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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

千葉県農薬管理指導士認定研修・試験
受験資格　20歳以上で次のいずれかに
該当する方
・農薬販売業務または防除業務に従事し、
実務経験が2年以上の方
・農薬使用者を指導する立場にあり、実
務経験が2年以上の方
日認定研修：令和2年1月8日（水）、
試験：1月9日（木）
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）
申申請書を持参または郵送
※申請書はホームページからダウンロード
するか、問い合わせ先に請求してください。
受12月20日（金）必着
問〒260-8667（住所記載不要）
県安全農業推進課 043-223-2888
農薬管理指導士　千葉県　 検索

千葉・県民音楽祭の出演者
　令和2年6月21日（日）に千葉県文化会
館で開催する「千葉・県民音楽祭」で千葉
交響楽団と一緒に出演しませんか。
対①楽器演奏者：県内に居住または通
勤・通学している小学生以上で、希望楽
器の演奏経験がある方（障害のある方も
ぜひご応募、ご相談ください）
②障害者団体：県内に所在または県内で
活動し、楽器、合唱、ダンスなどの音楽活
動を行う障害者団体（学校の部活動含む）
③合唱団：県内に所在または県内で活動
する合唱団（学校の合唱部含む）
④ダンスチーム：県内に所在または県内
で活動するダンスチーム（学校のダンス
部含む）
申参加申込書（募集チラシ裏面）を記入の
上郵送またはホームページから申し込み
※募集内容や条件など詳しくはホーム
ページまたは募集チラシをご覧ください。
募集チラシはホームページからダウンロード

または問い合わせ先などで配布します。
※令和2年2月～3月にオーディション
（選考会）を行います。
受12月11日（水）～
令和2年1月31日（金）必着
問（公財）千葉県文化振興財団
 043-222-0077
令和2年度　千葉・県民音楽祭　 検索

ちばアート祭2020作品
　昨年8月に選定した111件の「次世代
に残したいと思う『ちば文化資産』」。
　この「ちば文化資産」の魅力を作品にし
てみませんか。応募作品は、令和2年8月
に県立美術館などで開催する「ちばアー
ト祭2020」で展示します。
募集作品　①絵画（画材自由）：キャンバ
スはF15号、画用紙などは八つ切り以下
②写真：A4サイズ ③インスタグラム：
「#ちばアート祭2020応募」を付けて投稿
申郵送または持参。応募フォームから応
募可
受令和2年5月11日（月）まで（必着）、持参
は4月13日（月）以降に事業受託者で受け
付け（土・日曜日・祝日除く）
※詳しくは、県立美術館などで配布する募
集要領またはホームぺージをご覧ください。
問事業受託者：〒260-0013千葉市中央
区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル5階
（株）オニオン新聞社 043-201-8811
ちばアート祭2020作品募集　 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
受令和2年1月1日（水・祝）～15日（水）消
印有効
※申込用紙は、県営住宅所在の市役所・
町役場、県各地域振興事務所、住まい情報
プラザ、県立中央図書館などで12月下旬
から配布します。
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

千葉県少年少女オーケストラ団員
　県内各地から集まった10歳～20歳の
団員160人で構成される少年少女オーケ
ストラの団員を募集しています。一緒に
素敵な音楽を奏でませんか。
募集パート　全パート（弦楽器・木管楽
器・金管楽器・打楽器）
対県内に居住または通学し、令和2年4月
時点で小学4年生以上高校2年生以下の方
申申込書をホームページからダウンロード
し、記入の上郵送
受令和2年2月7日（金）まで（必着）
※入団には選考会があります。
●団員選考会
日令和2年2月22日（土）
会千葉県文化会館大練習室（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩12分）
問〒260-8661千葉市中央区市場町11-2
千葉県少年少女オーケストラ事務局
（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

文書館企画展「改元期の千葉県
－近現代のあゆみの中で－」
　元号が「平成」から「令和」に変わったこ
とにちなみ、日本の元号使用の歴史や、明
治以降の改元期の人々の意識・世相に関
する資料を展示します。
　改元期という千葉県の歴史の一端をの
ぞいてみませんか。
日令和2年1月18日（土）まで9時～17時
休日曜日、祝日、館内整理日（12月27日
（金））、年末年始（12月29日（日）～令和2
年1月3日（金））
問会県文書館（JR外房線・内房線本千葉
駅または京成千葉中央駅から各徒歩10分）
 043-227-7551
千葉県文書館　 検索

マクハリ ハンドメイド フェスタ2019
　3日間で合計約1,000店が出店！世界
に一つだけの手作り作品に出会えます。
日12月20日（金）～22日（日）
11時～17時30分（最終入場17時）
会幕

