
ちば県民だより7 令和2年［2020年］6月5日（金曜日） ●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。

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7月6日、9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。
受験案内は県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13人（うち
経験者採用5人）、児童自立支援専門員2
人、精神保健福祉相談員1人、看護師（教
員）1人、職業訓練指導員6人、海技従事者
（機関士）2人、海技従事者（航海士）1人、
無線従事者1人
②運転手1人、船員1人
考査日　①7月6日（月）②7月9日（木）
※申込者多数の場合は、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8月下旬に実施する予定です。
申申込書を特定記録で郵
送または持参（持参の場合
は平日9時～17時）、ホーム
ページから申し込み可
受6月23日（火）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県総務課

043-223-2029
千葉県総務部総務課　 検索

育休・育短任期付職員登録選考
　育児休業や育児短時間勤務を取得する
県職員の代替職員として、県庁や県出先
機関などで勤務する任期付職員を募集し
ています。
受験資格　日本国籍を有し平成15年4月
1日までに生まれた方（学歴不問）
考査日　7月4日（土）
職種・登録予定人数　一般行政130人程度
（登録期間は3年間）
申申込書を特定記録で郵送または持参
※申込書の請求方法はホームページをご
覧になるかお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況
などにより、緊急のお知らせがある場合は、

ホームページおよびツイッターでお知ら
せします。
受6月17日（水）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県人事委
員会事務局任用課 043-223-3717
職員採用　千葉県　 検索

千葉県調理師試験
日10月10日（土）
会千葉大学西千葉キャンパス総合校舎
4・5号館（千葉市稲毛区弥

やよ

生
い

町1-33）
申願書などを県健康づくり
支援課へ簡易書留で郵送
料6,100円
受6月29日（月）まで（消印
有効）
※願書は問い合わせ先や県各健康福祉
センター（保健所）、千葉市・船

ふな

橋
ばし

市・柏
かしわ

市
の各保健所で配布します。
問〒260-8667（住所記載不要）県健康づ
くり支援課 043-223-2667
千葉県調理師試験　 検索

緑のカーテン体験談
　「緑のカーテン」は、ツル性植物などを、
窓を覆うように茂らせて涼をとる環境に
優しい天然のカーテンです。
　皆さんの体験談と写真を募集していま
す。ご応募いただいた方全員に花の種を
プレゼントしています。作品はイベント
やホームページで紹介します。
内 ▼写真：データまたはL版サイズ程度
にプリントしたもの ▼体験談：200字程
度にまとめたもの
申住所、氏名、植物の種類、植えた場所・
方角・時期を書いて郵送またはEメール
（写真をメールに添付する場合、容量は1
メガバイト程度）
受9月30日（水）必着
問〒260-8667（住所記載不要）県公園緑
地課 043-223-3996
kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp

緑のカーテン　千葉県　 検索

奨学のための給付金
　生活保護（生業扶助）受給世帯または令
和2年度の道府県民税所得割額および市
町村民税所得割額が非課税である世帯な
どを対象に、返還の必要のない「奨学のた
めの給付金」が、申請により支給されます。
詳しくは申請先にお問い合わせください。
対保護者が県内在住で、平成26年度以降
に高校などに入学した生徒
申請先　在籍する学校（県外の学校に在
籍する生徒は問い合わせ先）
申請開始日　7月1日（水）
問県教育庁財務課（公立）

043-223-4027
県学事課（私立） 043-223-2162

ちばコラボ大賞（千葉県知事賞）
応募事例を募集します
　県内では、NPO（市民活動団体）と学校、
大学、企業などが連携して、地域社会の課
題解決に取り組み、福祉や環境、子育て、
まちづくりなど、さまざまな分野で成果
を上げています。
　他のモデルとなる優れた事例に取り組
んでいる団体を表彰し、連携の重要性や
効果を広く県民の皆さんにお知らせする
ことで連携による地域づくりを進めてい
ます。今年度もコラボ大賞の応募事例を
募集します。
審査方法　県事務局による1次審査およ
び審査員による2次審査 ※審査にあた
り、現地調査、ヒアリングなどのご協力を
お願いする場合があります。
受8月3日（月）必着※持参の場合は17時まで
申ホームページから応募用紙をダウン
ロードの上、郵送または持参（ファクス、
Eメールでの応募は不可。）
問〒260-8667（住所記載不要）県県民生
活・文化課 043-223-4133
ちばコラボ大賞　 検索

