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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

自衛官などの採用試験
対各試験区分によって異なります。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。
日①一般幹部候補生「大卒程度試験」、
「院卒者試験」：5月8日（土）、9日（日）
②歯科・薬剤科幹部候補生：5月8日（土）
③医科・歯科幹部：6月25日（金）
④一般曹候補生：5月21日（金）～30日
（日）のうち、いずれか1日を受付時に指定
⑤自衛官候補生：受付時に指定
申願書を問い合わせ先または船橋、市川、
柏、千葉、茂原、成田、旭、木更津、館山の
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①②4月28日（水）まで（必着）
　③6月11日（金）まで（必着）
　④5月11日（火）まで（必着）
　⑤年間を通じて行っています
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

令和3年度前期技能検定
対各職種において所定の実務経験など
を有する方
等級　1級～3級、単一等級
職種　造園、機械加工、電気機器組立て、
塗装など51職種
申所定の払込用紙で受検手数料を払い
込み、受検申請書・郵便振替払込受付証
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
受4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

二級建築士・木造建築士試験
▶二級建築士　学科：7月4日（日）、設計
製図：9月12日（日） 

▶木造建築士　学科：7月11日（日）、設
計製図：10月10日（日）
申ホームページから申し込み
※ホームページからの申し込みが行えな
い場合は、4月7日（水）までに問い合わせ
先に連絡
料18,500円
受4月1日（木）10時～15日（木）16時まで
問（公財）建築技術教育普及センター

03-6261-3310
建築技術教育普及センター　 検索

県立千葉大宮高校通信制の課程
三期入学者選抜
対中学校を卒業した方
日4月8日（木）
内面接および作文
申願書などを持参または郵送
※願書は問い合わせ先または県教育庁学
習指導課で4月1日（木）から配布します。
詳しくはお問い合わせください。
受4月2日（金）9時～16時30分、5日（月）
9時～16時（郵送の場合は5日16時まで
（必着））
問〒264-8505千葉市若葉区大宮町
2699-1　県立千葉大宮高校

043-264-1981
令和3年度入学者選抜　千葉県　 検索

県営住宅の入居者
対原則、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4月1日（木）～15日（木）消印有効
※申込用紙は、市役所・町村役場、県各
地域振興事務所、県各保健所（健康福祉
センター）、住まい情報プラザ、県立中央
図書館などで3月下旬から配布します。
※菊

きく

間
ま

（市原市）・蔵
くら

波
なみ

（袖ケ浦市）県営住
宅は常時募集を行っております。
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

点訳・音訳ボランティア養成講座
　視覚障害者のための「点字図書」「声の
図書」製作ボランティアを養成します。
日4月から令和4年3月　隔週全20回
点訳：火曜日午前、音訳：木曜日午前
定点訳20人、音訳20人
申申込書を郵送
※募集要項・申込書は、点訳・音訳のど
ちらかの希望を明記し、84円切手を貼っ
て返信用宛先を書いた封筒を同封して請
求。ホームページからダウンロード可
料教材費など（1万円以内）
受4月9日（金）まで（必着）
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問〒284-0005四街道市四街道1-9-3
視覚障害者総合支援センターちば
点訳係または音訳係 043-424-2390
千葉県視覚障害者福祉協会　 検索

千葉交響楽団第109回定期演奏会
「初々しさと円熟と」
　千葉交響楽団が誇る新進気鋭のオーボ
エ奏者、浅

あさ

原
はら

由
ゆ

香
か

さんが奏でる協奏曲や
ブラームスの最高
傑作をお贈りしま
す。魅力あふれる
響きをたっぷりと
ご堪能ください。
日5月29日（土）14時開演（13時15分開場）
会習志野文化ホール（JR総武線津田沼駅
から徒歩4分）
曲目 武

たけ

満
みつ

徹
とおる

／弦楽のためのレクイエ
ム、R.シュトラウス／オーボエ協奏曲ニ
長調、ブラームス／交響曲第4番ホ短調
料S席：4,000円、A席：3,000円、B席：
2,000円（全席指定）
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

