視覚障害者福祉協会

検索

千葉交響楽団第109回定期演奏会
「初々しさと円熟と」

申 願書を問い合わせ先または船橋、
市川、

対 中学校を卒業した方

柏、千葉、茂原、成田、旭、木更津、館山の

日 4月8日
（木）

エ奏者、浅原由香さんが奏でる協奏曲や

千葉交響楽団が誇る新進気鋭のオーボ

各自衛隊事務所へ持参または郵送

内 面接および作文

ブラームスの最高

※願書は問い合わせ先に請求

申 願書などを持参または郵送

傑作をお贈りしま

受 ①②4月28日
（水）
まで
（必着）

※願書は問い合わせ先または県教育庁学

す。魅力あふれる

試験・講習実施日
実施場所

令和3年
4月以降

現状

試験…月・火・水・
千葉
木・金曜日 月・水・
運転免許
講習…月・水・
金曜日
センター
金曜日
流山
月・ 火・ 水・ 木・ 火・
運転免許
金曜日
木曜日
センター
※祝日・振休および年末年始を除く
※試験受付時間：8時30分〜9時30分、
講習受付時間：10時30分〜11時
（各免
許センター共通）
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

③6月11日
（金）
まで
（必着）

習指導課で4月1日
（木）
から配布します。

響きをたっぷりと

④5月11日
（火）
まで
（必着）

詳しくはお問い合わせください。

ご堪能ください。

⑤年間を通じて行っています

受 4月2日
（金）
9時〜16時30分、5日
（月）

日 5月29日
（土）
14時開演
（13時15分開場）

受付期間 3月12日
（金）
まで

問 〒263-0021千葉市稲毛区 轟 町1-1-

17 防衛省自衛隊千葉地方協力本部
043-251-7151
自衛隊 千葉

検索

令和3年度前期技能検定

千葉県債（10年債）を発行します

会 習志野文化ホール
（JR総武線津田沼駅

償還方法 10年満期一括

から徒歩4分）

償還期日 令和13年3月25日

問 〒264-8505千 葉 市 若 葉 区 大 宮 町

曲目 武満 徹 ／弦楽のためのレクイエ

購入可能額 1万円〜上限なし
（1万円単位）

2699-1 県立千葉大宮高校

ム、R.シュトラウス／オーボエ協奏曲ニ

利払い 年2回
（9月､3月）

長調、
ブラームス／交響曲第4番ホ短調

利率 ホームページをご覧になるかお問

9時〜16時
（郵送の場合は5日16時まで
（必着）
）

043-264-1981

料 S席：4,000円、A席：3,000円、B席：

い合わせください。

対 各職種において所定の実務経験など

令和3年度入学者選抜 千葉県

検索

2,000円
（全席指定）

千葉興業、
京葉
取扱窓口 ▶銀行：千葉、

を有する方

問（公財）
千葉交響楽団事務局

の本支店 ▶証券会社：大和、三菱UFJ

043-222-4231

等級 1級〜 3級、
単一等級
職種 造園、機械加工、電気機器組立て、
塗装など51職種

千葉交響楽団

検索

県営住宅の入居者

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

申 所定の払込用紙で受検手数料を払い

対 原則、
同居親族があり、一定の収入以

人確認書類③印鑑④利息などを受け入れ

込み、受検申請書・郵便振替払込受付証

下の世帯で、
県内に住民登録している方

る通帳

明書など指定の書類を簡易書留で郵送

申 所定の申込用紙に記入し郵送

※受検申請書は問い合わせ先に請求

受 4月1日
（木）
〜15日
（木）
消印有効

受 4月5日
（月）
〜16日
（金）
消印有効

※申込用紙は、市役所・町村役場、県各

問 〒261-0026千葉市美浜区幕張西4-1-

地域振興事務所、県各保健所
（健康福祉

転居や婚姻などで住所や本籍、氏名に

融機関により、申し込みに必要なものが

10 千葉県職業能力開発協会

センター）、住まい情報プラザ、県立中央

変更があった方は速やかに運転免許証の

異なることがあります。詳しくは取扱窓

図書館などで3月下旬から配布します。

記載事項変更届出を行ってください。

口にお問い合わせください。

043-296-1150
千葉県職業能力開発協会

検索

二級建築士・木造建築士試験
▶二級建築士 学科：7月4日
（日）
、
設計
製図：9月12日
（日）

運転免許センターからのお知らせ
【住所変更手続きのご案内】

※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

（市原市）
・蔵波
（袖ケ浦市）
県営住
※菊間

＜受付場所・時間＞

※令和3年度の発行計画は4月号に掲載

宅は常時募集を行っております。

●千葉、
流山運転免許センター

予定です。

問 〒260-0016千葉市中央区栄町1-16

平日：8時30分〜11時45分、
13時〜17時、

問 取扱窓口または県財政課

043-222-9200
千葉県住宅供給公社
千葉県営住宅 空家募集
検索

043-223-2074

日曜日：8時30分〜11時、
13時〜16時
（祝日・振休、
年末年始を除く）

千葉県債

検索

●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。
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外出ができないときでも、お出掛け気分を味わおう！

