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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

クリーニング師試験
対中学校を卒業またはこれに準ずる方
日令和2年1月20日（月）
会千葉県教育会館（JR外房線・内房線
本千葉駅から徒歩12分）
申願書を問い合わせ先に持参（郵送不可）
※願書は問い合わせ先で配布
料9,000円
受11月26日（火）～28日（木）
（9時～12時、13時～17時）
問県各健康福祉センター（保健所）
または県衛生指導課 043-223-2627
クリーニング師試験　千葉県　 検索

県立学校職員採用候補者選考
職種　特別支援学校（実習助手、寄宿舎指
導員）、高等学校（実習助手、船

せん

舶
ぱく

員）
日令和2年1月9日（木）
申ホームページから電子申請または書類
を簡易書留で郵送
※要項は問い合わせ先に請求
受11月22日（金）まで（消印有効）
問〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁教職員課 043-223-4044
県立学校職員採用選考　千葉県　 検索

消防設備士試験
種類　甲種（特類含む）、乙種
日令和2年2月1日（土）
会かずさアカデミアパーク（JR内房線
木
き

更
さら

津
づ

駅からバス「かずさアーク」下車）
申願書を持参または特定記録で郵送。
ホームページから申し込み可
※科目免除などの証明書類を必要とする
場合はホームページ申し込み不可
※願書は各消防（局）本部、県消防課、問い
合わせ先で配布します。
料甲種（特類含む）5,700円、乙種3,800円
受 ▼郵送・持参：11月21日（木）～12月
13日（金）消印有効
※持参の場合、平日9時30分～16時

▼ホームページ：11月18日（月）9時～
12月10日（火）17時

問〒260-0843千葉市中央区末広2-14-1
ワクボビル3階　（一財）消防試験研究
センター　千葉県支部
 043-268-0381
消防試験研究センター　 検索

健康福祉センターなどの
臨時的任用職員
　県各健康福祉センター（保健所）などで
勤務を希望する方を随時募集していま
す。登録後、職員の育児休業取得などに
より代替職員が必要となった場合に面接
を行い、採用となります。
募集職種　保健師、看護師、准看護師、
管理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床
検査技師、精神保健福祉相談員、保育士、
児童福祉司、心理、児童自立支援専門員、
児童指導員
申申込書、履歴書などを郵送または持参
※持参の場合は平日9時～17時。申込書
や応募資格など、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）
県健康福祉政策課 043-223-2605
千葉県　健康福祉部　臨時的任用　 検索

県立農業大学校入学生（A日程）
　農業の優れた担い手や指導者を2年間
の履修で育成します。
対 ▼農学科：高校を卒業または令和2年
3月に卒業見込みの方など ▼研究科：農
業系の大学や短期大学を卒業または令和
2年3月に卒業見込みの方など
日令和2年1月9日（木）
申願書を持参または簡易書留で郵送
※持参の場合は平日9時～17時。願書は
問い合わせ先に請求
料2,200円
受12月9日（月）～20日（金）消印有効
問〒283-0001東

とう

金
がね

市家
いえ

之
の

子
こ

1059
県立農業大学校 0475-52-5121
千葉県立農業大学校　 検索

公立学校講師
　小・中学校、県立高等学校、県立特別支
援学校に勤務する講師などを募集してい
ます。
募集職種　臨時的任用講師、非常勤講師、
養護教諭
対教員免許状を取得済み、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

県立学校障害者嘱託
　県教育委員会では、「共生社会」実現の
理念を踏まえ、障害のある方の雇用を積
極的に進めています。県立学校では、学
校技能員業務を中心とした補助業務に従
事する非常勤職員をハローワークを通し
て募集しています。
対障害のある方
勤務条件　週30時間または20時間
※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 043-223-4035
千葉県立学校　障害者雇用促進　 検索

三
さん

番
ば ん

瀬
ぜ

ミーティング
　三番瀬の再生について、県民、地元住
民、漁業関係者、環境保護団体などの皆さ
んとの意見交換会を行います。
日11月24日（日）14時～15時30分
（13時30分開場）
会市川市南

みなみ

行
ぎょう

徳
とく

公民館
（東京メトロ東西線
南行徳駅から徒歩15分）
定80人（当日先着順）
問県環境政策課 043-223-2439

東日本大震災復興応援イベント
「縁

えん

j
じ ょ い

oy・東北」2019
日11月30日（土）11時～15時30分
会Q

き ぼ ー る

iball1階アトリウム（京成線千葉中央
駅から徒歩5分）
内避難者や県内支援団
体による手作り品の販
売、翔

しょう

凜
りん

高等学校のフ
ラ・タヒチアンダンス
部によるフラダンス披露など
問NPO法人ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ 043-303-1688
または県防災政策課 043-223-3404

