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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

県職員採用選考考査
受験資格　身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳などの交付
を受け、昭和58年4月2日から平成13年
4月1日までに生まれた方
※詳しくは受験案内をご確認ください。
受験案内は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。
※点字または拡大文字での受験を希望す
る方は問い合わせ先にお申し出ください。
採用予定人数　一般事務34人、警察事務
8人
考査日　 ▼第1次考査：1月20日（日） ▼

第2次考査：2月16日（土）または17日
（日）のいずれか1日
申願書を持参または特定記録で郵送（持
参の場合、1月3日（木）までを除く平日9
時～17時）
受1月7日（月）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県人事委
員会事務局任用課 043-223-3717
千葉県職員採用案内　 検索

保育士試験
日 ▼筆記：4月20日（土）、21日（日） ▼実
技：6月30日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」を請求
し、同封の申請書などを簡易書留で郵送
※手引きは問い合わせ先に請求。ホーム
ページからも請求できます。
料1万2,950円（幼稚園教諭免許所有者で
筆記試験科目が全て免除の場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受1月31日（木）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

測量士・測量士補試験
日5月19日（日）
申願書を持参または郵送

※願書は国土地理院、（公社）日本測量協
会、県用地課で配布します。
料測量士4,250円、測量士補2,850円
受1月4日（金）～28日（月）消印有効
※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〒305-0811　茨城県つくば市北

きた

郷
さと

1
国土地理院 029-864-8214
31年測量士試験　 検索

成人の特別入学者選抜
　定時制高校の入学者選抜です。定時制の
課程のある全ての県立高校で実施します。
受検資格　平成31年3月31日現在で満
20歳以上の方
日2月13日（水）
内面接および作文
申願書を受検希望校に提出
※願書は問い合わせ先または県各教育事
務所、千葉市教育委員会で配布します。
受2月1日（金）9時～16時30分、4日（月）
9時～16時
問定時制の課程のある各県立高校または
県教育庁学習指導課 043-223-4056
31年成人特別入学者　千葉県　 検索

農業事務所などの任期付職員
　県農業事務所や家畜保健衛生所などで
臨時的任用職員や育休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。
　登録後に職員が出産休暇や育児休業を
取得するなどにより、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
申申請書、履歴書などを郵送または持参
（持参の場合、1月3日（木）までを除く平
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 043-223-4740
千葉県農林水産部　任期付職員　 検索

県政に関するインターネット
アンケート調査協力員
　県の事業や施策などに関するテーマ
について、年4回（2,5,8,11月）、インター
ネットによるアンケート調査を行ってい
ます。回答にご協力いただける調査協力
員を随時募集しています。
対県内に居住する満18歳以上の方
申ホームページから「県民参加メールマ
ガジン」に登録
※メールマガジンではアンケート調査の
ほか、県政への県民参加情報や観光情報
などを毎月1回配信しています。
問県報道広報課 043-223-2246
調査協力員　千葉県　 検索

文書館県史講座
　千葉県の西洋医とその周辺に関する文
書に焦点を当て、佐

さ

倉
くら

順
じゅん

天
てん

堂
どう

の開設から始
まる近代医療の発展について解説します。
日2月8日（金）、9日（土）各日13時30分～
15時15分（2日とも同内容）
定各日120人（申込多数抽選）
申往復はがき（124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）
締め切り　1月19日（土）まで（必着）
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

宮内庁新
しん

浜
は ま

鴨場見学会
対県内にお住まいで、公共交通機関で会
場までお越しいただける方
日2月27日（水）10時～、14時～
会宮内庁新浜鴨場（東京メトロ東西線行

ぎょう

徳
とく

駅から徒歩15分）現地集合・解散
定各30人程度（申込多数抽選）
申往復はがき（124円）に、午前・午後い
ずれかの希望と、参加希望者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・性別、代表者の
電話番号、返信用宛先を書いて郵送（1通
につき4人まで）
※参加者の追加・変更、建物の撮影はで
きません。参加者名簿は宮内庁に提出し
ます。
受1月25日（金）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県自然保護課 043-223-2059
鴨場見学会　千葉県　 検索

千葉県少年少女オーケストラ演奏会
　音楽監督佐

さ

治
じ

薫
しげ

子
こ

さんの指導の下、県
内の少年少女で結成されたオーケストラ
が、東京と千葉で熱演します！
出演　井

いの

上
うえ

道
みち

義
よし

さん（指揮）、小
お

曽
ぞ

根
ね

真
まこと

さ
ん（ピアノ）
曲目　ショスタコーヴィチ／交響曲第1
番、モーツァルト／ピアノ協奏曲第9番
「ジュノーム」ほか
●東京公演
日3月24日（日）14時開演
会サントリーホール大ホール（東京メトロ
銀座線溜

