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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
（令和2年1月23日、30日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。
※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。
採用予定人数　①児童福祉司16人（うち
経験者採用3人）、児童自立支援専門員
1人、精神保健福祉相談員6人、職業訓練
指導員7人、海技従事者（機関士）1人、
海技従事者（航海士）1人
②運転手2人、守衛1人、畜産技術員3人、
船員2人
考査日　①1月23日（木）②1月30日（木）
※申込多数の場合は、教養考査と専門考
査（1次考査）などを実施し、1次考査合格
者について、2次考査として人物考査を
2月中旬に実施する予定です。
申願書を持参または特定記録で郵送（持
参の場合は平日9時～17時）
受1月9日（木）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県総務課
 043-223-2029
千葉県総務課　 検索

測量士・測量士補試験
日5月17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
料測量士4,250円、測量士補2,850円
受1月6日（月）～27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茨城県つくば市北郷1
国土地理院 029-864-8214
令和2年測量士試験　 検索

保育士試験
日 ▼筆記：4月18日（土）、19日（日）

▼実技：6月28日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」を請
求し、同封の申請書を郵送
※手引きは問い合わ
せ先に請求。ホーム
ページからも請求可
料1万2,950円（幼稚
園教諭免許状所有者
などで筆記試験・実技試験が全て免除の
場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受1月7日（火）～31日（金）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

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 043-223-2249
県民参加メールマガジン　 検索

ちばアクアラインマラソン２０２０
ボランティア
　10月18日（日）に開催される「ちばア
クアラインマラソン２０２０」のボラン
ティアを募集しています。
対2005（平成17）年4月1日以前に生まれ
た方

内沿道コース整理、給水、給食、ランナー誘
導、外国語通訳 ほか
定1,000人（申込先着順）
申ホームページまたは郵送
※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。
受5月7日（木）（正午まで）
問県教育庁体育課 043-223-4107
ちばアクアラインマラソン２０２０　 検索

DV・児童虐待予防セミナー
　「体の不調の何割かは配偶者が原因？
夫
ふ

源
げん

病
びょう

・妻
さい

源
げん

病
びょう

の治し方」をテーマに、
石
いし

蔵
くら

文
ふみ

信
のぶ

さん（医師、大阪大学招
しょう

聘
へい

教授）
が講演します。
日2月16日（日）14時～16時（13時30分
受付開始）
会ホテル ザ・マンハッタン2階ルーナ
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩4分）
定200人（申込多数抽選）
申申込書をホームページ
からダウンロードして
ファクスまたはEメール。
電話申し込み可
受2月5日（水）まで
※託児を希望する方も
5日まで
（定員15人、申込多数抽選）
問県男女共同参画課
043-223-2376 043-222-0904
kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp

DV・児童虐待予防セミナー　 検索

令和元年度千葉県地域福祉
フォーラムシンポジウム
　『地域で身近な人を守るために』～風水
害を経験して～をテーマに基調講演、県
内で活動している団体の実践事例をもと
にシンポジウムを行います。
日2月16日（日）12時40分～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
※申込書は各社会福祉協議会、市町村
福祉担当窓口で配布。ホームページから
ダウンロード可
受1月6日（月）～2月7日（金）
※ご参加いただけない方のみ連絡します。
問〒260-8508千葉市中央区千葉港4-3
（社福）千葉県社会福祉協議会

043-245-1102 043-244-5201
千葉県社協　 検索

つながる 広がる
ちば食育推進大会2020
　「親も子も、まなんで・ときめく！みんな
の食育」をテーマに開催します。これを機
会に、できることから始めてみませんか。
日2月2日（日）11時～15時30分
会千葉市生涯学習センター2階（JR千葉
駅から徒歩8分）
内 ▼ つどいの会（11時～）：ちば食育
サポート企業による「食育体験ブース」

