
ちば県民だより 令和3年［2021年］10月5日（火曜日）7 ●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

就職氷河期世代を対象とした
県職員採用選考考査
受験資格　昭和45
年4月2日から昭和61
年4月1日までに生
まれた方で、申込開
始日時点において、正規雇用労働者とし
て雇用されていない方
採用予定人数　一般行政5人
考査日　第1次考査：11月7日（日）
第2次考査：12月19日（日）
申ホームページから申し込み
※詳しくは、受験案内をご覧ください。
受験案内は、ホームページからダウンロ
ードできます。
※インターネット環境が整わない場合な
ど、受験申込用紙を希望される方は、事前
にご連絡ください。
受10月12日（火）17時まで（消印有効）
問県人事委員会事務局任用課

043-223-3717
職員採用　千葉県　 検索

千葉県農薬管理指導士認定研修・試験
受験資格　20歳以上で次のいずれかに
該当する方
▶農薬販売業務または防除業務に従事
し、実務経験が2年以上の方
▶農薬使用者を指導する立場にあり、実
務経験が2年以上の方
日認定研修：12月21日（火）
試験：12月22日（水）
会千葉県教育会館（JR外房線・内房線本
千葉駅から徒歩12分）
申受講申請書を郵送または持参（持参の
場合は平日9時～17時）
※受講申請書はホームページからダウン
ロードするか、問い合わせ先に請求してく
ださい。
受11月22日（月）必着
問〒260-8667（住所記載不要）
県安全農業推進課 043-223-2888
千葉県農薬管理指導士　 検索

令和3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74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
※受検申請書などは、問い合わせ先に請
求してください。
受10月15日（金）まで（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

保健所などの臨時的任用職員
　県各保健所（健康福祉センター）などで
職員の育児休業取得などにより代替職員
が必要となった場合に、勤務を希望する
方を募集しています。
募集職種　保健師、看護師、准看護師、管
理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床検
査技師、精神保健福祉相談員、保育士、児
童福祉司、心理、児童自立支援専門員、児
童指導員
申申込書、履歴書などを郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）
※応募資格など、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〒260-8667（住所記載不要）
県健康福祉政策課 043-223-2605
千葉県健康福祉部　臨時的任用　 検索

千葉県奨学生
　保護者の住所が県内にあり、経済的な
理由で修学が困難な高校生に対して、学
資の貸し付けを行います。
貸付月額　公立：1万円または2万円、
私立：1万円、2万円または3万円
申在籍する学校へ必要書類を提出

対高校生
受10月22日（金）まで
●予約募集
　高校入学後に再度申請が必要ですが、
通常より早く貸し付けを受けられます。
対中学3年生
受11月17日（水）まで
※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

県立高等技術専門校（ちばテク）
令和4年度入校生
対高校などを卒業して就職を目指す方、
再就職や転職を考えている方など
校名（訓練科）
▶市原校（自動車整備、電気工事、溶接非
破壊検査、塗装） 0436-22-0403
▶船橋校（機械技術、システム設計、冷凍
空調設備、金属加工） 047-433-2790
▶我

あ

孫
び

子
こ

校（NC機械加工、造園）
04-7184-6411

▶旭
あさひ

校（自動車整備、NC機械加工）
0479-62-2508

▶東金校（空間デザイン、建築、左官技術）
0475-52-3148

受10月22日（金）まで
※詳しくは、ちばテク各校にお問い合わ
せください。
問ちばテク各校
または県産業人材課 043-223-2754
ちばテク　 検索

ちば新海
の

苔
り

オーナー
　東京湾で海苔養殖が行われていること
をご存じですか。この度「ちば海苔」をより
身近に感じていただけるよう「ちば新海苔
オーナー」を募集しま
す。この機会にぜひ、
ご応募ください。
募集口数　300口
参加費　1口8,000円
（個人、法人ともに4口まで）
オーナー特典　出来立ての新海苔を年
内にお届け予定（1口当たり乾海苔全型
100枚）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、体験イベントは中止します。
申応募用紙に必要事項を記入しファクス
受10月31日（日）まで（申込多数抽選）
※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。
問金

かね

田
だ

漁業協同組合  金田のり生産部会
090-8700-5022（担当：大森）

0438-55-4361
ちば新海苔オーナー　 検索

県民向け無料講演会
日11月12日（金）14時～15時30分
会京成ホテルミラマーレ（京成千葉線千
葉中央駅直結）
内講演「平成、令和の日本経済、そして、こ
れからの日本経済」
講師：中

なか

野
の

剛
たけ

志
し

さん（評論家）
定200人（申込先着順）
申協会ホームページからダウンロードし
た申込書に必要事項を記入し、ファクス
またはEメール
受10月22日（金）まで
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会
043-222-7588 043-222-9528
carea@apricot.ocn.ne.jp