ため

池
いけ

山
さん

王
のう

駅改札から徒歩7分）
料一般3,000円、学生2,000円（全席指定）
●第23回定期演奏会
日3月30日（土）14時開演
会県文化会館大ホール（JR外房・内房線
本千葉駅から徒歩10分）
料1,000円（全席指定）
問（公財）千葉県文化振興財団
 043-222-0077
千葉県少年少女オーケストラ　 検索

笑って学べる 誰でもわかる
はじめての成年後見講座
　お笑い芸人のトークや弁護士の解説を
交えて、わかりやすくお伝えします。
日2月24日（日）13時～16時
会千葉市生涯学習センター2階ホール
（JR千葉駅から徒歩8分）
定300人（申込先着順）
申申込書をファクスまたはEメール
※申込書は各社会福祉協議会、市町村福
祉担当窓口で配布するほか、ホームペー
ジからダウンロードできます。
※定員を超えた場合はご連絡します。
問〒260-8508千葉市中央区千葉港4-3
千葉県後見支援センター
043-204-6012 043-204-6013
smile@chibakenshakyo.com

千葉県後見支援センター　 検索

平成31年千葉県警察年頭視閲
　年頭に当たり、県民の安全・安心を担
う警察官が治安維持に万全を期すること
を誓い、パトカーや白バイなどとともに
勇ましく行進します。レスキュー車やテ
ロ対策車などの特別車両も登場します。
日1月16日（水）10時10分～11時30分
（9時45分開場）
会幕張メッセイベントホール（JR京葉線
海浜幕張駅から徒歩5分）
問県警察本部警務課
 043-201-0110（代）
千葉県警察年頭視閲　 検索

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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ちば移住  市町村合同フェア
　千葉県への移住やUターンなどを考え
ている方を対象に、県内市町村と合同で相
談会を開催します。県外にお住まいのご
親族やお知り合いにお声掛けください。
日2月11日（月・祝）11時～17時
会東京交通会館3階グリーンルーム（JR・
東京メトロ有

ゆう

楽
らく

町
ちょう

駅から徒歩1分）
内移住支援制度や地域での暮らしに関す
る個別相談、移住者の体験発表
問県政策企画課 043-223-2447
ちば移住　市町村合同フェア　 検索

千葉県青少年育成フォーラム
日2月2日（土）13時30分～16時
会千葉市文化センターアートホール（JR
千葉駅から徒歩10分）
内 ▼善行青少年や青少年育成功労者へ
の「ライトブルー賞」表彰 ▼講演「みんな
で考えよう、スマートフォン」「青少年の
健やかな育ちを考える」
定400人（申込先着順）
申ホームページから参加申込書をダウ
ンロードしてファクスまたはEメール
受1月25日（金）まで
問県県民生活・文化課
043-223-2330 043-221-5858
seisyonen@pref.chiba.lg.jp

千葉県　青少年育成フォーラム　 検索

県立手
て

賀
が

の丘少年自然の家
「オーイ！冬鳥くん」
　水田風景が広がる手賀沼周辺を散歩し
て、バードウオッチングを楽しみます。
日2月17日（日）9時～12時
定50人（申込先着順）
申1月17日（木）
9時から電話
料100円（保険料）
問会県立手賀の丘少年自然の家（柏市泉
1240-1） 04-7191-1923
手賀の丘少年自然の家　 検索

第18回関
せき

宿
や ど

城百景写真展
　関宿城周辺を題材にした写真作品を展
示します。
日1月20日（日）まで 9時～16時30分
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
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人無料
問会県立関宿城博物館（野田市関宿三

さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400

房総の郷土芸能
　印

いん

旛
ば

地域などで大切に育まれ継承され
てきた民俗芸能が一堂に会します。
日1月26日（土）12時30分～16時35分
（12時開場）
会佐

さ

倉
くら

市民音楽ホール（京成本線京成う
すい駅から徒歩5分）
内坂

さか

戸
ど

の念仏（佐倉市）、上
かみ

岩
いわ

橋
はし

の獅子舞
（酒

し

々
す

井
い

町）、栗
くり

山
やま

ばやし（四
よつ

街
かい

道
どう

市）、鳥
と

見
み

神社の獅子舞（印
いん

西
ざい

市）ほか
定667人（当日先着順・入退場自由）
問県教育庁文化財課 043-223-4082

上岩橋の獅子舞

肝臓病教室
日2月2日（土）14時～16時
会千葉大学医学部本館1階第二講義室
（千葉市中央区亥

いのはな

鼻1-8-1）
内講演「肝臓とアルコールについて知ろう」
「肝硬変・肝臓癌

がん

になっても長生きする
ために」
定130人（当日先着順）
問千葉大学医学部消化器内科学医局
（平日14時～17時） 043-226-2083

「事業承継支援ネットワークちば」
出張相談会
　県内の各商工会議所および商工会で、
事業承継について相談できる無料の出張
相談会を開催しています。
日2月27日（水）まで10時～12時10分、
13時～16時20分
申ホームページからチラシ兼申込書を
ダウンロードしファクス
※会場など詳しくはホームページをご覧
になるか、事業引継ぎ支援センターにお
問い合わせください。
問千葉県事業引継ぎ支援センター
043-445-8205 043-445-8206

千葉県事業引継ぎ支援センター　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　1月10日（木）～18日（金）
償還方法　10年満期一括
償還期日　平成41（2029）年1月25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9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：野村證券千葉支店、
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、売り切れにより受付
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。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

新成人の皆さん、
消費者トラブルに気を付けましょう
　成人を迎えた皆さんは、未成年とは違
い、親の同意なく自分の意思で自由に契
約ができます。同時に、契約について自
分が責任を負うことになります。
　皆さんを狙う悪質な業者に気を付けま
しょう。
●「簡単にもうかる」など、うまい話やイ
ンターネットの情報をうのみにしない
●契約条件や規約をしっかり確認し、軽
い気持ちで契約しない
●契約を急かす業者は相手にしない
●借金をしてまで契約しない
　きっぱり断ることも勇気です。消費者
トラブルに巻き込まれた、巻き込まれそ
うだと思ったら迷わずご相談ください。
問お住まいの市町村の消費生活相談窓口
または県消費者センター
 047-434-0999

1月10日（木）は「110番の日」
　県内で110番通報をすると、県警通信
指令室につながります。警察官が皆さん
の通報内容を聞きながら、警察官やパト
カーなどを同時に手配しますので、次の
内容を落ち着いてお話しください。
●事件ですか、事故ですか
●いつ、どこで、どのような事件（事故）が
起きましたか
●犯人はどんな人ですか
●あなたのお名前は
〈緊急時以外の相談先〉
最寄りの警察署、交番、駐在所または
県警察本部相談サポートコーナー
 043-227-9110（短縮ダイヤル#9110）
（平日8時30分～17時15分）
問県警察本部通信指令課
 043-201-0110（代）

調理師業務従事者届を出しましょう
　飲食店や給食施設などで調理業務に従
事する調理師は、平成30年12月31日現
在の就業状況の届け出が必要です。
提出期限　1月15日（火）必着
※届け出書類は問い合わせ先で配布します。
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
調理師業務従事者届　千葉県　 検索

HIV検査を受けましょう
　千葉県は、HIV感染者やエイズ患者の
報告数が全国水準より高く、平成29年は
51件（全国第6位）の報告がありました。
　早期発見・早期治療のため、HIV検査
を受けましょう。
日1月20日（日）10時～16時受付
会浦安市民プラザW

ウェ ー ブ

ave101（JR京葉線
新浦安駅から徒歩1分）
内10cc程度の採血を実施。検査結果は
約1時間後に分かります。希望者は梅毒・
B型肝炎も検査できます。
※各健康福祉センター（保健所）では、平
日に予約制の検査（無料・匿名）を行って
います。
問県疾病対策課 043-223-2691
休日街頭検査　千葉　 検索

「はたちの献血」キャンペーン
　2月28日（木）まで「はたちの献血」キャ
ンペーンを行っています。
　医療に必要な血液は人工的につくるこ
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。冬は献血者が少な
く、血液が不足しがちです。
　献血は、県内6カ所の献血ルームと県
内各地を巡回する献血バスで実施してい
ます。成人式を迎える「はたち」の方をは
じめ、各世代の皆さんのご協力をお願い
します。詳しくはホームページをご覧く
ださい。
問県薬務課 043-223-2614
献血　千葉県　 検索

フグの素人調理は危険です
　平成29年に国内で発生したフグの食
中毒19件のうち、17件は家庭で発生し
ています。フグの毒は熱に大変強く、調
理による加熱では無毒になりません。
　フグの調理には正しい知識と技術が必
要です。素人判断で調理するのは大変危
険ですので絶対にやめましょう。
問各健康福祉センター（保健所）または
県衛生指導課 043-223-2642


