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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

県職員採用選考考査
（令和3年10月1日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。
採用予定人数　児童福祉司22人（うち経
験者採用9人）、精神保健福祉相談員3人、
診療放射線技師1人、生物（経験者採用）
1人、職業訓練指導員2人、海技従事者（機
関士）1人、海技従事者（航海士）2人、海技
従事者（通信士）1人、船員1人
考査日　10月1日（金）
※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月下旬ごろに実施する予定です。
申ホームページから申し込み。または申
込書を特定記録で郵送または持参
※詳しくは受験案内をご確認ください。
受験案内はホームページからダウンロー
ドできます。
受9月16日（木）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県総務課 043-223-2029
千葉県総務課　 検索

障害のある方を対象とした
県職員採用選考
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61年4月2日から平成16
年4月1日までに生まれた方▶資格免許
職:看護師は昭和51年4月2日以降に生ま
れた方、その他の職種は昭和61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
採用予定人数　一般行政8人、警察事務5
人、学芸員2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・文化財技術　各1人
考査日　第1次考査：10月17日（日）
申ホームページから申し込み。
または申込書を特定記録で郵
送または持参

※詳しくは受験案内をご確認ください。
受験案内はホームページからダウンロー
ドできます。
受9月8日（水）17時まで（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
千葉県職員採用　 検索

防衛大学校等学生
対高等学校卒業または卒業見込みの方
で、令和4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6日（土）、7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16日（土）
③防衛医科大学校医学科学生
日10月23日（土）
申願書を問い合わせ先または県内の各
自衛官募集事務所へ持参または郵送
※願書は問い合わせ先に請求してください。
受①10月27日（水）まで（必着）②10月6
日（水）まで（必着）③10月13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

県立学校障害者会計年度任用職員
　県立学校の学校技能員業務を中心とし
た補助業務に従事する、特別業務職員を
募集しています。
対障害のある方
勤務条件　週20時間または30時間
　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 043-223-4035
千葉県教育　障害任用　 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10月1日（金）～15日（金）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9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います。
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

千葉県版「おとう飯
はん

」レシピ
　料理を作ったことが
ない男性でも作れる、
簡単・手間いらずなア
イデア料理のレシピを
募集しています。
申専用の応募フォーム
から応募
受10月4日（月）15時まで
　応募条件など、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。
問事業受託者：（株）オニオン新聞社

043-201-8811（平日9時～18時）
千葉県　おとう飯　 検索

暮らしとこころの相談会
　9月10日～16日は「自殺予防週間」です。
暮らしと家計の問題、こころの相談に、
弁護士と福祉専門職が無料で応じます。
一人で悩まずに、ご相談ください。
日9月25日（土）13時～16時（最終受付
15時30分）※事前申込不要
会千葉県弁護士会館（千葉モノレール県
庁前駅から徒歩3分）
問千葉県弁護士会 043-227-8431
県健康づくり支援課 043-223-2668

無料労働相談会
　労働委員会の委員が、解雇やパワハラ、
配置転換など、労働条件に関するトラブ
ルなどの相談に応じます。（要事前予約）
対労働組合、労働者、事業主、企業の人事・
労務担当者など
日会▶10月17日（日）船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（JR
船橋駅南口）▶10月30日（土）県労働委員
会（県庁南庁舎7階）各日13時～17時
申電話または来庁（平日9時～17時）
問県労働委員会事務局

043-223-3735
千葉県労働委員会　 検索

調停手続相談会
　金銭・土地・建物・交通事故などの民
事紛争や、離婚・扶養・相続などの家事紛
争の解決手段について裁判所の調停委員
（弁護士含む）が無料でご相談に応じます。
日会▶10月9日（土）千葉県南総文化ホー
ル（JR内房線館山駅から徒歩25分）▶10
月23日（土）多

た

古
こ

町コミュニティプラザ
（JR八

よう

日
か

市
いち

場
ば

駅からバス20分）
各日10時～15時
問千葉地方裁判所事務局

043-333-5236
千葉家庭裁判所事務局

043-333-5302
調停手続相談会　千葉県　 検索

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。
日会▶10月8日（金）船橋FACE5階（JR
船橋駅南口）、ミレニアムセンター佐倉3階
（京成佐倉駅から徒歩1分）▶10月13日
（水）成田市役所1階（JR成田駅・京成成
田駅から徒歩10分）▶10月15日（金）イオ
ンタウン木更津朝日ノースコート（JR木
更津駅からバス6分）▶10月22日（金）千
葉中央駅前ビル5階（京成千葉中央駅か
ら徒歩1分）▶10月28日（木）市川市役所
第1庁舎5階（JR本八幡駅から徒歩10分）
各日10時～16時
申直接会場で申し込み（当日申込先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会