千葉県障害者雇用サポート事業の
研修生
　障害のある方の就労を支援するため、
基礎訓練（集合研修・オフィス内実務研
修・個別支援）と現場実習を組み合わせ
た研修「障害者雇用サポート事業」に参加
する方を募集しています。
対県内在住で、求職中の障害者手帳をお
持ちの方※研修参加者には、研修支援費が
支給されます。（2,500円／日、上限40日）
会パソナ・千葉（JR千葉駅から徒歩3分）ほか
問（株）パソナ（当該事業の受託事業者）

043-238-9866
koyosupport@pasona.co.jp

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　6月4日（木）～12日（金）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和12年6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（12月、6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7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

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、耕作放棄地を所有者から引き
受けて、再生利用される方を対象に、草木
の刈払いや整地、根の除去などの再生経
費の1/2※を補助しています（※市町村と
共同で補助しています。補助率の内訳は
県1/4、市町村1/4です）。再生利用をお
考えの方は、市町村の農政担当課までお
問い合わせください。
問県農地・農村振興課

043-223-2862

シートベルトを着用しましょう！
　6月はシートベル
トとチャイルドシー
ト着用推進強化月間
です。
　シートベルトは、
全ての座席での着用
が義務付けられています。また、6歳未
満の子どもにはチャイルドシートの着用
が義務付けられています。
　シートベルトやチャイルドシートを着
用しないと事故に遭ったときに車外に放
り出されるなど大変危険です。
　自動車に乗る際は、これらを適切に着
用しましょう。
問県くらし安全推進課

043-223-2263

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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駐車場の利用マナーにご理解とご協力を
　「障害者等用駐車区画」は、一般の駐車
区画よりも幅が広く、建物の出入り口に
近い場所に設けられています。
　車いすを使用している方や障害のある
方、高齢者や妊産婦などで歩行が困難な
方がこの区画を必要としています。
　皆さんが気持ちよく利用できるよう、
一般の駐車区画で車の乗り降りができる
方は、駐車をご遠慮ください。
問県健康福祉指導課 043-223-2615

施設園芸農家の皆さんへ
　6月は災害に強い施設園芸づくり月間
です。近年、台風、大雪、地震などの自然
災害が多発し、多くの農業用ハウス（園芸
施設）に被害が発生しています。
　農業共済は、自然災害などで作物や園
芸施設などに損害が生じた場合に共済金
が支払われる公的な保険制度で、加入者
負担の軽減のため、掛け金の原則50％を
国が負担します。
　台風シーズンに備え、ハウスの点検や
補修を実施するとともに、万が一の場合
に備え農業共済（園芸施設共済）に加入
しましょう。
　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。
問千葉県農業共済組合（N

ノ ー サ イ

OSAI千葉）
043-245-7449

NOSAI千葉　 検索

おうちで食べよう！
ちばのテイクアウトができる店
　千葉県公式観光物産サイト「まるごと
ｅ
イー

！ちば」では、テイクアウトやデリバリー
ができるお店を掲載した県内市町村など
のホームページを紹介しています。
　お気に入りのレストランやカフェの味
をおうちでのんびり楽しんでみませんか。
※臨時的に営業中止・営業
時間短縮をしている場合も
あります。詳しくは各施設
にご確認ください。
問（公社）千葉県観光物産協会

043-225-9170
まるごと　ちば　 検索

ちばの空を青くさわやかに
　夏場は、光化学スモッグが多く発生す
るため、目がチカチカしたり、遠くの景色
が見えにくくなったりします。
　その原因は、自動車や工場からの排気
ガスや、油性ペンキなどに含まれる成分
（揮発性有機化合物など）が、太陽の光を
受けて化学反応を起こすためです。
　6月は環境月間です。きれいな空気の
中で快適に過ごせるよう、ご協力をお願
いします。
●自動車の排気ガスを減らすため
　エコカーを使う、駐車時はエンジンを
切る、優しい加速や減速を心掛ける
●揮発性有機化合物を減らすため
　ペンキや接着剤は水性の表示があるも
のを選ぶ
問県大気保全課 043-223-3802

農薬危害防止運動
　6～8月は「農薬危害防止運動」期間で
す。以下のことに注意し、農薬は適正に
使用しましょう。
●農薬を使用する際には、ラベルの内容
（適用作物、使用方法、注意事項など）を
厳守し、対象作物以外に飛散しないよう
注意しましょう。
●農薬の保管場所には鍵を掛けるなどし
て、盗難や誤飲を防ぎましょう。
●住宅地などの周辺で農薬を使用する場
合は、散布日時などを事前に近所の方に
お知らせしましょう。
問県安全農業推進課 043-223-2888