ニューイヤーコンサート2020
　世紀の祭典が開催される新年を祝し、
定番のウィーン音楽の名曲、ポルカ・ワルツ
とともにスポーツと関連
する曲を披露します。
日令和2年1月11日（土）
14時開演（13時15分
開場）
会千葉県文化会館大ホー
ル（JR外房線・内房線本千
葉駅から徒歩10分）
指揮：山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん、ソプラノ：市
いち

原
はら

愛
あい

さん、管弦楽：千葉交響楽団
料S席：5,000円、A席：4,000円、B席：
3,000円
【千葉交響楽団からのお知らせ】
　10月12日（土）に開催を予定していた
第106回定期演奏会は、台風の影響によ
り令和2年2月7日（金）19時開演（18時
15分開場）に延期となりました。
　チケットはそのままご使用いただけま
す。払い戻しをご希望の方は11月10日
（日）までに70120-390-217にお問い
合わせください。（11時～17時）
問（公財）千葉交響楽団事務局
 043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

千葉県農林水産就業相談会
対将来、県内で農・林・漁業に取り組も
うとする方、農業法人への就職を考えて
いる方
日11月23日（土・祝）10時～15時
会蘇

そ

我
が

コミュニティセンター（JR蘇我駅
から徒歩5分）
内ガイダンス、新規就業者の体験談・
アドバイスなど
問県担い手支援課 043-223-2904

シニアパワーに期待！
再就職支援セミナー・企業交流会
　セカンドステージでの働き方について
考えているシニアの方（おおむね60歳以
上）向けに、再就職を応援するセミナーや
企業との交流会を実施します。
日12月9日（月）10時20分～ 12時30分
（9時45分受付開始）
会県庁中庁舎10階大会議室
定200人（申込多数抽選）
申電話または来所
受12月4日（水）まで
問千葉県ジョブサポートセンター（平日
9時～17時、第1・3・5土曜日10時～17時）
 043-245-9420
千葉県　ジョブサポ　 検索

マスコットキャラクター
ハゼちゃん

市原愛さん
©吉田孝之

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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気候変動の影響への適応に
関するセミナー2019
　井

い

田
だ

寛
ひろ

子
こ

さん（気象予
報士・キャスター）・東京
管区気象台職員による
講演など気候変動によ
るさまざまな影響とそ
の対策について最新の
状況などを学びます。
日12月8日（日）13時30分～16時
会ホテルプラザ菜の花3階「菜の花」（JR
外房線・内房線本千葉駅から徒歩3分）
定200人（申込多数抽選）
申参加希望者全員の氏名（フリガナ）・住
所・電話番号を書いて郵送またはファクス。
ホームページから申し込み可
受11月29日（金）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県循環型社会推進課
043-223-4645 043-221-3970

適応セミナー　千葉県　 検索

第14回千葉県福祉機器展2019
　自宅での生活を継続するために、また
介護現場で働く方をサポートするために
福祉機器への期待はますます高まってい
ます。
　新技術や便利なアイデアを取り入れた
商品が多数出展されます。
日11月15日（金）12時～17時、16日（土）
10時～16時
会けやきプラザ（JR常磐線・成田線我

あ

孫
び

子
こ

駅から徒歩1分）
問千葉県福祉ふれあいプラザ
 04-7165-2886
千葉県福祉機器展2019　 検索

第21回米・食味分析鑑定
コンクール：国際大会in木

き

更
さら

津
づ

　お米のおいしさを競う
国内最大級のコンクール
が開催されます。
　国内外から出品されたお米が試食でき
るほか、お米についての講演や地元農産
物の販売などがあります。
日11月30日（土）・12月1日（日）
各10時～15時
会かずさアカデミアホール（JR内房線木
更津駅からバス「かずさアーク」下車徒歩
8分、当日は同駅からシャトルバスあり）
問木更津市農林水産課
 0438-23-8445
米・食味分析鑑定コンクール　木更津　 検索

文化財探検隊
　専門職員の解説を聞きながら、神

こう

崎
ざき

町
の寺社や街並みなど、周辺の文化財を徒
歩で巡ります。（約7.0km）
日11月30日（土）10時～16時
集合・解散場所　JR成田線下

しも

総
うさ

神
こう

崎
ざき

駅
定50人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に参加希望者全員
の氏名・住所・電話番号・年齢、返信用
宛先を書いて郵送（1通につき2人まで）
※昼食持参。小学生以下の参加について
はお問い合わせください。
受11月15日（金）まで（必着）
問〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁文化財課 043-223-4130
文化財探検隊　千葉　 検索

その電話「電話d
で

e詐欺」では
ありませんか？
　電話de詐欺について、
他人事だと感じていま
せんか？被害者の多く
は、自分はだまされない
と思っていました。
　役所の職員を名乗り「医療費（税金）の
還付金がある」と言ってATMでお金を
振り込ませる、警察官を名乗り「銀行口座
が悪用されている」と言ってキャッシュ
カードをだまし取るなどの手口が多発し
ています。
　「あやしい」電話がかかってきたとき
は、一人で判断しないで家族や警察にご
相談ください。
電話de詐欺相談専用ダイヤル
 70120-4