043-222-5795

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
　一戸建て住宅やマンションの購入を検
討している方を対象に、購入前に知ってお
くべきポイントなどについて、Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
千葉県公式セミナーチャンネルにて動画
を配信します。
日10月2日（土）～4日（月）
内▶講演「戸建て住宅の安全性どう見極
める？」講師：前

まえ

島
しま

彩
あや

子
こ

さん（明海大学不
動産学部准教授）▶講演「新築マンショ
ン・中古マンションの買い方」講師：周

す

藤
とう

利
とし

一
かず

さん（横浜市立大学客員教授（前明海
大学不動産学部教授））
定100人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
※申込確認後、視聴URLをメールでお知
らせします。
受9月24日（金）17時まで
問県建設・不動産業課

043-223-3238
安心講習会　千葉県　 検索

令和2年度受賞レシピ
「船橋名産丼」

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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令和3年度人権問題オンライン講演会
　人権問題に対する正しい理解と認識を
深めるため、Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube千葉県公式セミナ
ーチャンネルにて動画を配信します。配
信日以降どなたでも視聴可能です。（字幕
付き）
配信日　9月15日（水）から
内講演「パラスポーツと共生社会～スポー
ツの“きっかけ力”でより良い社会に～」
講師：花

はな

岡
おか

伸
のぶ

和
かず

さん（（一社）日本パラ陸上
競技連盟副理事長）
問県健康福祉政策課 043-223-2348

消費者フォーラム＆金融経済講演会
　消費・金融・経済に関する知識が身に
付く講演会を開催します。
日10月13日（水）13時15分～16時（12時30
分開場）
会千葉市文化センター３階アートホール
（千葉モノレール葭

よし

川
かわ

公園駅から徒歩3分）
内講演「消費者市民講
座－エシカル消費を学
ぶ－～私たちの行動が
未来をつくる～」
講師：西

にし

村
むら

隆
たか

男
お

さん
定250人（申込先着順）
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、同伴者の氏名、返信用宛先、手話通訳・
車椅子使用希望の有無を書いて郵送また
はファクス。ホームページからの申し込
み可。（1通につき2人まで）
受10月8日（金）まで
問〒279-0032浦安市千鳥10-6  消費者
フォーラム＆金融経済講演会事務局（事業
受託者：（株）イシカワコーポレーション）
047-352-8182 047-352-8183

千葉県金融広報委員会　 検索

保育de就職！＠千葉 
保育のしごと就職フェスタ
　保育所などの採用担当者との就職面談
会です。お気軽にご参加ください。
対子どもに関わる仕事に興味のある方、
保育士資格を生かして働きたい方
日会▶9月11日（土）京成ホテルミラマーレ
（京成千葉中央駅直結）▶11月6日（土）ス
ターツおおたかの森ホール（つくばエクス
プレス流山おおたかの森駅から徒歩1分）
各日13時～16時
問ちば保育士・保育所支援センター（月～
土曜日10時～18時） 043-222-2668
ちば保育士・保育所支援センター　 検索

千葉・県民芸術祭「中央行事」 
～文化でつなぐ千葉のちから～
対県内在住の方
日10月3日（日）12時～16時30分
会千葉県文化会館（JR外房線・内房線本
千葉駅から徒歩10分）
内声優による音楽朗読劇、ストリートダ
ンス、能楽、三曲（箏、三絃、尺八）の舞台公
演など
出演　笠

かさ

間
ま

淳
じゅん

さん、汐
しお

谷
や

文
ふみ

康
よし

さん、千葉敬
愛高等学校ダンス部、千葉県能楽連盟、千
葉県三曲協会ほか
申（舞台公演のみ要事前申し込み）往復
はがき（126円）に代表者の郵便番号、
住所、氏名、電話番号、入場希望人数、返
信用宛先を書いて郵送（1通につき2人
まで）
受9月13日（月）必着
問〒260-8661千葉市中央区市場町11-2
（公財）千葉県文化振興財団「中央行事」係
 043-222-0077

