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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

自衛隊一般幹部候補生
対22歳以上26歳未満の方（20歳以上22
歳未満の場合は大学卒業または卒業見込
みの方。大学院修士課程修了者または修
了見込みの場合は28歳未満の方）
日5月11日（土）、12日（日）
※12日は飛行要員のみ
申願書を問い合わせ先または船
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の各事務所へ持参または郵送
※願書は問い合わせ先に請求してください。
受5月1日（水）まで（必着）
採用時期　平成32（2020）年3月下旬～
4月上旬
問〒263-0021千葉市稲毛区轟

とどろき

町1-1-17  
防衛省自衛隊千葉地方協力本部
 043-251-7151
自衛隊　千葉県　 検索

県立千葉大
おお

宮
みや

高校通信制の課程 
四期入学者選抜
対中学校を卒業した方
日４月９日（火）
内面接および作文
申願書などを提出
※願書は問い合わせ先や県教育庁学習
指導課、各教育事務所などで配布します。
受4月3日（水）9時～16時30分、4日（木）
9時～16時
問県立千葉大宮高校（千葉市若葉区大宮
町2699-1） 043-264-1981
平成31年度入学者選抜　千葉県　 検索

県営住宅の入居者
対原則として同居親族があり、一定の収入
以下の世帯で、県内に住民登録している方
申所定の申込用紙に記入し郵送
※申込用紙は、県営住宅所在の市役所・
町役場、各地域振興事務所、住まい情報プ
ラザ、県立中央図書館などで3月下旬か

ら配布します。
受4月1日（月）～15日（月）消印有効
問〒260-0016千葉市中央区栄町1-16
千葉県住宅供給公社 043-222-9200
千葉県営住宅　空家募集　 検索

高校などの就学支援金
　高校などの授業料に充てるため、返済
の必要のない支援金を支給します。
対所得など所定の要件を満たす方
※要件判定のため、年末調整や確定申告
を行っておくことが必要です。
申請先　入学する学校
申請期間　原則4月・7月
※必要に応じて他の月でも申請できます。
問県教育庁財務課（公立）
 043-223-4093
県学事課（私立） 043-223-2155

県衛生研究所公開講座
日4月13日（土）13時30分～16時
会ホテルプラザ菜の花（JR外房・内房線
本千葉駅から徒歩3分）
内講演「いつまでも健康でいるために
は？」「細菌性食中毒にご注意！」
定90人（申込先着順）
申参加希望者全員の氏名・電話番号を書
いてファクスまたはEメール。電話可
受4月10日（水）まで
問県衛生研究所
043-266-6723 043-265-5544
eikenkoho@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県衛生研究所　 検索

千葉県介護コンテスト
日3月23日（土）13時～16時50分（12時
30分開場）
会ＴＫＰガーデンシティ千葉（京成線千
葉中央駅から徒歩9分）
内介護実践者や「千葉県介護の未来案内
人」（若手の介護職員）によるスピーチ、
優れた介護技術の実演など
定100人（申込多数抽選）

申申込用紙をホームページからダウン
ロードしてファクスまたは電話
受3月15日（金）まで
問（一社）千葉県介護福祉士会事務局
043-248-1451 043-248-1515

千葉県介護福祉士会　 検索

4月2日（火）は「世界自閉症啓発デー」
　この機会に自閉症をはじめとした発達
障害について理解を深めましょう。
●自閉症とは
　生まれつきの脳機能障害で、症状の程
度はさまざまです。
●こんなことで困っています
・自分の考えをうまく伝えることが難しい。
・聴覚や知覚が過敏で、大きな音や、にお
い、急に触れられることが苦手。
・予定外のことが起こると不安になる。
・一度にたくさんのことを言われると
困ってしまう。
●自閉症の方に接するときは
・正面からゆっくり短い言葉で話し、
メモや絵・図を活用しましょう。
・「はい」「いいえ」で答えられるよう、
具体的に質問しましょう。
＜世界自閉症啓発デー inちば＞
日4月13日（土）11時～16時
会Q

き ぼ ー る

iball（京成線千葉中央駅から徒歩5分）
内自閉症とその支援についての寸劇、
自閉症の方などによる演奏、ダンスなど
＜千葉ポートタワーライトアップ＞
　自閉症啓発活動シンボルカラーのブ
ルーにライトアップします。
日4月2日（火）～8日（月）18時～21時
問県発達障害者支援センター
 043-227-8557

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
図書」製作ボランティアを養成します。
日5月から平成32（2020）年3月まで隔週
全20回。点訳：火曜日午前、音訳：木曜
日午前
定各20人（申込多数の場合は選考）
申申込書を郵送。音訳は電話申し込み可
※募集要項・申込書は、点訳・音訳どち
らを希望するか明記し、82円切手を貼っ
て返信用宛先を書いた封筒を同封して請
求。ホームページからダウンロード可
料教材費など
受4月12日（金）消印有効
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問〒284-0005四

