
ちば県民だより7 令和2年［2020年］9月5日（土曜日） ●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10月8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
児童福祉司31人（うち経験者採用11人）、
児童自立支援専門員2人、精神保健福祉
相談員13人、看護師（教員）2人、地質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、海技従
事者（通信士）1人
考査日　10月8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11月下旬頃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（ちば電子申請サー
ビス）から申し込み可
受9月18日（金）17時まで（郵送は消印有効）
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

防衛大学校等学生
対高校卒業または卒業見込みの方で、令
和3年4月1日現在18歳以上21歳未満の方
①防衛大学校学生（一般）
日11月7日（土）、8日（日）
②防衛医科大学校看護学科学生（自衛官
候補看護学生）
日10月17日（土）
③防衛医科大学校医学科学生
日10月24日（土）、25日（日）
申願書を問い合わせ先または船橋・市川・
柏
かしわ

・千葉・茂
も

原
ばら

・成田・旭
あさひ

・木
き

更
さら

津
づ

・館
たて

山
やま

の各自衛隊事務所へ持参または郵送
※願書は問い合わせ先に請求

受①10月22日（木）まで（必着）②10月1
日（木）まで（必着）③10月7日（水）まで
（必着）
問〒263-0021千葉市稲毛区轟

とどろき

町1-1-17
防衛省自衛隊千葉地方協力本部

043-251-7151
自衛隊　千葉　 検索

県職員採用選考考査
受験資格　身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳などの交付
を受け、次の要件を満たす方 ▼一般行政、
警察事務：昭和60年4月2日から平成15
年4月1日までに生まれた方 ▼資格免許
職：看護師は昭和50年4月2日以降に生
まれた方、その他の職種は昭和60年4月
2日以降に生まれた方で、当該免許を取
得または取得見込みの方
※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。
※点字または拡大文字での受験を希望す
る方は問い合わせ先にお申し出ください。
採用予定人数　一般行政13人、警察事務
5人、獣医師・薬剤師・保健師・管理栄
養士・保育士・臨床検査技師・看護師・
司書・学芸員  各1人、文化財技術2人
考査日 ▼ 第1次考査：10月18日（日）

▼第2次考査：11月14日（土）または
15日（日）のいずれか1日
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（ちば電子申請サービス）から申し
込み可
受9月9日（水）17時まで（郵送は消印有効）
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

令和2年度後期技能検定
対各職種において所定の実務経験など
を有する方
等級　特級、1級～3級、単一等級
職種　機械検査、建築大工、配管、菓子製
造など88職種

申所定の振込用紙で受検手数料を払い
込み、受検申請書と郵便振替払込証明書
など指定の書類を簡易書留で郵送
※受検申請書は問い合わせ先に請求して
ください。
受10月5日（月）～16日（金）消印有効
問〒261-0026千葉市美浜区幕張西4-1-
10千葉県職業能力開発協会

043-296-1150
千葉県職業能力開発協会　 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
※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9月下旬
から配布します。
受10月1日（木）～15日（木）消印有効
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

暮らしとこころの相談会
　9月10日（木）から16日（水）までは「自
殺予防週間」です。
　自殺は借金や仕事、家庭などの悩みで
精神的に追い込まれ、正常な判断ができ
ない場合に起こります。こうした状況は
誰にでも起こり得ることです。
　弁護士、臨床心理士・公認
心理師、社会福祉士などが
複数で相談に応じます。一人
で悩まずご相談ください。
日9月26日（土）13時～16時
会千葉県弁護士会　松戸支部（JR常磐線
松戸駅から徒歩4分）
問県健康づくり支援課

043-223-2668

千葉交響楽団第108回定期演奏会
「燦

さん

然
ぜん

と輝く巨星」
　ベートーベン生誕250周年の今年、千
葉交響楽団が贈るオール・ベートーベン・
プログラム。河

かわ

村
むら

尚
ひさ

子
こ

さんをピアニスト
に迎えます。
日10月3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）
曲目　ベートーベン／ピアノ協奏曲第５
番「皇帝」、交響曲第３番「英雄」
出演 山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん（指揮）、河村尚子さ
ん（ピアノ）
料S席：4,000円、A席：3,000円、B席：
2,000円
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

まごころのチカラで千葉を元気に！
夢のコラボコンサート
　千葉県を代表す
る2つのオーケス
トラ、千葉県少年少
女オーケストラと
千葉交響楽団が共演し、音楽の持つまごこ
ろのチカラで千葉を明るく元気にします。
日11月15日（日）15時開演（14時開場）
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）
曲目　ベートーベン／ロマンス第2番へ
長調ほか
出演 山

やま

田
だ

和
かず

樹
き

さん、山下一史さん（指
揮）、外

ほか

村
むら

理
り

紗
さ

さん、青
あお

木
き

尚
なお

佳
か

さん（バイオ
リン）、亀

かめ

井
い

聖
まさ

矢
や

さん（ピアノ）
申往復はがき（126円）に代表者の郵便番
号・住所・氏名・電話番号、入場希望者
全員の氏名・年齢（１通につき2人まで）、
返信用宛先を書いて郵送
受10月23日（金）まで（必着）
問〒260-8661（住所記載不要）（公財）
千葉県文化振興財団　夢のコラボコン
サート係 043-222-0077

千葉県労働大学オンライン講座
開催方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによるライ
ブ配信
日10月20日（火）、26日（月）、11月4日
（水）、10日（火）、18日（水）、26日（木）
各日18時15分～20時00分
内労働法の基礎やハラスメント防止な
どの最近の法改正、働き方改革、新型コロ
ナウイルス感染症を巡る課題への対応な
どに関する講座
定各日500人程度（申込先着順）
申ホームページ（ちば電子申請サービス）
から申し込み
※申込確認後、視聴URLをメールでお知
らせします。
※各講座開催後、オンデマンド配信を実
施します。申込方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
問県雇用労働課 043-223-2743
千葉県労働大学講座　令和２年度　 検索

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。