▼まなびの会（13時～）：管理栄養士やちば
食育ボランティアによる子育て世代向け
の「わくわくミニ講座」、「トークショー」
申申込書をファクスまたはEメール
※申込書はホームページか
らダウンロード
問県安全農業推進課
043-223-3092 043-201-2623
syokuiku@mz.pref.chiba.lg.jp

ちばの食育　 検索

第8回プラネタリウム一般公開
　「冬の星座・輝けアルカス」と2020年
の天文現象をテーマに投影します。
日1月19日（日）10時～11時（9時30分～
50分受付）
定160人（当日先着順）
問会県立水

すい

郷
ごう

小
お

見
み

川
がわ

少年自然の家（香取
市小見川5249-1） 0478-82-1343

第32回文化芸術フォーラム／
ゆいの花音楽会コンサート
●文化芸術フォーラム～ちばの伝統文化
2020～
　県内で活動する文化団体が、日頃磨き
上げた演技・演奏や作品を披露します。
日2月15日（土）13時～16時
会千葉県文化会館小ホール（JR外房線、
内房線本千葉駅から徒歩10分）
内舞台公演／邦楽・合唱・ジャズダンス
など、展示／がり版アート孔版画・写真・
華道など
定252人（申込先着順）
申参加希望者全員の氏名、代表者の電話
番号を書いてファクス。電話申し込み可
問（公財）千葉県文化振興財団
043-222-0077 043-221-6438

●ゆいの花音楽会コンサート
　県内のママさんブラスバンド10団体
によるコンサートを開催します。
日2月15日（土）12時30分開演
会千葉県文化会館大ホール
内スタジオジブリメドレー、Q

ク イ ー ン

UEEN
メドレー、勇気100％、パプリカ ほか
問千葉県文化会館 043-222-0201

石蔵文信さん

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。



6ちば県民だより　令和2年［2020年］1月1日（水曜日）

文書館県史講座
　江戸時代、キリスト教と同様に禁教と
なった日蓮宗不

ふ

受
じゅ

不
ふ

施
せ

派について、事例
を見ながら信仰と時代の関連性、信仰の
意義を文書館職員が解説します。講座終
了後には展示解説会も開催します。
日2月19日（水）、21日（金）13時30分～
16時（2日とも同じ内容）
定各120人（申込多数抽選）
申往復はがき（126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）
受1月20日（月）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

令和2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共に勇
ましく行進します。普段見ることのでき
ないレスキュー車やテロ対
策車などの特殊車両も登場
します。
日1月15日（水）10時10分～
11時30分（9時45分開場）
会幕

まく

張
はり

メッセイベントホール（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

房総の郷土芸能
　印

いん

旛
ば

・香
か

取
とり

地域の代表的な民俗芸能が
一堂に会します。地域で大切に育まれ継
承されてきた演技・演奏をお楽しみくだ
さい。
日1月26日（日）12時30分～16時35分
（12時開場）
会香取市佐

さ

原
わら

文化会館（JR成田線佐原駅
から徒歩5分）
内①おらんだ楽隊（香取市／県指定）
　②文

ひじ

違
かい

麦つき踊
おどり

（八
やち

街
また

市／市指定）
　③久

く

能
のう

獅
し

子
し

舞
まい

（富
とみ

里
さと

市／市指定）
　④中

なか

沢
ざわ

麦つき踊り（富里市／市指定）
　⑤伊

い

能
のう

歌
か

舞
ぶ

伎
き

（成田市／市指定）
　⑥北

きた

辺
べ

田
た

獅子舞（栄
さかえ

町／町指定）
　⑦佐

さ

原
わら

囃
ばや

子
し

（香取市／国指定）
定800人（当日先着順）
問県教育庁文化財課 043-223-4082

ちば起業家大交流会in幕
まく

張
はり

メッセ
　起業に興味のある方、起業間もない方、
起業家を応援したい方、ビジネス上の連
携を求める方の交流会を行います。
日1月30日（木）10時30分～17時
会幕張メッセ国際会議場2階（JR京葉線
海浜幕張駅から徒歩5分）
内①先輩経営者に学ぶ！ビジョンプレ
ゼン②ちばビジコン2019最終審査・表
彰式③各種経営相談④現役経営者・来場
者との大交流会⑤事業継承フォーラム
問県経営支援課 043-223-2707
ちば起業家大交流会　 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28日（金）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（126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2月10日（月）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県自然保護課 043-223-2976
鴨場見学会　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30年は
51件の報告がありました。
　無料・匿名で予約不要の休日検査を実
施します。早期発見・早期治療のため、
HIV検査を受けましょう。
日1月19日（日）10時～16時受付
会松