運転免許センターからのお知らせ
【住所変更手続きのご案内】
　転居や婚姻などで住所や本籍、氏名に
変更があった方は速やかに運転免許証の
記載事項変更届出を行ってください。
＜受付場所・時間＞
●千葉、流山運転免許センター
平日：8時30分～11時45分、13時～17時、
日曜日：8時30分～11時、13時～16時
（祝日・振休、年末年始を除く）

●警察署・幹部交番・白井分庁舎
平日：8時30分～12時、13時～17時
（祝日・振休、年末年始を除く）
※必要書類についてはホームページをご
覧になるかお問い合わせください。
【原動機付自転車の新規免許試験などの
実施日変更】　4月から原動機付自転車
（原付）の新規免許試験・講習の実施日が
変更になります。また、これまで、試験合格
者のみを対象としていた講習は、不合格者
や受験前の方でも受講可能になります。
〈原付免許試験・講習の実施日の変更内容〉

実施場所
試験・講習実施日

現状 令和3年
4月以降

千葉
運転免許
センター

試験… 月・火・水・
木・金曜日

講習… 月・水・
金曜日

月・水・
金曜日　

流山
運転免許
センター

月・火・水・木・
金曜日

火・　
木曜日

※祝日・振休および年末年始を除く
※試験受付時間：8時30分～9時30分、
講習受付時間：10時30分～11時（各免
許センター共通）
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

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　3月12日（金）まで
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和13年3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（9月､3月）
利率　ホームページをご覧になるかお問
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：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。また、金
融機関により、申し込みに必要なものが
異なることがあります。詳しくは取扱窓
口にお問い合わせください。
※令和3年度の発行計画は4月号に掲載
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

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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山武合同庁舎 仮移転のお知らせ
　山武合同庁舎建て替えのため、3月15日
（月）から山武地域振興事務所、東金県税
事務所、東上総教育事務所山武分室が仮設
庁舎へ移転し業務を開始する予定です。
仮設庁舎住所　東金市東新宿17-6
　また、山武農業事務所の企画振興課は
東金合同庁舎、改良普及課は同事務所両
総用水管理課庁舎へ仮移転しました。
東金合同庁舎住所　東金市東新宿17-6
山武農業事務所両総用水管理課庁舎住所
東金市田間2-14-2
※各機関の電話番号およびファクス番号
に変更はありません。
問山武地域振興事務所

0475-54-0222
東金県税事務所 0475-54-0223
東上総教育事務所山武分室

0475-54-1041
山武農業事務所 0475-54-1122
または県資産経営課 043-223-2045

献血にご協力をお願します
～3月は献血推進強調月間～
　医療に必要な血液は人工的に作ること
ができず、皆さんからの献血によって支
えられています。
　特に、春先は気候の変化や風邪などで
体調を崩す方が増えることなどから献血
者が減少し、血液が不足しがちです。
　献血は、県内6カ所の
献血ルームと各地を巡
回する献血バスで実施
しています。
　皆さまのご協力をお
願いいたします。
県内の献血ルーム
●モノレールちば駅献血ルーム（千葉モノ
レール千葉駅構内） 043-224-0332
●津田沼献血ルーム（JR津田沼駅北口津
田沼パルコB館6階） 047-493-0322
●柏献血ルーム（JR柏駅東口榎本ビル
5階） 04-7167-8050
●松戸献血ルームP

ピ ュ ア

ure（JR松戸駅西口
松戸ビル1階） 047-703-1006
●献血ルームフェイス（JR船橋駅南口
F
フェイス

aceビル7階） 047-460-0521
●運転免許センター献血ルーム（千葉運
転免許センター内） 043-276-3641
問千葉県赤十字血液センター

047-457-0711
県薬務課 043-223-2614
千葉県　献血　 検索

災害時の帰宅について考えましょう
　災害発生直後に、多くの人が一斉に徒
歩で帰り始めると、沿道の火災や建物か
らの落下物、集団転倒など思わぬ事故に
巻き込まれる恐れがあります。
　災害が発生したら、むやみに移動せず、
まずは身の安全を確保し、職場や学校な
どの安全な場所にとどまり、状況が落ち
着いてから帰宅しましょう。
【日頃の準備が大切です】
●家族と安否確認の方法や集合場所につ
いて話し合っておきましょう。
●職場などに飲料水や食料、携帯ラジオ、
モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中
電灯などを用意しておきましょう。
●徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路にあ
る支援を受けられるコンビニエンススト
アやガソリンスタンドなどを確認してお
きましょう。
問県防災政策課 043-223-3404