よつ

街
かい

道
どう

市四街道1-9-3
視覚障害者総合支援センターちば　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

暮らしとこころの相談会
　弁護士、精神保健福祉士、臨床心理士が
複数でお悩みを伺います。専門家と一緒
に解決への一歩を踏み出しましょう。
日3月24日（日）13時～16時
会千葉県弁護士会館（京成線千葉中央駅
から徒歩7分）
問千葉県弁護士会 043-227-8431
県健康づくり支援課 043-223-2668

航空科学博物館イベント情報
●やさしい航空のはなし「パイロットの
おはなし」
　現役パイロットが業務や体験を語りま
す。パイロットになりたい方必聴！
日3月17日（日）13時～
●ＪＧＳグランドハンドリング教室
　（株）J

ジャル

ALグランドサービス（JGS）の地
上業務スタッフの話を聞き、航空機誘導
や機体清掃などの疑似体験をします。
日3月21日（木・祝）10時～16時受付
※疑似体験は1回2～3分程度
●航空アート展
　飛行機の写真コンテスト
の受賞作品を展示します。
日3月24日（日）まで
＜共通事項＞
開館時間　10時～17時（16時30分最終入館）
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
料大人500円、中学・高校生300円、小学
生以下200円、3歳以下無料
※館内リニューアル工事中のため、一部
展示をご覧いただけない場合があります。
問航空科学博物館（山

さん

武
ぶ

郡芝
しば

山
やま

町岩
いわ

山
やま

111-3） 0479-78-0557
航空博物館　 検索

関
せき

宿
や ど

城博物館展示案内
●「昔のくらし展」
　「住まう」「食べる」「着る」「働く」「遊
ぶ」の5つのテーマに沿って、大正や昭和
のくらしを紹介します。
日4月14日（日）まで
●コーナー展「武家の諸道具」
　江戸時代の武家の衣食住に関わる道具
類や、武器・武具、古文書などを展示します。
日3月12日（火）～5月6日（月・振休）
＜共通事項＞
開館時間　9時～16時30分
休月曜日（祝日の場合は開館し翌平日休館）
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

の

田
だ

市関宿三
さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400

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（10年債）を発行します
受付期間　3月7日（木）～13日（水）
償還方法　10年満期一括
償還期日　平成41（2029）年3月23日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（9月、3月）
利率　3月6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、
大和、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。詳しくは
取扱窓口にお問い合わせください。
※平成31年度の発行計画は4月号に掲載
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

自動車の登録手続きを忘れずに
　自動車税の納税通知書は、4月1日現在
の登録に基づいて送付されます。自動車
を譲渡したときや住所を変更したときな
どは、管轄の運輸支局な
どで必ず登録事項の変更
手続きをしてください。
問千葉運輸支局 050-5540-2022
または次の各自動車検査登録事務所
野
の

田
だ

 050-5540-2023
習
なら

志
し

野
の

 050-5540-2024
袖
そで

ヶ
が

浦
うら

 050-5540-2025
自動車税　千葉県　 検索

肝がん・重度肝硬変の
入院医療費助成
対次の5つの条件を全て満たす方
①B型・C型肝炎ウイルス起因の肝がん・
重度肝硬変と診断され、都道府県指定の
医療機関で入院治療を受けている。
②県内在住である（県内の市町村に住民
登録をしている）。
③対象医療を必要とし、保険診療などの
際に自己負担がある。
④世帯収入がおおむね370万円以下である。
⑤肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協
力できる。
問各健康福祉センター（保健所）、千葉市
各区保健福祉センター、船橋市・柏市保健所
または県疾病対策課 043-223-2575

予期しない妊娠などで
悩んでいませんか
　さまざまな事情で妊娠・出産に不安を
抱える女性のための相談窓口「にんしん
SOSちば」を開設しました。
　妊娠に関する悩みごとや、
身近な人には聞きにくいこ
とについて、保健師や助産
師、社会福祉士などが一緒に考えます。
　ご家族やパートナーの方もぜひご相談
ください。
●電話相談　平日20時～23時
※祝日を除く。通話料がかかります。
●メール相談　24時間365日受付
※返信に2日ほどかかる場合があります。
問にんしんSOSちば
 050-3628-6800
sodan@sos.chiba.jp
https://sos.chiba.jp