千葉県不動産鑑定士協会　 検索

福祉のしごと就職フェアinちば
　福祉・介護施設などが一堂に会する合
同面談会を開催します。
対福祉・介護の仕事に関心のある方や福
祉・介護施設などへの就職を希望する方
日会▶10月9日（土）13時～16時：ホテ
ルポートプラザちば2階ロイヤル（千葉
市中央区千葉港8-5）▶11月27日（土）
13時～16時：東京ベイプラザホテル3
階飛

ひ

天
てん

（木更津市新
しん

田
でん

2-2-1）
内福祉・介護施設などの職員との面談・
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
千葉県福祉人材センター　 検索

県立安
あ

房
わ

南高校旧第一校舎
オンライン講演会および写真展
　県指定有形文化財の木造校舎をオンラ
イン講演会および写真展で紹介します。
●オンライン講演会
日11月3日（水・祝）13時～14時30分
内講演「旧安房南高校木造校舎の魅力」
講師：夏

なつ

目
め

勝
かつ

也
や

さん（建築家）
申専用の応募フォームから応募
受11月1日（月）まで
●写真パネル展
　校舎の写真や解説
パネルを展示します。
日会▶10月30日（土）～11月7日（日）南総
文化ホールギャラリー（館山市北

ほう

条
じょう

740-
1）▶11月20日（土）～11月28日（日）道の
駅きょなん案内所ギャラリー（安房郡鋸

きょ

南
なん

町吉
よし

浜
はま

517-1）
問県教育庁文化財課 043-223-4130
旧安房南高校公開　 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。



ちば県民だより　令和3年［2021年］10月5日（火曜日）6★詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。

かのんぷ♪りえのママと 
赤ちゃんのためのコンサート
　0～2歳児とパパ・ママのためのコン
サート。リトミック、クラシック、絵本の
読み聞かせなど、初めての音楽鑑賞イイ
トコドリ！育児に追われて忙しい方々に
もお子さんと一緒に聴いていただきた
い、心も体もぽっかぽかになるコンサー
トです。
日11月2日（火）10時30分開演　　　　
（10時開場）
料大人1,000円、子ども500円（4歳以上）
※3歳以下は無料
問会千葉県文化会館（JR外房線・内房線
本千葉駅から徒歩10分）
 043-222-0201

現代産業科学館　令和3年度企画展 
「カ・ラ・ク・る－歯車が伝える動き－」
　江戸時代の「茶運び人形」や、歯車で動
く現代作家の作品など、モノづくりの原
点といえる“からくり”に注目し、歯車など
の“動きを伝える仕組み”を紹介します。
日10月16日（土）～12月5日（日）9時～
15時30分（最終入
館15時）
休月曜日
料一般500円、高
校・大学生250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
問会県立現代産業科学館
（市川市鬼

おに

高
たか

1-1-3） 047-379-2000

中央博物館　令和3年度特別展 
「バラのすべて～All about Roses～」
　花の女王と呼ばれる「バラ」。かつてな
い規模でバラの資料が集結します！
日10月9日（土）～11月28日（日）10時～
16時30分（最終入館16時）
休月曜日
料一般800円、高校・
大学生400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
（千葉市中央区青葉町955-2）
 043-265-3111

不育症の検査費用助成を行っています
　子どもを望む夫婦への経済的負担の軽
減と、不育症のリスク因子の早期発見の
ため、先進医療として実施される保険適
用外の不育症検査を対象に、検査費用の
一部を助成します。
　対象となる検査や助成額など、詳しく
は県ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。
問県児童家庭課 043-223-2332
不育症　助成　千葉県　 検索

千葉県最低賃金が改正されました
　10月1日（金）から時間額953円に改正
されました。（これまでの925円から28
円引き上げ）
　使用者は、この額より低い賃金で労働
者を使用することはできません。
　詳しくは千葉労働局または最寄りの労
働基準監督署にお問い合わせください。
問千葉労働局賃金室 043-221-2328

「目の愛護デー」無料電話相談
　10月10日は「目の愛護デー」です。千
葉県眼科医会では、専門医による目につ
いての無料相談を行います。事前申込は
不要ですので、目に関するお悩みを抱え
ている方はご利用ください。
日10月10日（日）9時～16時
相談専用電話 043-242-4271
問千葉県眼科医会 04-7186-7425

