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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

県立病院看護師採用
　県がんセンター・県こども病院などで
働く看護師を募集します。
対昭和51年4月2日から平成14年4月1
日までに生まれ、看護師免許を有する方
または令和4年の国家試験で取得見込み
の方
※詳しくは受験案内をご確認ください。
受験案内は看護師養成施設や問い合わせ
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　100人
考査日　①5月15日（土）、16日（日）、22
日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）、
6月5日（土）②6月12日（土）、19日（土）
※②は県外会場
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）
受①4月23日（金）まで（消印有効）②5月
6日（木）～21日（金）まで（消印有効）
問〒260-8665千葉市中央区市場町1-1
県病院局経営管理課 043-223-3969
千葉県立病院　看護師募集　 検索

公立学校教員採用候補者選考
　県内の公立小学校・中学校・義務教育
学校・中等教育学校・高等学校・特別支
援学校の教員を募集します。
対①昭和37年4月2日以降に生まれ、教
育職員免許状を有する方または令和4年
3月31日までに取得見込みの方
日第1次選考：7月11日（日）
申ホームページから電子申請または必
要書類を簡易書留で郵送
※要項はホームページからダウンロード
または問い合わせ先に請求
受電子：5月11日（火）17時まで
郵送：5月11日（火）まで（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〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁教職員課 043-223-4044
公立学校教員採用選考　千葉県　 検索

千葉県調理師試験
日10月30日（土）
会幕張メッセ国際展示場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
申願書などを提出先へ簡易書留で郵送
※願書は4月12日（月）から問い合わせ先
で配布
料6,100円
受5月24日（月）～28日（金）消印有効
提出先　居住地を管轄する各保健所、県
外在住の方は県健康づくり支援課
問各保健所または県健康づくり支援課

043-223-2667
千葉県調理師試験　 検索

測量士・測量士補試験
日9月12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4月12日（月）～5月17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

きた

郷
さと

1
国土地理院 029-864-8214、8248
令和3年測量士試験　 検索

高等学校卒業程度認定試験
　合格者は大学などの受験資格が得ら
れ、就職や資格試験などに活用できます。
対令和4年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日8月12日（木）、13日（金）
会千葉敬愛短期大学（JR総武本線・成田
線物

もの

井
い

駅から徒歩7分）
申必要書類を専用の封筒に入れて簡易
書留で郵送
※願書は問い合わせ先、さわやかちば
県民プラザ、県内8カ所の地域若者サポー
トステーションで配布しています。
料4,500円～8,500円
※科目数により異なります。詳しくは願
書（受験案内）をご覧ください。

受5月10日（月）まで（消印有効）
問県教育庁生涯学習課（願書配布）

043-223-4072
文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（出願・試験） 03-5253-4111（代）
高等学校卒業程度認定試験　 検索

千葉県奨学生
　経済的な理由で、修学が困難な方に、
無利子で学費を
貸し付けます。
対保護者が県内
に居住する高校
生など
申在籍する学校へ必要書類を提出
受4月中（学校により異なります）
初回貸付月　6月以降（予定）
貸付期間　正規の修学期間
貸付月額 ▶公立：1万円・2万円から
選択▶私立：1万円・2万円・3万円から
選択（自宅外通学の場合各5,000円増）
※卒業後、一定の収入を得るまで、返還を
猶予できる制度があります（免除ではあ
りません）。
※詳しくは在籍する学校にお問い合わせ
ください。
問県教育庁財務課 043-223-4027

県立美術館第1期コレクション展
●名品１－技法の趣１－
　佐倉市ゆかりの浅

あさ

井
い

忠
ちゅう

の洋画をはじめ、
鑑賞の要望の多い日本画・彫刻・工芸の
作品を紹介します。
●浜

はま

口
ぐち

陽
よう

三
ぞう

－闇と色彩の戯れ－
　カラー・メゾチント（銅版画技法）で世
界的な評価を得た浜口陽三の作品を、周
辺作家の作品とともに紹介します。
●働くとき、休むとき－美術の中のさま
ざまな日常－
　懸命に「働く」姿。それと対照的な「休
む」姿をテーマとした絵画、彫刻作品を紹
介します。
日5月23日（日）まで9時～16時30分
休月曜日、5月6日（木）（5月3～5日は開館）
料一般300円、高校・大学生150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
問会県立美術館（JR京葉線・千葉モノ
レール千葉みなと駅から徒歩10分）

