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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

ふぐ処理師試験・認定講習会
●ふぐ処理師試験
対実務経験が3年以
上の方
日学科：10月14日（木）
実技：10月23日（土）
料1万5,700円（千葉県収入証紙）
受8月31日（火）～9月2日（木）
●ふぐ処理師認定講習会
対県が認める他の自治体の免許を取得
している方
日10月29日（金）
受9月28日（火）～30日（木）
＜共通事項＞
申本人が願書などを問い合わせ先に持参
（平日9時～12時、13時～17時）
※願書などは問い合わせ先に請求してく
ださい。
問県各保健所（健康福祉センター）または
県衛生指導課 043-223-3629
千葉県　ふぐ処理師試験・認定講習会　 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与えら
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日時点で満16歳以上の方
日11月6日（土）、7日（日）
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）
申願書を専用封筒に入れ簡易書留で郵送
※願書は問い合わせ先、県さわやかちば
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9月14日（火）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）
高卒認定試験　千葉県　 検索

中学校卒業程度認定試験
　合格者には高等学校の入学資格が与え
られます。
対病気などやむを得ない事由により、義
務教育諸学校の就学を猶予または免除さ
れた方
日10月21日（木）
会県総合教育センター（JR京葉線海浜幕
張駅から徒歩15分）
申願書などを書留で郵送
※願書は問い合わせ先で配布しています。
受9月3日（金）まで（消印有効）
問県教育庁学習指導課（願書配布）

043-223-4056
文部科学省生涯学習推進課認定試験第
一、第二係（出願・試験）

03-5253-4111（代）
中卒認定試験　千葉県　 検索

県立千葉大宮高等学校通信制の
課程四期（秋季）入学者選抜
対中学校を卒業した方
日9月8日（水）
内面接および作文
受9月1日（水）9時～16時30分
2日（木）9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問会県立千葉大宮高等学校（千葉市若葉
区大宮町2699-1） 043-264-1981

県立生
おい

浜
はま

高等学校・県立松戸南高等学校
三部制の定時制課程　秋季入学者選抜
対中学校を卒業した方
日8月23日（月）
内▶生浜高等学校：面接および作文
▶松戸南高等学校：面接および小論文
受8月18日（水）9時～16時30分、19日（木）
9時～16時
※願書は問い合わせ先などで配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問会県立生浜高等学校（千葉市中央区塩

しお

田
だ

町
ちょう

372） 043-266-4591
県立松戸南高等学校（松戸市紙

かみ

敷
しき

1199）
047-391-2849

公の施設の指定管理者
　県に代わって公の
施設の管理を行う民
間事業者などを募集
します。
対法人、その他の団体
募集施設　自然公園施設、港湾緑地など
16施設
管理期間　3年間から5年間（管理開始は
令和4年4月から）
受9月17日（金）まで
※管理期間や受付期間は施設により異な
ります。募集対象施設や応募方法など、
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。
問県行政改革推進課 043-223-2460
指定管理者公募　千葉県　 検索

千葉県立4館 舞台芸術企画
　舞台芸術の企画提案に対して、最大20
万円と本番当日の会場利用料・付帯設備
利用料を助成します。独創的で魅力ある
企画をお待ちしています。
応募条件　令和4年4月～令和5年3月に
千葉県文化会館（千葉市）、青葉の森公園
芸術文化ホール（千葉市）、千葉県東総文
化会館（旭市）、千葉県南総文化ホール（館
山市）で開催を予定する企画（ジャンルは
問いません）
応募資格　県内に活動拠点を置く団体
応募期間　11月1日（月）まで（消印有効）
選定方法　11月ごろ審査会を行い書類
選考を通過した企画について、12月ごろ
プレゼンテーションを行っていただきます。
申込方法など、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）千葉県文化振興財団

043-222-0077
千葉県文化振興財団　 検索

公立学校講師
　小・中学校、県立高等学
校、県立特別支援学校など
に勤務する講師を募集して
います。
募集職種　臨時的任用講師、会計年度任
用職員（非常勤講師）、養護教諭など
対教員免許を取得済み、または勤務開始
日までに取得見込みの方
※応募方法など、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。
問県教育庁教職員課 043-223-4044
公立学校講師　千葉県　 検索

ピア・サポーター養成研修受講者
　がん体験者（ピア）の立場から、共感に
基づくサポートを行う千葉県がんピア・
サポーターの養成研修を開催します。
　ご自身のがん経験を生かしながら、他
のがん患者さんやご家族の不安・悩みを
和らげるお手伝いをしてみませんか。
対がん患者やその家族（遺族を含む）で、
自分の経験を生かし、他のがん患者や家
族を支援する意志のある方
日10月2日、16日、30日、11月13日、20
日の計5日間（全て土曜日開催）
会原則オンライン開催。一部プログラムは
千葉県がんセンター（千葉市中央区仁