イチゴ大福

チーバくんの 今日は

手作りに挑戦！

181

〈材料〉2人分（6個）
イチゴ 6粒（1粒15㌘前後） 砂糖

40㌘

150㌘ 水

白玉粉

※新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、適切な時期に外出するようお願いします。
（外出する際は、マスクの着用など感染症対策にご協力ください。）
つばき こう

えん

椿公園（いすみ市）
見

頃

2月下旬〜3月下旬

約2.75㌶の広大な敷地に約1,000種、約1,000本のツバキが咲き
誇る公園。開花時期がそれぞれ異なるため、
訪れる時季によって色や形の
違うさまざまなツバキが楽しめます。敷地内には、原生林や池もあり、
野鳥や昆虫の観察もできます。
色とりどりのツバキに囲まれながらのんびり
過ごしてみませんか。

120cc

80㌘ 片栗粉

※同公園内にある吊り橋は老朽化のため通行
止めになっています。

適宜

（1個分／約160㌔㌍ 脂質0.03㌘ 食塩相当量0.025㌘）

広大な自然が魅力です
↓

あん

椿公園

【作り方】
① イチゴは洗ってへたを取り、
水気を切っておく。
② あんを6等分にして、
イチゴを1粒ずつ包む。
③ 大きめのボウル
（電子レンジ対応）
に白玉粉と砂糖を入れ、
水を
少しずつ加えながら、
粉っぽさがなくなるまでヘラでよく混ぜる。
④ ③にラップをかけ、600Wの電子レンジで2分30秒加熱する。
全体をしっかりとかき混ぜたら、
さらに1分30秒加熱して、
生地に透明感や粘りが出るまで練り混ぜる。
⑤ 片栗粉を敷いたバットの上に④をのせ、5分ほど置いて粗熱
を取る。片栗粉をまぶしながら6等分にする。
⑥ ⑤を広げて②を包む。
<コツ>
小ぶりのイチゴを使うと包みやすいです。生地を冷まし過ぎる
と、
固くなり包みにくくなります。翌日に食べる場合は、
砂糖の分
量を少し増やすと生地の水分が保たれて、
柔らかさが持続します。
〔調理協力・千葉伝統郷土料理研究会〕

イチゴの豆知識
県産の産出額は全国第9位。千葉県のイチゴといえば、
オリジ
ナル品種
「チーバベリー」
。完熟の状態がとてもおいしいイチゴで、
3月以降に安定して収穫できるため、
イチゴ狩りに適した品種です。
果肉の中まで鮮やかな赤色をしているので、
ジャムやジュースで
も楽しめます。

上総
いすみ鉄道
一ノ宮
いすみ市役所 新田川
大原中
国道465号
塩田川
大原駅

JR外房線
勝浦
↓

043（223）2241

﹇タテのカギ﹈
①丸い形が特徴です︒ソース
などをかけてアツアツをい
ただきます︒
②
﹁1︑
2︑
3⁝﹂
はアラビア○
○○といいます︒
③自然 災 害に備 えて︑○ ○ 管
理を意識しましょう︒
④モグラが土の中で掘るもの
といえば？
⑥赤色が一般的︒緊急時に薬
剤を放射します︒
⑨部屋を仕切るときに使うも
の︒目隠しにもなります︒

「八千代ふるさとステーション」
と
「やちよ農業交流センター」
からなる道の駅。ふるさとステーションには、直売所のほか、
市内の有名店が運営する
「やちよ道の駅食堂」があり、こだ
わりのラーメンが人気です。農業交流
センターでは、季節ごとの農業体験や
八千代産の野菜を使った料理教室
などが行われています。
また、2つの施設の間を流れる新川
四季折々の花が店頭で販売されています
市内の酪農家が作ったアイ
は桜の名所としても有名です。
しんかわ

スクリーム工房もあります

2

3

国道16号

2

5

6

7

8

6

カ
8

9

7

イ ン セ キ
ン

11

11
12

15

2

30

ウ

ク セ

12

ジ シ ン

センキョクン
（せんきょ君）

※応募いただいた個人情報は、
プレゼントの発送のみに使用し、
それ以外の目的には使用しません。

「千葉ブランド水産物」をプレゼント！
県が自信を持ってお薦めする「千葉ブランド水産物」
の中から、2品をセットでお届けします！（お取り
寄せもできます。 千葉県産

お取り寄せ

検索

）

さばてり焼きスモーク

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

ク
オリンピッ ックが
パラリンピってくる！
や

13

10

リ

コ マ

9

3

ガ ク フ

かつ た だい

に
千葉 県

10

リ ユ ウ セ イ

八千代ふるさと
ステーション

4

5

2月号の正解
3
4
キ シ
ヨ ホ ウ

1

※新型コロナウイルス感染症の影響や、季節により営業時間が変更になる場合が
あります。最新情報など、詳しくはホームページをご覧ください。
場所 八千代ふるさとステーション 八千代市米本4905-1
やちよ農業交流センター 八千代市島田2076
休館日 毎月第2月曜日
（祝日の場合は第3月曜日）
交通 京成本線勝田台駅からバス「米本団地」下車徒歩7分。無料駐車場あり（ふる
さとステーション普通車110台、農業交流センター普通車109台）
問い合わせ 道の駅やちよ（八千代ふるさとステーション） 047（488）6711
よなもと