賃貸住宅退居時のトラブルに注意！
　賃貸住宅を退去する際に、高額な原状
回復費用に充てるとして敷金が返金され
ないなどの相談が寄せられています。
●賃貸住宅の「原状回復」とは、「入居時の
状態に戻す」という意味ではありません。
経年劣化の修繕費用は一般的に家主が負
担するものとされています。
●退居時には両者で立ち会い、請求の内
訳をよく確かめましょう。
●契約時には契約書の特約事項・重要事
項説明書を確認し、入居時に傷や汚れな
どがあれば写真を撮っておきましょう。
　お困りの場合はご相談ください。
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

海のルールを守ろう
　魚・貝・海藻などの水産資源を保護す
るため、採ってはいけない大きさや期間、
使ってはいけない道具といったルールが
決められています。
　また、「漁業権」が設定された海域では、
ハマグリ・アサリ・アワビ・サザエ・イ
セエビなどを採ることはできません。
　これらに違反すると、法令により罰せ
られます。詳しくはホームページをご覧
ください。
問県水産課 043-223-3042
または次の各水産事務所
銚
ちょう

子
し

 0479-22-8397
勝
かつ

浦
うら

 0470-73-0108
館
たて

山
やま

 0470-22-5761
漁業制度　千葉県　 検索

消費税の軽減税率制度が実施されます
　10月1日からの消費税率引き上げに伴
い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期
購読契約が締結された週2回以上発行さ
れる新聞」を対象に、消費税の軽減税率
制度が実施されます。事業者の皆さんは
制度の実施に向けた準備が必要です。
　また、中小の小売事業者、卸売事業者の
皆さんには、複数税率対応レジの導入へ
の支援などの軽減税率対策補助金もあり
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。
問最寄りの税務署または消費税軽減税率
電話相談センター（制度一般）
 0570-030-456
軽減税率対策補助金事務局（補助金）
 0120-398-111
国税庁　軽減税率　 検索
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里
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スマートインター
チェンジが開通します
日3月24日（日）15時
開通箇所　首都圏中央連絡自動車道（圏
央道）東

とう

金
がね

インターチェンジ・ジャンク
ションと、茂

も

原
ばら

北インターチェンジ間
利用時間・出入方向　24時間・全方向
対象車種　ETC搭載車
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銚子連絡道路

国道126号

県道千葉
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千葉東金道路

茂原北IC

東金IC・JCT

松尾横芝IC
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道
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★
問大網白里市建設課 0475-70-0352
県道路整備課 043-223-3125

狂犬病の予防注射を忘れずに
　狂犬病はヒトを含む全ての哺

ほ

乳
にゅう

類
るい

に感
染し、発症するとほぼ100％死に至ります。
　国内での発生と流行を防ぐため、犬の
飼い主には法律で次の義務があります。
●お住まいの市町村で犬の登録を行い、
年1回狂犬病予防注射を受けさせる。
●交付された鑑札、注射済票を犬の首輪
などに装着する。
※4月～6月にかけて、各市町村で予防集
合注射が実施されます。また、動物病院
で注射を受けた場合は、別途市町村へ届
け出が必要です。
※集合注射の日程や犬の登録について
は、お住まいの市町村担当課にお問い合
わせください。
問県衛生指導課 043-223-2642

虐待かもと思ったら1
いちはやく

89番へ
　怒鳴り声や泣き声が聞こえる、いつも
おびえているなど、あなたの周りに心配
な子どもはいませんか。
　児童虐待の通告は、全ての人に課せら
れた義務です。おかしいと感じたら、
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・相談をした人やその内容に関する
秘密は守られます。
相談先（24時間365日対応）
●児童相談所全国共通ダイヤル
 189（いちはやく）
●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

災害時、安全に帰宅するために
　災害発生時に多くの人が一斉に徒歩で
帰宅を始めると、集団転倒する恐れや、火
災や沿道の建物からの落下物などにより
けがをする恐れがあります。
　むやみに移動を開始せず、まずは身の
安全を確保し、職場や集客施設などの安
全な場所にとどまりましょう。帰宅は状
況が落ち着いてから開始しましょう。
＜日頃から準備しましょう＞
●安否確認の方法や集合場所について、
家族と話し合っておきましょう。
●職場などに飲料・食料、携帯ラジオ、モバ
イルバッテリー、地図、スニーカー、懐中電
灯などを用意しておきましょう。
●徒歩での帰宅に備え、コンビニやガソ
リンスタンドなどの「帰宅支援ステー
ション」を確認しておきましょう。
問県防災政策課 043-223-2163

運転免許の住所変更などの手続き
　転居や婚姻などで住所や本籍、氏名に
変更があった方は速やかに運転免許証の
記載事項変更の届け出を行ってください。
●千葉、流山運転免許センター
平日：8時30分～11時45分、13時～17時
日曜日：8時30分～11時、13時～16時
（祝日・振休、年末年始を除く）
●県内全ての警察署または幹部交番
平日：8時30分～12時、13時～17時
（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。
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
運転免許　千葉県警　 検索


