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2019千葉県私学フェア
日9月16日（月・祝）10時～15時
会幕張メッセ国際
会議場（JR京葉線
海浜幕張駅から徒
歩5分）
内県内私立学校の紹介、県内私立高校に
よる模擬授業、入試関係資料などの配布
問（一社）千葉県私立中学高等学校協会

043-241-7382
千葉私学　 検索

千葉県警察音楽隊定期演奏会
日11月9日（土） ▼午前の部：10時30分～

▼午後の部：14時～（各30分前開場）
会千葉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）
内行進曲などの演奏とステージドリル
定各1，790人
申往復はがき（往信用は62円、返信用は
63円）に希望の部（午前か午後）、代表者
の郵便番号・住所・電話番号、参加希望
者全員の氏名・ふりがな、返信用宛先を
書いて郵送（1通につき2人まで。同一氏
名で複数申し込みは無効）
受9月20日（金）まで（消印有効）
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-
71-1　千葉県警察音楽隊定期演奏会係

043-248-8022

県立保健医療大学公開講座
日内 ▼ 10月13日（日）10時～12時40分
「病原体から食品の安全を守る方法」「神
経科学から考える『転倒』」 ▼27日（日）
13時～15時40分「楽しく安全な食生活
のために－口

こう

腔
くう

機能向上と口腔ケア－」
「みんなで高めよう！災害に備える力」
定各日200人（申込先着順）
申応募フォームから応募または往復は
がき（124円）に「公開講座希望」と明記
し、希望日、参加希望人数、代表者の住所・
氏名・電話番号、返信用宛先
を書いて郵送（応募フォーム
かはがきのどちらかを選ん
で応募）
受9月30日（月）まで（はがきは必着、応募
フォームは17時まで）
※講座の7日前までに受講の可否をはが
きまたはメールでお知らせします。
問 会〒261-0014千葉市美浜区若葉2-
10-1　県立保健医療大学

043-296-2000
県立保健医療大　 検索

家事ギャップ解消シンポジウム
日10月27日（日）14時～16時30分
会三

みつ

井
い

ガーデンホテル千葉（JR千葉駅か
ら徒歩7分）
内講演「夫婦を最高のチームにする！～
新時代の家事シェア戦略～」講師：三

み

木
き

智
とも

有
あり

さん（NPO法人t
た だ い ま

adaima！代表理事）、
パネルディスカッション「夫婦・家族の家
事ギャップを解消するために」
定200人（申込先着順）
申参加希望者全員の郵便番号・住所・氏
名・電話番号、託児の有無を書いて郵送
またはファクス。Eメール可
受10月18日（金）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県男女共同参画課
043-223-2372 043-222-0904
kyodo2＠mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県労働大学講座
日10月11日（金）、16日（水）、21日（月）、
29日（火）、11月8日（金）、12日（火）、15
日（金）、21日（木）
各日18時15分～20時15分
会千葉県教育会館新館501会議室（JR外
房・内房線本千葉駅から徒歩12分）
内労働法の基礎や最近の法改正・労働諸
問題、働き方改革などに関する講座
定各回150人（申込先着順）
申ちば電子申請サービスから申し込み。
または申込書を郵送、ファクス、Eメール
※申込書はホームページからダウンロー
ドできます。
問〒260-8667（住所記載不要）
県雇用労働課
043-223-2743 043-221-1180
koyou3＠mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県労働大学講座　令和元年度　 検索

不動産に関する無料相談会
　10月の土地月間にちなみ、不動産鑑定
士による無料相談会を開催します。
日 会 ▼ 10月2日（水）船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京
成船橋駅直結） ▼4日（金）ミレニアムセ
ンター佐

さ

倉
くら

3階（京成佐倉駅から徒歩1
分） ▼6日（日）スカイプラザ柏

かしわ

2階（JR常
磐線柏駅から徒歩1分） ▼9日（水）松戸市
役所1階 ▼11日（金）イオンタウン木

き

更
さら

津
づ

朝日ノースコート（木更津市朝日3-10-
19） ▼18日（金）市川市役所仮本庁舎4
階、成田市役所1階 ▼25日（金）千葉市役
所1階　
各日10時～16時（当日先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会

043-222-5795

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　9月5日（木）～13日（金）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和11年9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（3月、9月）
利率　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：大和、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。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12月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課

043-223-2074

消費税の軽減税率制度が
スタートします！
　10月1日から消費税率が8％から10％
に引き上げられるのと同時に、軽減税率
制度が実施されます。軽減税率制度と
は、一部の商品に関してのみ現行の8％
が適用される制度です。
【軽減税率の対象となるもの】
・店舗で購入する飲食料品
・自宅や会社に配達される新聞
・ピザやすしなどの出前
・ファストフードのテイクアウトなど
※酒類や外食は対象外となります。詳し
くは、ホームページをご覧ください。
問軽減税率電話相談センター

70120-205-553
または県税務課 043-223-2117
政府広報　軽減税率　 検索

結核予防週間
　9月24日（火）から30日（月）は「結核予
防週間」です。結核は、現在でも国内の主
要な感染症で、県内では
昨年755人の新たな患者
が発生しています。
　結核の初期症状は風邪に似ています。
2週間以上咳が続く場合は、結核を疑い、
重症化と感染拡大の防止のため、必ず医
療機関を受診しましょう。
問県疾病対策課 043-223-2665
結核予防週間　千葉県　 検索

県政に関する世論調査
　県では、県政推進の基礎資料とするた
め、県民の皆さんの生活意識などに関す
る世論調査を年2回行っています。
　現在1回目の調査を実施中で、2回目の
調査は10月に実施する予定です。調査票
が届いた方はご協力をお願いします。
対県内各地から無作為に抽出した満18
歳以上の男女3，000人
※過去の調査結果はホームページや県庁
の県政情報コーナー、各地域振興事務所、
市町村、公立図書館でご覧になれます。
問県報道広報課 043-223-2469

秋の全国交通安全運動が始まります！
　9月21日（土）から30日（月）までの期間、
「身

み

につける　夜
よ

道
みち

のお守
まも

り　反
はん

射
しゃ

材
ざい

」を
スローガンに、秋の全国交通安全運動を
実施します。
　秋口は日没時間が急激に早まり、夕暮
れ時や夜間は歩行中・自転車乗車中の交
通事故の増加が懸念されます。また、子ど
もや高齢者が被害に遭う事故や高齢運転
者による事故が依然として多く発生して
います。一人一人が交通ルールとマナー
を守り、交通事故を防ぎましょう。
問県くらし安全推進課

043-223-2263

3市がパスポート窓口を開設
　次の市にお住まいの方は、各開設日か
ら市役所などでパスポートの申請・受け
取りができるようになります。
10月1日（火）から

▼富
ふっ

津
つ

市：市民課 0439-80-1253

▼いすみ市：市民課 0470-62-1114
10月7日（月）から

▼八
や

千
ち

代
よ

市：パスポートセンター
047-483-1151（代）

※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

虐待かもと思ったら1
いちはやく

89番へ
　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
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
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

応募フォーム