道の駅やちよ

便番号︑
住所︑
氏名︑
年齢︑
電話
⑩み ん な が︑ひ とつ ずつ重 ね
番 号と
﹁ちば県民だより﹂
への
ていきます︒
⑪煮 込み 料 理 を す るときは︑ 意 見・ 感 想 を 必 ず 書いて︑〒
２６０︲８６６７
︵住所記載不
丁寧に取りましょう︒
要︶
県 報 道 広 報 課 ク イ ズ 係へ
﹇ヨコのカギ﹈
①駅伝の選手がつなぐもの︒ ︵応募は１人１通まで︶︒締め
︵必着︶
︒
正解者
④ことわ ざ
﹁ ○ ○の威 を 借 る 切りは 月 日
の中から抽選で 人に
﹁千葉ブ
キツネ﹂
︒
⑤珍しいことや知らないこと ランド水産物詰め合わせ﹂を贈
呈︒当選者の発表は発送をも
に対する興味︒
⑦大勢に聞こえるように相手 って代えさせていただきます︒
いただいたご意見などは︑
を 非 難 す ること︒
﹁ ○ ○ を また︑
今後の編集の参考にさせてい
飛ばす﹂
︒
⑧食材を入れる前にオーブン ただきます︒ 月号の正解者
数は３５４２人でした︒
などを温めておくこと︒
なお料金不足のはがきは受
⑩野球で走者が守備側の隙を
突いて次の地点へ進むこと︒ け取れません︒
⑪水 族 館で︑笑 顔 をつく る芸
が人気の海獣です︒
⑫五十円硬貨にデザインされ
ている花は？
⑬投 函 する前に︑封 筒に貼る
もの︒

県 ホームページ
﹁ ち ば県 民 だよ
りクイズ応募ページ﹂
からご応募い
はがき
︵ 円︶
に︑
答え︑
郵
ただくか︑

63

1

0470
（62）
1243

アイスクリーム工房「プチシャンテリー」10時〜17時）※

やちよ農業
交流センター

丸部分の4文字を組み合わせて、
言葉をつくってください。
ヒント＝4面をご覧ください。

お気に入りのツバキを見つ
けてみませんか

営業時間 9時〜19時（直売所 9時30分〜18時、食堂 平日11時〜14時、土・日・祝11時〜16時、

新川

クイズ＆
プレゼント

ふかほり

場所 いすみ市深堀539
交通 JR外房線大原駅から徒歩15分。九十九里
有料道路起点
「新地交差点」から車で約
30分。
※公園併設の駐車場が満車の際は、
いすみ市役所
駐車場をご利用ください。
問い合わせ いすみ市オリンピック・観光課

道の駅やちよ（八千代市）

島田台総合病院

問い合わせ 県報道広報課

ど こ 行 く ？

金田産焼ばら乾海苔

東京2020オリンピック聖火リレー
1日目 7月1日（木）
基幹産業や豊かな自然が見どころ！
本県の海の玄関口「海ほたる」からスタート
し、京 葉 工 業 地 域 や オ リ ン ピ ッ ク 史 上 初 の
サーフィン競技が行われる釣ヶ崎海岸の砂浜
などを走ります。1日目は内房・南房総・外房
地域を一気に巡り、山武市の蓮 沼 海浜公園へ
向かいます。

オリンピック聖火リレーが、今月25日に
福島県からスタートし、121日間かけて全国を
巡ります。今回は、7月1日から3日間行われる
千葉県のリレールートを紹介します。
域を走ります。緑あふれる手賀沼公園や国際
学術都市づくりが進む柏の葉エリアを通り、
最後の松戸中央公園まで聖火をつなぎます。

海ほたる
（木更津市）

釣ヶ崎海岸
（一宮町）

つり が さき

はす ぬま

銚子漁港
（銚子市）
小野川
（香取市）
2日目 7月2日
（金）
歴史・伝統文化や国際都市をアピール！
日本一の水揚げ量を誇る銚子漁港を出発し、
東日本大震災で大きな津波被害のあった旭市
を走ります。風情ある小野川では舟で聖火を
運び、成田空港や成田山新勝寺など、北総地域
成田山新勝寺
（成田市）
幕張メッセ
（千葉市）
を通過し、幕張メッセを目指します。
詳しくはホームページをご覧ください。
3日目 7月3日（土）
千葉県 聖火リレー 検索
先進的まちづくりの都市を巡る！
問い合わせ 県開催準備課
県内最大の人口集積を誇る東葛飾・葛南地
043（223）3487・3489
お

の がわ

し ん しょう じ

ひがし か つ し か

かつなん