徒歩帰宅を支援する施設はこのステッカーが目印

賃貸住宅退去の際の
原状回復トラブルにご注意！
　3月は引っ越しが多くなる時期です。
賃貸住宅を退去する際に、「原状回復費用
として高額な修理代を請求された」など
の相談が寄せられています。
　改正民法では、「通常使用や経年劣化に
よる傷や汚れの原状回復は、借主の義務
ではないこと」が明記されました。
　退去の際にはできるだけ借主と貸主の
双方が立ち合い、住宅の状況を確認して
ください。
　また、新規の入居契約をするときは、
契約書の特約事項をよく確認し、入居前
からある傷や汚れなどの写真を撮り、
貸主や管理会
社と一緒に確
認しておきま
しょう。
　お困りの場
合はご相談く
ださい。
問局番なし 1

い や や

88（最寄りの消費生活
相談窓口につながります）
または県消費者センター　

047-434-0999

看護職員の離職時の届け出
　看護職員（保健師、助産師、看護師、准看
護師）が離職などで看護業務に就かなく
なった場合には、県ナースセンターに届
け出が必要です。
　届け出がお済みでない方、退職を予定
されている方は専用サイトから届け出る
かお問い合わせください。
　また、県ナースセンターでは、再就職を
希望する方へのさまざまな支援も行って
います。ぜひご利用ください。
問千葉県ナースセンター（平日9時～17時）

043-247-6371
とどけるん　 検索

自動車の登録手続きを忘れずに
　自動車税（種別割）
の納税通知書は、4月
1日現在の登録に基
づいて送付されます。
自動車を譲渡したときや住所を変更した
ときなどは、管轄の運輸支局などで必ず
登録事項の変更手続きをしてください。
問千葉運輸支局 050-5540-2022
または次の自動車検査登録事務所
野田 050-5540-2023
習志野 050-5540-2024
袖ヶ浦 050-5540-2025
自動車税　千葉県　 検索

ご存じですか？民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣
から委嘱されたボランティアです。地
域住民の身近な相談相手とな
り、支援を必要とする住民と
行政や福祉機関をつなぐパイ
プ役を務めています。
【活動例】
・高齢者や障害者の相談に乗り、福祉
サービスなどの情報を提供
・高齢者や子育て中の方が孤立しないよ
う、交流の場をお手伝い
・自治会と協力しながら、災害時に支援
が必要な方の避難体制をつくる
・小学生の登下校の見守り
・介護保険、生活困窮、ひとり親に関する
相談　など
　民生委員・児童委員について興味のあ
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

確定申告の期限が延長されました
　令和2年分確定申告（申告所得税・贈与
税・個人事業者の消費税）の申告・納付期
限は、4月15日（木）まで延長となりました。
問千葉東税務署 043-225-6811

けんけつちゃん

当日投票できない方
　投票日当日、仕事など用事があり投票に行けない方は、
期日前投票または不在者投票ができます。
期　　間　3月5日（金）から20日（土・祝）まで毎日
投票時間　原則8時30分から20時まで

令和2年12月4日（金）以降に県内で転居された方
　一定の要件を満たす場合、投票の際に「引き続き県内に住所を有することの証
明書」を提示するか、投票所で投票管理者に対して「引き続き県内に住所を有す
ることの確認の申請」をすることにより、旧住所地で投票することができます。
　詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

問県選挙管理委員会　 043-223-2142　千葉県選管　　 検索

　選挙管理委員会では、アルコール消毒液の設置や換気など、投票所内での感染対策
に取り組んだ上で選挙を実施します。マスク着用、咳エチケットの実施などにご協
力ください。
　また、投票日当日、投票所に人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的
な利用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策について

千 葉 県 知 事 選 挙

3月21日（日） 7時から
20時まで

投票
時間