千葉交響楽団　第110回定期演奏会 
「ロマンと戯

たわむ

れ」
日10月31日（日）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　メンデルスゾーン／ヴァイオリン
協奏曲、シューマン／
交響曲第4番など
出演　山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん
（音楽監督）、神

かみ

谷
や

未
み

穂
ほ

さ
ん（ヴァイオリン）
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

千葉県警察音楽隊 第30回定期演奏会
日11月20日（土）▶午前の部：10時30
分開演▶午後の部：14時開演
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）
内行進曲や軽音楽などの演奏、カラー 
ガード隊による演技
申往復はがき（126円）に希望の部（午前
か午後）、代表者の郵便番号・住所・電話
番号、参加希望者全員の氏名（ふりがな）、
返信用宛先を書いて郵送（1通につき2人
まで。応募は1人1通。申込多数抽選。）
受9月21日（火）まで（消印有効）
問〒260-0024千葉市中央区中央港1- 
71-1  千葉県警察音楽隊定期演奏会係
 043-248-8022

知事の資産などの公開
　県条例に基づき、知事の資産などを公
開します。
閲覧開始日　9月13日（月）
閲覧場所　県審査情報課総合窓口（県庁
南庁舎1階）
問県秘書課 043-223-2017

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　9月6日（月）～13日（月）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和13年9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（3月、9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：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。
※次回は10年債を12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

「社会生活基本調査」に 
ご協力をお願いします
　国民の生活時間の配分や自由時間にお
ける主な活動について調査し、各種施策
の基礎資料とするため、10月20日を基準日
として社会生活基本調査を実施します。
　無作為に選ばれた調査対象地域の方へ
9月上旬から調査員証を携行した調査員
が伺いますので、ご協力をお願いします。
問県統計課 043-223-2223

パスポート窓口の開設（勝
かつ

浦
うら

市）
　勝浦市にお住まいの方は、10月1日
（金）から次の場所でパスポートの申請・
受け取りができるようになります。
場所　勝浦市役所 市民課（勝浦市新

しん

官
かん

1343-1） 0470-73-6612
※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

千葉県公式L
ラ イ ン

INEアカウント開
設しました！
　県政やイベントなどの最新情報の他、
災害や感染症の発生など、緊急性の高い
情報を発信します。
　ぜひご活用ください。
アカウント名　千葉県
（＠chibaken_kouhou）

問県報道広報課 043-223-2245

フリーランス・ 
トラブル110番のご案内
　フリーランス・個人事業主の方におけ
るあいまいな契約、ハラスメント、報酬の
未払いなど、契約上・仕事上のトラブル
について、相談から解決まで弁護士がワ
ンストップでサポ―トします。相談料は
無料です。
　まずはお気軽にご相談ください。
相談窓口　フリーランス・トラブル110番
（平日11時30分～19時30分）
70120-532-110
help@freelance110.jp

「成年後見制度」をご存じですか？
　「成年後見制度」とは、認知症や知的障
害などにより判断能力が不十分になった
方が、財産の侵害を受けたり、人間として
の尊厳が損なわれたりすることがないよ
うに、家庭裁判所が選任した成年後見人
などが本人の判断能力に応じて法律行為
や財産管理などを支援する制度です。詳
しくは、お住まいの市町村または社会福
祉協議会などへお問い合わせください。
問お住まいの市町村または社会福祉協議会
千葉県後見支援センター
 043-204-6012
県健康福祉指導課 043-223-2309

9月21日は「世界アルツハイマーデー」
　認知症への関心や理解を呼び掛けるた
め、全国各地の建物やタワーを認知症の
シンボルカラーであるオレンジ色にライ
トアップし、その様子を動画配信します。
県内では千葉ポートタワーが対象です。
この機会に、認知症について考えてみま
せんか。
配信日　9月21日（火）19時から
ライトアップ期間　9月17日（金）～23日
（木・祝）の各日17時～21時
問県高齢者福祉課 043-223-2237
オレンジライトアップ　全国生中継　 検索

西村隆男さん

神谷未穂さん

▶ 右のQRコード
から友だち登録