食中毒注意報を発令しています
　気温と湿度が上がるこの時期は、食中
毒の原因となる細菌の活動が活発になり
ます。9月30日（水）までの間、「食中毒注
意報」を発令しています。次のことに注
意して食中毒を予防しましょう。
●購入時：生鮮品は消費期限や保存方法
を確認し、購入後はすぐに持ち帰る。
●保存時：冷蔵庫は10度以下、冷凍庫は
マイナス15度以下の温度に保ち、庫内の
詰め過ぎに注意する。（容量の7割程度
が目安）
●調理時：調理する前や、肉・魚・卵な
どを触った後は手を洗う。肉などは十分
に加熱する。肉や魚を切った包丁やまな
板などはよく洗い、熱湯などで消毒する。
●食事のとき：調理後の食品を室温に長
く放置しない。
問県各健康福祉センター（保健所）また
は県衛生指導課（食品衛生県民ダイヤル）

043-221-6000

浄化槽は法定検査が必要です
　浄化槽は、設置後および毎年1回の法
定検査が義務付けられています。必ず受
検してください。
　受検の申し込みは下記の法定検査機関
へ、制度については県水質保全課へお問
い合わせください。　
●千葉市、館

たて

山
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市、木
き
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市、勝
かつ

浦
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市、市原
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が
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町、鋸
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南
なん

町の方
（一財）千葉県環境財団

043-246-2079
●そのほかの市町村の方
（公社）千葉県浄化槽検査センター

043-246-6283
問県水質保全課 043-223-3813
浄化槽の法定検査　千葉県　 検索

県外医学部生を対象とした修学資金制度
　県外の大学医学部の医学部生を対象
に、将来千葉県で医師として働いていた
だくことを目的とした修学資金の貸し付
けを行います。医師免許取得後、一定期
間県が指定する県内の医療機関に勤務し
ていただいた場合、貸付金の返還が全額
免除になります。
対県外大学に通う本県出身の医学部生
申必要書類を郵送または持参
募集人数　15人
貸付月額　15万円（国公立・私立共通）
※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）県医療整
備課 043-223-3883
千葉県医師修学資金貸付制度　 検索

あん摩マッサージ指圧などの
無資格者の施術にご注意を！
　あん摩、マッサージ指圧などを仕事と
して行うには国の免許が必要です。
　無資格者による施術は健康被害を起こ
す恐れがあります。施術を受ける際は、
施術者が有資格者であることを確認して
から受けましょう。
問県医療整備課 043-223-3884

7月からレジ袋の有料化が始まります！
  7月1日（水）から全国でプラスチック製
買物袋、いわゆるレジ袋の有料化がスター
トします。これを機に、マイバッグを持ち
歩くなどレジ袋削減に努めましょう！
問県循環型社会推進課

043-223-4144
レジ袋有料化　7月1日スタート　 検索

知事・県議会議員の資産などの公開
　県条例に基づき、令和2年度に作成さ
れた知事および県議会議員の資産などの
報告書を公開します。
閲覧開始日　6月30日（火）
閲覧場所 ▼知事分：審査情報課総合窓
口（県庁南庁舎1階） ▼県議会議員分：県
議会事務局総務課（県議会棟3階）
問県秘書課 043-223-2017
県議会事務局総務課 043-223-2524

歯と口の健康週間（咲かそうよ 
笑顔の花を 歯みがきで）
　6月4日（木）から10日（水）までは、歯
と口の健康週間です。
　かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯
科検診を受け、虫歯や歯周病をなくして
「8
はちまるにいまる

020」（80歳になっても20本以上自
分の歯を保つこと）を目指しましょう。
　デンタルフロス（糸ようじ）や歯間ブラ
シを使っての歯

し

垢
こう

の除去や、食後の歯み
がきを心掛け、いつまでも
自分の歯で食べられるよ
うにしましょう。
問県健康づくり支援課

043-223-2671

商業施設などでの県産木材
利用を支援します！
  公共施設、商業施設、観光施設などの
多くの県民の皆さんが利用する施設に、
県産木材を使用した内外装や木製備品を
導入する経費を助成します。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。
補助対象　政令指定都市を除く県内市町
村、公共的団体、民間事業者
補助率など　工事に要する経費など対象
経費の1/2以内（上限あり）
問県森林課 043-223-2966
ちばの木材　 検索

路上に張り出している樹木
などは適切に管理しましょう
　道路沿いの土地から、車道や歩道に張
り出した樹木や枝は、通行の妨げになる
だけでなく、通行中の車両などを損傷さ
せる事故につながる可能性があります。
　事故が発生した場合には、樹木の所有
者が賠償責任を問われることがあります。
　張り出し樹木や倒木の危険がある樹木
は、剪

せん

定
てい

・伐採などの適切な管理にご協
力をお願いします。
問県各土木事務所または県道路環境課

043-223-3136