ヨ ク シ

94-5
コ ー ル

06
問県くらし安全推進課
 043-223-2299

ご存じですか？民生委員・児童委員
　民生委員は厚生労働大臣から委嘱され
たボランティアです。地域の皆さんの身
近な相談相手となり、住民と行政や福祉
機関とのパイプ役を務めています。
　また、児童委員を兼ねており、妊娠中の
方や子育て中の方の不安や悩みに関する
相談を受け、支援を行います。
　民生委員に興味のある方は、お問い合
わせください。
問お住まいの市町村民生委員担当課
または県健康福祉指導課
 043-223-2615
民生委員　千葉県　 検索

HIV検査を受けましょう
　12月1日は世界エイズデーです。エイ
ズの発症を抑えるには、早期発見・早期
治療が大切です。
　無料・匿名で予約不要の休日検査を実
施します。直接会場にお越しください。
日11月24日（日）10時～16時受付
会市川健康福祉センター（保健所）（JR総
武線本

もと

八
や

幡
わた

駅から徒歩7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。
※県各健康福祉センター（保健所）では、
平日に無料・匿名で予約制の検査を行っ
ています。
問県疾病対策課 043-223-2691
休日街頭検査　千葉県　 検索

11月は「ちば国保月間」です
　国民健康保険は加入者の皆さんが病気
やけがをした際に安心して医療を受けら
れるよう、加入者全員で保険料（税）を出
し合い運営する制度です。保険料（税）は
期限内に納付しましょう。
　また、国民健康保険に加入している方
はお住まいの市町村で健康診断や保健指
導を受けられます。健康づくりや病気予
防のため積極的に利用しましょう。
問お住まいの市区町村国民健康保険担
当課または県保険指導課
 043-223-2453
千葉県　ちば国保月間　 検索

狩猟期間が始まります
　狩猟期間は11月15日（金）から令和2年
2月15日（土）までです。狩猟者はマナー
を守り、安全な狩猟に努めましょう。
　野外で活動する方は、目立つ服装をし、
ラジオなど音の出るものを携帯するな
ど、安全対策を心掛けてください。
問県自然保護課 043-223-2972
狩猟期間　千葉県　 検索

流
ながれ

山
や ま

市内の保留地（宅地）分譲
　流山市内の木

き

地区土地区画整理事業区
域内の保留地（宅地）を販売しています。
　分譲案内書は問い合わせ先で配布して
いるほか、ホームページからダウンロード
できます。
　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。
問県流山区画整理事務所
 04-7138-6360
県市街地整備課 043-223-3551
木地区保留地　 検索

耕作放棄地の再生利用
　雑草や木が茂る耕作放棄地は、地域の
環境に悪影響を与えます。県では、耕作
放棄地を再生利用する方を対象に、草木
の刈り払いや整地、根の除去などの再生
経費の1/2を補助しています。
　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。
問お住まいの市町村農政担当課または
県農地・農村振興課 043-223-2862
耕作放棄地対策　千葉県　 検索

インフルエンザを予防しましょう！
　インフルエンザは、突然の高熱、頭痛、関
節痛など全身症状が強く、肺炎などを合
併して重症化することがあ
ります。高齢者や乳幼児な
どは特に注意が必要です。
●予防のポイント
・栄養と休養を十分に取る
・手洗い・うがいを日常的に行う
・室内では加湿器などを使い乾燥を防ぐ
・咳やくしゃみが出たらマスクを着用す
るなどの「咳エチケット」を心掛ける
※予防接種も重症化の予防に有効です。
問県疾病対策課 043-223-2691

「人生会議」してみませんか
　11月30日は、「いい看取り・看取られ」
の意味を込めて、「人生会議の日」とされ
ています。
　「人生会議」とは最後まで自分らしく生
きるために、人生の最終段階に自分が望
む医療やケアについて考え、家族などと
繰り返し話し合い、思いを共有する取り
組みのことです。
　皆さんもこの機会に「人生会議」してみ
ませんか。
問県健康福祉政策課 043-223-2608
人生会議　厚労省　 検索

ちばの直売所フェア2019
　12月1日（日）まで、
新鮮な農林水産物がそ
ろう県内116カ所の直
売所で「ちばの直売所
フェア2019」を開催し
ています。
　2カ所の直売所でス
タンプを押して応募い
ただくと、抽選で県産農
林水産物やチーバくん
グッズなどをプレゼントします。
問県流通販売課 043-223-2963
ちばの直売所フェア2019　 検索

井田寛子さん

こののぼりが目印！