043-242-8311

福祉のしごと就職フェアinちば
対社会福祉施設などに就職を希望する方
日4月25日（日）13時～16時
会京成ホテルミラマーレ（京成線千葉中
央駅直結）
内求人事業所との面談・相談会、各種相
談コーナー
問（福）千葉県社会福祉協議会  千葉県福
祉人材センター
043-222-1294 043-222-0774

千葉県福祉人材センター　 検索

県立中央博物館
春の展示「九十九里浜の自然誌」
　約60㌔㍍にわたり広がる九十九里浜
に住む動植物や人との関わりなどを紹介
します。
日5月30日（日）まで 10時～16時30分
（入館は16時まで）
休月曜日（5月3日は開館）、4月27日（火）、
5月6日（木）、11日（火）
料一般300円、高校・大学生150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
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

ハマヒルガオ

子ども読書の集い～子どもと本を
つなぐ・子どもの本でつながる～
　本の魅力や読書の楽しさ・大切さを伝
えるイベントです。
日5月15日（土）13時30分～16時5分
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）
内講演「日々の絵本、絵本の日々」講師：
いちかわけいこさん（絵本作家）、子ども
の読書活動優秀実践図書館および個人に
よる実践発表ほか
定100人（申込先着順）
申代表者の氏名、郵便番号、住所、電話番
号、参加希望者の人数を書いてファクス
またはEメール。電話申し込み可。
※手話通訳や車いす利用など配慮が必要
な方はお知らせください。
受5月11日（火）まで
問県教育庁生涯学習課
043-223-4071 043-222-3565
kysho3@mz.pref.chiba.lg.jp

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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不動産に関する無料相談会
　不動産鑑定士による不動産の価格や賃
料などの相談会を開催します。
日4月14日（水）10時～16時
会市川市役所第一庁舎
（JR総武線本八幡駅から徒歩
10分）
申電話申し込み
受4月5日（月）から（申込先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会
 043-222-5795

県立蓮
はす

沼
ぬ ま

海浜公園 
「展望塔」がリニューアル！
　蓮沼海浜公園の展望塔が改修工事を終
え、3月19日リニューアルオープンしまし
た。高さ約30㍍の展望塔からは、太平洋
を望む大パノラマを見ることができます。
　また、園内には、ミニトレインやパーク
ゴルフ場など、子どもも大人も楽しめる
アトラクションもあります。
問蓮沼海浜公園（山

さん

武
む

市蓮沼ホ368-1）
 0475-86-3171
蓮沼海浜公園　 検索

展望塔

「電話d
で

e詐欺・悪質商法被害
抑止コールセンター」について
　県警察本部では、委託した民間企業の
電話オペレーターから県民の皆さんに対
して電話をかけ、電話de詐欺・悪質商法
の被害に遭わないための注意喚起を行っ
ています。
対NTT電話帳や警察が押収した電話de詐
欺などの犯人グループが使用していた名
簿などに連絡先が掲載されていた方など
日平日9時～18時（祝日を除く）
※コールセンターでは、業務時間外に電
話をかけることはありません。また、家
族構成などの個人情報やキャッシュカー
ド番号、銀行口座の暗証番号などを聞く
ことはありません。
問県警察本部生活安全総務課
 043-201-0110（代）

そっと悩みを相談してね 
中高生「SNS相談＠ちば」
　中学生・高校生にとって身近な「L

ラ イ ン

INE」
を活用した相談窓口を開設しています。
　新学期は、ストレスが高まりやすい時
期です。どんな小さな悩みでも、気軽に
相談してください。
対県内の学校へ通う中学生・高校生
日毎週火・木・日曜日 17時～21時
内いじめ、友だちや先生のこと、成績や
進路のこと、家族のことなど
申右下のQRコードから友だち追加
※緊急の場合は、「24時間子
供SOSダイヤル」
 0120-0-7

なやみいおう

8310
問県子どもと親のサポートセンター
 043-207-6034

お仕事探しをお手伝いします
　ちば保育士・保育所支援センターでは、
コーディネーターが資格を生かせる現場
への就職のサポートを行っています。
　保育士資格を持っている方だけでな
く、放課後児童支援員の就職も支援しま
す。仕事を探している方はぜひお気軽に
ご利用ください。
【サポートの内容】
●求職者への相談・再就職支援
●求人・求職情報の提供
●施設への採用相談、人材紹介
●就職支援講座・就職説明会などの開催
問ちば保育士・保育所支援センター（JR
千葉駅から徒歩3分）
043-222-2668（祝日除く月～土曜日