まつ

戸
ど

健康福祉センター（保健所）（JR
常磐線、新京成線松戸駅から徒歩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。
※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

2020年農林業センサスを実施します
　2月1日現在で、「２０２０
年農林業センサス」を実
施します。今後の農林業
の政策に役立てるために
5年ごとに実施される大
切な調査です。
　農林業関係者の皆さんのところに調査
員が訪問して、調査票に農林業の経営状
況などの記入をお願いしますので、ご協
力をお願いします。
問県統計課 043-223-2220

チーバくんのお誕生日を
みんなでお祝いしよう！
　千葉県マスコットキャラクター「チーバ
くん」のお誕生日会を開催します。県内外
からお友達キャラクターやゲストが大集
合！みんな遊びに来てね！
日1月11日（土）11時～16時
会イオンモール幕

まく

張
はり

新都心グランドモー
ル1F グランドコート（JR京葉線海浜幕張
駅から徒歩17分）
内①お誕生日セレモニー
　② チーバくんやお友達

キャラクターたちと
のふれあいタイム

※チーバくんの最新動画
をY

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeで配信中！みんな見てね！
問県報道広報課 043-223-2242
チーバくんの広場　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　1月9日（木）～16日（木）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和12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8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：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5年債・10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

～食品関連事業者の皆さんへ～
新表示に切り替えましたか？
　食品表示法（平成27年4月1日施行）に
基づく新しい食品表示制度への経過措置
期間が3月31日で終了します。4月1日
からは新しい食品表示基準に従った表示
が必要です。
　また、令和4年4月1日からは、国内で製
造された全ての加工食品に原料原産地の
表示が必要です。
〈表示の切り替えが必要なもの〉
・原材料・添加物（衛生事項・品質事項）
・栄養成分の量および熱量（保健事項）
・アレルゲン表示（衛生事項）  ほか
※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。
問各健康福祉センター（保健所）
または県健康づくり支援課（保健事項）
 043-223-2667
県衛生指導課（衛生事項）
 043-223-2638
県安全農業推進課（品質事項）
 043-223-3082
食品表示　千葉県　 検索

移動暴力相談所の開設
　各地域に移動暴力相
談所を順次開設し、暴
力団に関する相談をお
受けしています。電話
やメールでの相談は随
時可能です。
日会 ▼ 1月22日（水）安

あ

房
わ

地域振興事務所
（JR内房線館

たて

山
やま

駅から徒歩12分） ▼2月5
日（水）印

いん

旛
. ば

地域振興事務所（JR総武本線
佐
さ

倉
くら

駅から徒歩15分）各10時～16時
相談先　（公財）千葉県暴力団追放県民会議
 70120-0

オーヤクザゴヨー

89354
boutsui-chiba@opal.plala.or.jp

問県くらし安全推進課
 043-223-2364
暴力団追放　千葉県　 検索

「ちば県民だより」12月号
掲載内容の訂正とお詫び
　令和元年12月号の4面に掲載いたしま
した「千葉県職員人事行政運営等の状況」
の一部に誤りがありました。
　正しくは次のとおりです。訂正してお
詫びいたします。
●訂正箇所
　特殊勤務手当の職員全体に占める手当
支給職員の割合
（誤）38.8％ → （正）43.2％

問県総務課 043-223-2464

マスコットキャラクター
「つっちー」

最新動画
「こんにちば！
チーバくん」