行政相談をお受けします
　10月18日から24日までは「行政相談
週間」です。「国道に危険な場所がある」
「勤務先に健康保険の加入を促してほし
い」など、国の行政手続きや各種制度につ
いてお困りの点はありませんか。
　総務省の職員や、総務大臣から委嘱
された行政相談委員が各種相談に応じ 
ます。
●総務省千葉行政監視行政相談センター
（各種相談や制度に関するお問い合わせ）
行政苦情110番　 043-244-1100
（平日8時30分～17時15分）
●行政相談委員への各種相談
　行政相談委員が県内各市町村で行政相
談所を開設しています。詳しくはお住ま
いの市町村の行政相談窓口までお問い合
わせください。
問千葉行政監視行政相談センター
 043-244-1100
千葉行政相談　 検索

自動車税滞納整理強化期間
　県では、自動車税（種別割）の未納額縮
減のため、10月から翌年1月までを「滞納
整理強化期間」とし、給与・売掛金・預金・
生命保険・自動車などの差し押さえを一
層強化しています。自動車税（種別割）が
未納の場合は、至急納付してください。
　なお、新型コロナウイルス感染症など
の影響で収入が減少し、一時に納付が困
難な場合は、納税が猶予される場合があ
ります。詳しくは管轄の県税事務所にお
問い合わせください。
問各県税事務所または
県税務課 043-223-2127

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動
　薬物乱用は重大な犯罪です。
　「大麻は害がない」といった誤った情報
が広がり、若者の大麻事犯の検挙者数が
急増しています。大麻などの薬物は、心
や体をむしばむだけでなく、社会にも大
きな悪影響をもたらします。
　10月1日から11月30日までは「麻薬・
覚醒剤・大麻乱用防止運動」実施期間で
す。薬物の危険性を正しく理解し、薬物
乱用を許さない社会を目指しましょう。
問県薬務課 043-223-2620

薬は正しく使いましょう
　10月17日から23
日までは「薬と健康
の週間」です。医薬
品は、使用期間、用
法、用量、保管方法
などを守り、使用上の注意を十分に理解
して、正しく使用してください。
　日頃から「かかりつけ薬剤師・薬局」で
調剤を受けることで、薬の重複投与や薬
の相互作用による副作用などの健康被害
を未然に防ぐことができます。
　また、地域の皆さまの健康の維持・増進
を積極的に支援する「健康サポート薬局」
も、ぜひ活用ください。
問県薬務課 043-223-2614

パスポート窓口の開設（茂原市）
　10月14日（木）から茂原市役所でパス
ポートの申請・受け取りができるように
なります。
場所　茂原市役所市民課（茂原市道

どう

表
びょう

1）
 0475-20-1502
※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

県立定時制高校が 
新たなスタートを切ります
　県では、社会の変化や生徒の多様なニ
ーズに応えるため、県立高校の再編を行
っています。
　令和4年4月から、佐倉南高校と船橋高
校（定時制）が新しくなります。
●佐倉南高校
全日制の課程から三部制定時制の課程
（午前部・午後部・夜間部）に移行
●船橋高校（定時制の課程）
行
ぎょう

徳
とく

高校定時制の課程と統合し、普通科
を総合学科に改編
※詳しくは、ホームページをご覧いただ
くかお問い合わせください。
問県教育庁教育政策課
 043-223-4026
千葉県　定時制　 検索

里親制度って、知っていますか？
　里親とは、さまざまな事情で家庭で生
活できない子どもたちを、保護者の代わ
りに家庭的な雰囲気の中で愛情深く育て
てくださる方をいいます。
　里親のもとで育つことにより、子ども
は特定の大人との愛着関係を育み、自分
を受け入れてもらえるという安心感や、
人間関係における信頼感が得られます。
　また、子どもが将来自分で家庭を築く
ときに備え、「家庭」のモデルを知ること
ができます。
　さらに、身近な地域社会の中で成長す
ることで社会性を養い、いろいろな生活
経験を経て、生活技術が身に付きます。
　一方で、里親の数が足りていないのが
現状です。里親に興味をお持ちの方は管
轄の児童相談所にお問い合わせください。
問県各児童相談所
または、県児童家庭課 043-223-2322
里親制度　千葉県　 検索

収入保険で農業経営リスクへの備えを
　自然災害や経営環境の悪化など、さまざ
まなリスクによる収入の減少を補償する
「収入保険」への申し込みを受け付け中です。
対青色申告を行っている農業者で、加入
申請時に申告実績が1年以上ある方
受11月30日（火）まで（法人経営の場合
は、事業年度開始月の前々月末まで）
※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。
問千葉県農業共済組合（N

ノ ー サ イ

OSAI千葉）
 043-245-7447
income@nosai-chiba.or.jp

NOSAI千葉　 検索

榎
え の

本
も と

誠
せ い

治
じ

作
「茶運び人形」

レーシッヒ
『バラ彩色図譜』より