まく

張
はり

メッセ国際会議場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
料当日券800円、前売券700円、小学生以
下無料
問マクハリ ハンドメイド フェスタ事務局
（平日10時～17時） 043-296-5500
マクハリハンドメイドフェスタ　 検索

航空科学博物館クリスマスコンサート
　8月にオープンした体験館で、クリス
マスコンサートを開催します。
日12月22日（日）11時～、13時30分～
内日本航空グランドスタッフの皆さん
によるクリスマスにちなんだ曲の演奏
料入館料：一般700円、中・
高校生300円、4歳以上200
円、3歳以下無料
問会航空科学博物館（山

さん

武
ぶ

郡
芝
しば

山
やま

町岩山111-3） 0479-78-0557

男女共同参画フェスティバル
　落語家の柳

やなぎ

家
や

三
さん

之
の

助
すけ

さん（（一社）落語
協会）と一緒に「男女共同参画」について
楽しく考えましょう。
日令和2年1月19日（日）13時～16時30分
会千葉市生涯学習センター（JR千葉駅か
ら徒歩8分）
内講演「笑う門には福
来たる！～いつの世も
男女（ひと）は支え合っ
て生きている」、ワーク
ショップなど
定300人（申込先着順）
申参加希望者全員の郵便番号・住所・氏
名・性別・電話番号を書いてファクスま
たはEメール。電話申し込み可
※託児を希望する方は1月10日（金）まで
（申込先着順、定員6人）
問県男女共同参画センター（月曜休館）
043-420-8411 043-420-8581
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県男女共同参画フェスティバル　 検索

「ちばコラボ大賞（千葉県知事賞）」
表彰式・事例発表会
　市民活動団体（NPO）と、企業や学校、
地縁団体などが連携して地域の課題解決
に取り組む優れた事例を「ちばコラボ大
賞（千葉県知事賞）」として表彰し、その取
り組みを紹介します。
日12月18日（水）14時30分～
会県庁本庁舎5階大会議室
定120人（申込先着順）
申「ちばコラボ大賞表彰式・事例発表会」
と明記し、参加希望者全員の住所・氏名・
電話番号を書いてファクスまたはEメー
ル。電話申し込み可
受12月13日（金）まで
※詳しくはホームページをご覧ください。
問県県民生活・文化課
043-223-4133 043-221-5858
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp

ちばコラボ大賞　 検索

柳家三之助さん

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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関
せき

宿
や ど

城百景写真展
　関宿城周辺の風景を題材に公募した写
真を展示します。
日12月6日（金）～令和2年1月19日（日）
9時～16時30分
休月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）、
12月28日（土）～31日（火）
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
関宿城博物館　 検索

人生の選択と終
しま

い方
　病気の治療などについて自分で選択す
ることの重要性や、数多くの選択肢があ
ることについて考えてみませんか。
日令和2年2月1日（土）14時30分～16時
45分
会千葉県医師会館3階会議室（千葉モノ
レール市役所前駅から徒歩1分）
内 ▼ 講演「人生の選択と終い方」講師： 
松
まつ

岡
おか

かおりさん（千葉県医師会理事）

▼ 医師とのお話会：
意思決定支援・認知症・
在宅医療の3つのテー
マでグループに分か
れ、医師と話します。
定100人（申込先着順）
申参加希望者全員の住
所・氏名・電話番号、お話会で参加した
いグループのテーマを書いてファクスま
たはEメール。電話申し込み可
受令和2年1月31日（金）まで
問県男女共同参画センター
043-420-8411 043-420-8581
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

保育d
で

e就職！＠千葉 
保育のしごと就職フェスタ
　保育所などの採用担当者との就職面談
会です。職場の雰囲気など詳しい話が聞
けるチャンス！お気軽にご参加ください。
対保育士経験のある方や、資格はあるが
現在働いていない方、養成施設の学生な
ど、保育士資格を生かして働きたい方
日令和2年1月26日（日）10時30分～15
時30分
会ペリエホール（JR千葉駅直結）
問ちば保育士・保育所支援センター（月～
土曜日10時～18時） 043-222-2668
ちば保育士・保育所支援センター　 検索

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　12月10日（火）～16日（月）は、北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です。
　平成14年9月の日朝首脳会談で北朝鮮
が拉

ら

致
ち

を認め、同年10月に5人の被害者
が帰国しましたが、今も帰国を果たせて
いない方々が救出を待っています。この
中には、千葉県に住んでいた方が含まれ
ている可能性もあります。
　この機会に関心と認識を深め、解決に
向けて世論を盛り上げていきましょう。
問県政策企画課 043-223-2203