10時～18時）
ちば保育士・保育所支援センター　 検索

県税の納付に 
電子マネーが使えます！
　今月から、自動車税や個人事業税などの
県税が、スマートフォン電子マネーアプリ
「P

ペ イ

ayP
ペ イ

ay」でいつでもご自宅などから納付
できるようになりました。
利用方法
①アプリをスマートフォンにインストー
ルし、必要な登録を行う。
②アプリを起動し、納付書に記載されて
いるバーコードを読み取る。
③画面上に表示される請求内容を確認
し、支払いボタンをタップする。
※領収証書・納税証明書は発行されません。
必要な方は金融機関やコンビニエンスス
トアなどで現金で納付してください。
問県税務課 043-223-2064
千葉県　電子マネー　 検索

パスポート窓口の開設（市川市）
　市川市にお住まいの方は、4月9日（金）
から、市川市パスポートセンターに加え、
次の場所でもパスポートの申請・受け取
りができるようになります。
場所　市川市行

ぎょう

徳
とく

パスポートセンター
（市川市妙

みょう

典
でん

5-3-1イオン市川妙典店1番
街3階） 047-711-0451
※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

骨髄バンクにご協力をお願いします
　骨髄・末

まっ

梢
しょう

血幹細胞移植は、白血病な
どの血液の病気を治すための有効な治療
法です。移植を必要としている患者さん
は年間約2,000人に上りますが、ドナーと
型が合致する確率は数百～数万分の一と
いわれています。
　一人でも多くの患者さんが移植を受け
られるよう、ドナー登録をお願いします。
　登録は献血ルームなどで受け付けてい
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。
問（公財）日本骨髄バンク
 03-5280-1789
または県薬務課 043-223-2614
骨髄バンク　 検索

令和3年度戦跡慰霊巡拝
　戦没者の遺族の方を対象に、旧戦域（旧
ソ連、南方諸地域（フィリピン）、硫黄島な
ど）への慰霊巡拝が厚生労働省の主催で
行われます。
　地域や日程、申し込み方法など詳しく
はお問い合わせください。
問県健康福祉指導課 043-223-2354

体罰によらない子育てを広げよう
　子どもへの体罰は法律で禁止されてい
ます。体罰などが繰り返されると、子ど
もの心身の成長・発達にさまざまな悪影
響が生じる可能性があります。
　しつけとは、子どもの人格や才能など
を伸ばし、自立した社会生活を送れるよ
うサポートしていくことです。そのため
には、体罰ではなく、どうすればよいのか
を言葉や見本を示すなど、本人が理解で
きる方法で伝えることが必要です。
　また、虐待かも？と思ったら迷わず連
絡してください。
　通告・相談は、匿名で行うこともでき、
通告・相談をした人、その内容に関する
秘密は守られます。

相談先（24時間365日対応）
児童相談所虐待対応3桁ダイヤル
 1

いちはやく

89（通話料無料）
子ども・家庭110番 043-252-1152
問県児童家庭課 043-223-2357
児童虐待相談　千葉県　 検索

ゴールデンウイーク中の運転免許業務
　ゴールデンウイーク中は大変混雑する
ことが予想されます。
　駐車場には限りがあるため、公共交通
機関をご利用ください。

月日 運転免許センター 警察署千葉 流山
4/29
（木・祝） 閉庁日

4/30
（金）

通常業務（技能試験、取
消処分者講習、違反者
講習、停止処分者講習
等の試験コースを使用
する業務を除く）

通常業務

5/1
（土） 閉庁日

5/2
（日）

有効期限内の更新手続
き（流山運転免許センター
は、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
変更届出、自主返納、運
転経歴証明書の受付

閉庁日

5/3（月・祝）

～

5/5（水・祝）
閉庁日

5/6
（木） 通常業務

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

新入学・進級時、子どもを 
犯罪被害から守りましょう
　子どもたちを取り巻く環境が変わるこの
時期、不審者から身を守るためには、子ど
も自身が自分を守る方法を知り、身に付
けていくことが大切です。
　日頃から、気を付けることについて
家族で話し合っておきましょう。
●こんな声掛けに注意！
「お母さんが呼んでいるから一緒に行こ
う」「そのかばんかわいいね、見せて」「一
緒に子犬（猫）を探して」「写真を撮らせ
て」など
●危険から身を守るための合言葉
「いやです・だめです・いきません」
　しつこく話し掛けてくる人に会ったら、
この合言葉でしっかり断り、絶対につい
て行ってはいけないことを教えましょう。
問県警察本部生活安全総務課
 043-201-0110（代）
千葉県　子どもの安全対策ガイド　 検索