に

戸
と

名
な

町
ちょう

666-2）で対面開催します。
申受講申込書をホームペー
ジからダウンロードし、E
メール
受8月21日（土）まで
　受講申込書をもとに書類選考を行
い、結果を9月初旬までに郵送で通知し
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。
問千葉県がんピア・サポーター養成研修
事務局 043-264-5431（内7148）
yousei@chiba-cc.jp

千葉県　がんピア・サポーター　 検索

文書館　古文書講座
　古文書の解読を通じて房総の歴史を学
びます。初心者向けの入門コース、時代
背景まで読み解く初級・中級コースがあ
ります。
日▶入門コース：11月4日（木）､11日
（木）､18日（木）▶初級コース：11月5
日（金）､12日（金）､19日（金）▶中級コー
ス：11月10日（水）､17日（水）､24日（水）
各回13時30分～15時30分
定各30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に希望コース、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、複数コースへの申込
不可）
受8月20日（金）まで（必着）
※10月8日（金）までに受講者を決定し、
順次通知します。
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7県文書館 043-227-7552
bunsyokan5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 検索

対＝対象 日＝日時・期間 会＝会場 内＝内容 休＝休館日 定＝定員 申＝申込方法 料＝料金等
受＝受付期間・受付場所 問＝問い合わせ先・申込先 ＝ホームページ
※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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進路選択サポートセミナー
　県内の不登校の児童生徒および保護者
を対象にしたセミナーを開催します。
日10月2日（土）12時15分～16時30分
（11時45分開場）
会県総合教育センター（JR京葉線海浜幕
張駅から徒歩15分）
内公立高校入試・進路に関する説明、協
力校等による学校説明、個別相談など
定120人
申電話またはホームページ
受9月2日（木）～24日（金）
問県子どもと親のサポートセンター

043-207-6028
千葉県　子サポ　 検索

子育て講演会
　子育て中の方が、楽しみながら子ども
と共に成長できる方法をオンラインで
学びます。子育てに関する悩みや不安を
共有しながら、解消方法を探しませんか。
日10月30日（土）10時～12時
定100人（申込多数抽選）
申ホームページから申し込み
受9月1日（水）～10月16日（土）
問県さわやかちば県民プラザ

04-7140-8611
ちば県民プラザ　 検索

ちびっこプラネタ
～夏の星座のおはなし～
　小学校低学年
までの児童およ
び保護者を対象
に、プラネタリウ
ムを公開します。
日9月12日（日）
午前の部：11時～12時、午後の部：13
時30分～14時30分
定各100人（申込先着順）
申電話で8月15日（日）9時から募集開始
問会県立君津亀山青少年自然の家（君津
市笹

ささ

字
あざ

片
かた

倉
くら

1661-1） 0439-39-2628

プラネタリウムコンサート
小
お

見
み

川
がわ

吹奏楽団の生演奏を聞きながら、
プラネタリウムで星空を眺めませんか。
日9月20日（月・祝）13時30分～15時
定60人（申込先着順）
申電話
受8月20日（金）～9月12日（日）まで
問会県立水郷小見川青少年自然の家（香
取市小見川5249-1） 0478-82-1343

北
ほく

総
そう

四都市文化紀行　ちば魅力発見コン
サートin東総～北総の文化をつなぐ～
　江戸を支え、江戸と共に発展し、日本遺
産にも認定された北総四都市（佐倉市、成
田市、香

か

取
とり

市、銚子市）の魅力を、震災復興
10年の節目を迎える旭市を舞台に、千葉
交響楽団が表現します。
日10月9日（土）14時30分～
出演者　指揮：大

おお

井
い

剛
たけ

史
し

、管弦楽：千葉
交響楽団、テノール：錦

にしき

織
おり

健
けん

、ピアノ：實
じつ

川
かわ

飛
あす

鳥
か

、合唱：あさひ少年少女合唱団、
落語：桂

かつら

竹
たけ

千
ち

代
よ

（ロビーにて13時40分～）
料全席自由1,000円
問会千葉県東総文化会館（JR旭駅から徒
歩15分） 0479-64-2001

県立美術館イベント情報
●100％O

オ レ ン ジ

RANGE オレンジ・ジュース 
千葉からはばたく新世代アート展
　千葉県出身の及

おい

川
かわ

賢
けん

治
じ

と竹
たけ

内
うち

繭
まゆ

子
こ

に
よるユニット「100％ORANGE」の展示
会。ポストカード
や絵本などの作
品により、これま
での活躍をたど
ります。
●第3期コレクション展
甦
よみがえ