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　12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12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（6月、12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：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1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

農業の担い手の皆さんから 
相談をお受けします
　千葉県・JA
グループ千葉・
その他関係団体
では、「ワンフロ
ア・ワンストッ
プ」で農業の担い手を支援するため、「千
葉県農業者総合支援センター」を設置し
ています。
　生産技術や機械・施設の導入、農地の
集積、雇用の導入支援、農業経営の法人化
など担い手の皆さんからの多種多様な
相談をお受けしています。農業に関する
お悩みをぜひご相談ください。
問千葉県農業者総合支援センター
 0800-800-1944（フリーアクセス）
農業者総合支援センター　 検索

救急安心電話相談をご活用ください
　夜間や休日に医療機関を受診するか、
救急車を呼ぶか迷ったら、電話相談をご
利用ください。看護師などが対応します。

▼救急安心電話相談（15歳以上）
短縮ダイヤル＃7009
または 03-6735-8305
受付時間　平日・土曜日18時～23時
日曜日・祝日・年末年始・GW9時～23時

▼こども急病電話相談（15歳未満）
短縮ダイヤル＃8000
または 043-242-9939
受付時間　毎日19時～翌朝6時
問県医療整備課
 043-223-3879・3886

売らない！買わない！使わない！ 
不正軽油防止強化旬間
　「不正軽油」とは、ディーゼル車などの
燃料である軽油に灯油や重油などを混ぜ
たものや、自動車の燃料として重油などを
「軽油」と偽り販売・使用されたものです。
　不正軽油の製造・販売・使用は、軽油
引取税の脱税行為となるだけでなく、排
ガスによる大気汚染など、環境や健康に
悪い影響を与えます。
　不正軽油に関する情報をお持ちの方は
ご連絡ください。皆さんのご協力をお願
いします。
問県税務課 043-223-2170

ちばのキラリと光る土産品を 
応援します！
　県では、474品目
の農林水産物や観
光資源などを地域
資源として指定し
ており、数多くの中
小企業がこうした
地域資源を活用し
た土産品などの開発に取り組んでいます。
　このたび、開発した自慢の商品のPRに
役立ててもらえるよう、チーバくんを使
用したロゴマークを作成したので、ご活
用ください。（要事前申し込み・使用料
無料）
対県内中小企業などが製造または販売
する商品で地域資源を使用しているもの
①商品パッケージ、包装
②のぼりやチラシなどの販促品
③ホームページ
※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。
問県産業振興課 043-223-2798
ちばのキラリ　地域資源　 検索

ガスを使用するときは換気を忘れずに
　湯沸器、ガスストーブ、ガスコンロなど
を閉め切った室内で使用し続けると、一
酸化炭素中毒を起こすことがあり、大変
危険です。
　ガス機器を使用するときは、換気扇を
回すか、窓を開けて換気するなどして、新
鮮な空気を入れましょう。
問県産業保安課 043-223-2729

山
さん

武
む

市がパスポート窓口を開設
　山武市にお住まいの方は、令和2年1月
14日（火）から次の場所でパスポートの
申請・受け取りができるようになります。
場所　山武市市民課（山武市殿

との

台
だい

296番
地 山武市役所1階） 0475-80-1141
※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

年末年始の運転免許業務

月日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

12月27日（金） 通常業務
12月28日（土）
～1月4日（土） 閉庁日

1月5日（日）

●有効期限内
の更新手続●
記載事項変更
届●運転免許
の自主返納●
運転経歴証明
書の受付

●有効期限内
の更新手続
（優良運転者
講習および高
齢者講習受講
済みの方に限
る）●記載事
項変更届●運
転免許の自主
返納●運転経
歴証明書の受
付

閉庁日

1月6日（月）通常業務（試験コースを使用する業務を除く）
通常
業務

※駐車場に限りがあるため、公共交通機関を
ご利用ください。
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

さわやかちば県民プラザの休止
　さわやかちば県民プラザ（柏

かしわ

市柏の葉
4-3-1）は、自動火災報知設備の故障によ
り、現在施設の利用を休止しています。
　再開は令和2年7月中旬を予定してい
ます。ただし、所外で実施する一部のプ
ラザ主催事業については引き続き実施す
るものもあります。詳しくはお問い合わ
せください。ご利用の皆さんにはご迷惑
をお掛けしおわび申し上げます。
問さわやかちば県民プラザ
 04-7140-8600

松岡かおりさん