る幻の名作　石
いし

井
い

林
りん

響
きょう

《和
わ

気
けの

清
きよ

麿
まろ

》展
　千葉市出身の日本画家。長らく所在不明
だった名作を県内で発見。初公開します。
＜共通事項＞
日9月20日（月・祝）まで9時～16時30分。
4面に掲載している「ちばアート祭
2021」開催期間中の金・土曜日・祝日
は19時30分まで開館します。
休月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場
合は開館し、その翌日休館）、9月14日（火）
料一般300円、高校・大学生150円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳などを
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

海の博物館「イカ展」
　この夏、海の博物館にイカやタコの仲
間が大集合！ダイオウイカの親子や神
秘的なユウレイイ
カ、ユーモラスな
メンダコや危険な
ヒョウモンダコな
ど、さまざまな標
本を紹介します。
日9月5日（日）まで9時～16時30分
（最終入館16時）

休月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場
合は開館し、その翌日休館）
料一般200円、高校・大学生100円、中学
生以下・65歳以上・障害者手帳などを
お持ちの方とその介護者1人無料
問会県立中央博物館分館 海の博物館
（勝

かつ

浦
うら

市吉
よし

尾
お

123）　 0470-76-1133

個人事業税の納期限は8月31日です
　個人事業税の第1期分の
納期限は8月31日（火）です。
対象となる方には、8月6日
（金）に納税通知書が発送さ
れますので、納期限までに納
めましょう。
　金融機関窓口やコンビニエンスストア
以外にも、クレジットカード納付やスマ
ートフォン決済を利用することで、24時
間いつでも納付が可能です。
　新型コロナウイルス感染症や災害など
の影響で収入が大幅に減少し、一時に納
税が困難な方は、納税が猶予される場合
がありますので、お近くの県税事務所に
ご相談ください。
問各県税事務所または県税務課

043-223-2127

夏期の運転免許業務のご案内

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

8月13日（金） 通常業務
8月14日（土） 閉庁日
8月15日（日） A B 閉庁日
8月16日（月） C 通常業務
8月17日（火） 通常業務

A：有効期限内の更新手続、記載事項変
更届、運転免許の自主返納、運転経歴証明
書の受付
B：有効期限内の更新手続（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、運転免許の自主返
納、運転経歴証明書の受付
C：通常業務（技能試験、取消処分者講習、
違反者講習、停止処分者講習などの試験
コースを使用する業務を除く）
※駐車場には限りがあります。また、混
雑状況により、施設内への入場制限をす
る場合や、お待ちいただく場合もありま
すのでご注意ください。
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

移動暴力相談所の開設
　暴力団に関する相談を受け付けます。
電話やメールでの相談は、随時可能です。
日会▶8月18日（水）香取地域振興事務所
（JR成田線佐

さ

原
わら

駅から徒歩1分） ▶9月8
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）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

千葉県　暴力団追放　 検索

「戦没者を追悼し
平和を祈念する日」の行事
　8月15日は「戦没者を追悼し平和を祈
念する日」です。当日は政府主催の全国
戦没者追悼式が日本武道館で行われま
す。また、千葉県では戦没者を追悼し恒
久平和を祈念するため、知事が県民を代
表し、千葉県忠霊塔拝礼を行います。
　県民の皆さんも当日の正午には黙とう
をお願いします。
日8月15日（日）11時57分～
会千葉県忠霊塔（千葉市中央区弁

べん

天
てん

3丁
目千葉公園隣接地）
拝礼者　千葉県知事、千葉県議会議長、千
葉市長、（一財）千葉県遺族会会長および
遺族代表他
問県健康福祉指導課 043-223-2337

我が家の照明
LED化キャンペーン2021
　家庭用照明器具をLEDに買い替えた
方を対象に、抽選で50人に「食のちばの
逸品を発掘2021」の受賞品をプレゼン
トします。
応募方法　①チラシを入手する。②LED
の照明器具（シーリングライトまたはペ
ンダントライト）を購入する。③チラシ
の応募用紙に必要事項を記入し、購入し
たLED照明器具の型番と購入日が確認
できるレシートや納品書などのコピーと
一緒に郵送またはファクス。ホームペー
ジからの応募も可。
チラシ配布先　ホームページ、県各地域
振興事務所、市町村環境担当窓口
実施期間　12月31日（金）まで
応募期限　令和4年1月7日（金）まで（消
印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県循環型社会推進課
043-223-4139 043-221-3970

我が家　LED　千葉県　 検索

ⓒ100%ORANGE（新潮社）

世界最小のイカ「ヒメイカ」


