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農林水産就業相談会

世論調査へのご協力をお願いします！

特別支援学校作品展

県では、県政推進の基礎資料とするた

秋の全国火災予防運動
「おうち時間 家族で点検 火の始末」

できます。ぜひご参加ください。

め、県民の皆さんの生活意識などに関す

11月9日から15日までは
「全国火災予

県内の特別支援学校に通う児童生徒に

対 将来、
県内で農・林・漁業へ取り組も

る世論調査を行っています。

新規就農した方の体験談を聞くことも

防運動期間」です。これからの季節は空

よる作品展を開催します。自由な発想が輝

うとする方、農業法人への就職を検討さ

く子どもたちの力作が大集合！絵画や陶芸

れている方

お願いします。

すので、火の取り扱いには十分注意して

など種類も多彩です。特別支援学校の紹

日 11月23日
（火・祝）
10時〜16時

対 県 内 の 満18歳 以 上 の 男 女3,000人

ください。

介も行いますので、
ぜひお越しください。

会 TKPガーデンシティ千葉
（千葉モノ

日 12月1日
（水）
〜8日
（水）9時〜16時

レール市役所前駅から徒歩7分）
問 県担い手支援課

（最終日は14時30分まで）

043-223-2904

問 会 県さわやかちば県民プラザ
（柏市柏

04-7140-8615

の葉4-3-1）

個人事業税の納期限は11月30日です

令和2年度作品展の様子

調査票が届いた方は、ぜひご協力を

（無作為抽出）

気が乾燥し、火災が発生しやすくなりま

住宅用火災警報器は日頃から点検を行

日 11月下旬〜12月上旬

い、
確実に作動するようにしましょう。

※過去の調査結果はホームページや県政

感震ブレーカーは、地震の揺れを感知

情報コーナー
（県庁2階）
、
県各地域振興事

して自動的に電気を止

務所、
市町村、
公立図書館で閲覧できます。

めることができる、
火災

問 県報道広報課

防止の有効な手段です。

千葉県世論調査

043-223-2469
検索

自分や家族の命を守
るために、
できることか

個人事業税の第2期分の納期限は、11

冬の空をきれいに保ちましょう

月30日
（火）です。対象となる方には、

毎年11月から1月までは
「大気汚染防

11月5日
（金）
に納付書が発送されますの

止のための冬季対策期間」
です。冬季は、

で、
納期限までに納めましょう。

大気がよどみやすく、大気汚染物質の濃

DV被害のない社会を目指して

度が高くなります。冬の空をきれいにす

11月12日から25日までは
「女性に対す

最寄りの金融機関やコンビニエンスス

ら備えましょう。
問 県消防課

043-223-2177

働きたいシニアを応援！
再就職支援セミナー・企業交流会

トアのほか、パソコンやスマートフォン

るため、
皆さまのご協力をお願いします。

る暴力をなくす運動期間」
です。この期

を利用して、
ご自宅などから24時間いつ

●自動車の運転では、急発進・急ブレー

間、
県ではDV（配偶者等暴力）被害の根

対 再就職を希望するシニアの方
（おおむ

でもクレジットカードやスマートフォン

キをしないように心掛け、駐停車時はエ

絶に向けたキャンペーンを行います。

ね60歳以上）

決済による納付が可能です。

ンジンを切りましょう。

日 会 ①11月12日
（金）
16時〜17時 そごう

●暖房は室温20度を目安に設定し、
重ね

千葉店前広場
（JR千葉駅徒歩1分）
②11月

の影響で収入が大幅に減少し、一時に納

着などで工夫しましょう。

14日
（日）14時〜15時 イオンモール成田

ら徒歩3分）

付が困難な方は、納税が猶予される場合

問 県大気保全課

1階和みの広場
（京成本線京成成田駅から

内 雇用状況やセカンドキャリアに関す

がありますので、お近くの県税事務所に

るセミナー、
企業との個別相談など
定 70人
（申込先着順）
申 ホームページまたは電話

または県税務課

日 12月9日
（木）
13時〜16時

新型コロナウイルス感染症や災害など

会 千葉市民会館
（JR総武本線東千葉駅か

問 千葉県ジョブサポートセンター（平日9

時〜17時、
第1・3・5土曜日10時〜17時）
043-245-9420
千葉 ジョブサポ

検索

043-223-3802

バス10分）
③11月21日
（日）
14時〜15時

ご相談ください。

冬が来る前に暖房機器の点検を！

イオンモール津田沼店１階さくら公園側

問 各県税事務所

暖房機器の誤使

入口
（新京成線新津田沼駅徒歩2分）

043-223-2127

用や故障は、
火災や

内 ①県警音楽隊による演奏、
チラシ配布

一酸化炭素中毒な

など②③県警よくし隊レディ「あおぼー

どの重大事故につ

し」
による防犯講話、
パネル展示など

狩猟期間は11月15日から令和4年2月

ながる恐れがあり

問 県児童家庭課

15日までです。狩猟者はマナーを守り、

ます。取扱説明書

安全な狩猟に努めましょう。

の注意事項をもう一度よく確認し、事

狩猟期間が始まります

043-223-2376

故を防ぎましょう。

国民健康保険料
（税）
は期限内
に納付しましょう

掛けたり、
ラジオなど音の出る物を携帯す

●プラグの汚れやコードの断線がないか

11月は
「ちば国保月間」
です。

るなど、
事故防止の対策を行いましょう。

などを、
必ず点検してから使用しましょう。

国民健康保険は加

と新年を祝います。

問 県自然保護課

●機器は小まめに掃除し、使用しないと

入者の皆さんが病気

日 令和4年1月8日
（土）14時開演
（13時

狩猟期間 千葉県

きはスイッチを切りましょう。

やけがをした際に安心

●昨シーズンの残りの灯油は成分が変質

して医療を受けられる

し、不完全燃焼や機器の故障につながる

よう、
加入者全員で保

恐れがあるため、
使用しないでください。

険料
（税）
を出し合い運

ニューイヤーコンサート2022
「歓びのウィーン」
艶やかな美声と楽曲で、県民の皆さま

15分開場）

野外で活動する時は、
目立つ服装を心

043-223-2972
検索

内房線本千葉駅から徒歩10分）

生活習慣に関するアンケート
調査を実施します

曲目 スッペ／序曲
「ウィーンの朝、昼、

健康づくり施策の推進などに必要な基

会 千葉県文化会館大ホール
（JR外房線・

購入した販売店などに問い合わせて安全

晩」
、
ジーツィンスキー

礎資料を作成するため、生活習慣につい

に廃棄してください。

／ウィーンわが夢の街、

てのアンケートを実施します。

●機器のリコール情報が出ていないか、

アンケート用紙が届いた方は、ぜひご

J.シュトラウスⅡ／皇帝
円舞曲など
出演

山 下 一 史 さん

（音楽監督）
、腰越満美

ちばこくほ

営しています。保険料 マスコットキャラクター
「ちーこちゃん」
（税）は期限内に納付
しましょう。

メーカーや消費者庁のホームページなど

また、国民健康保険に加入している方

協力をお願いします。

で確認しましょう。製品が原因と思われる

はお住まいの市町村で特定健診や保健指

対 県内の満15歳以上の男女16,000人

事故が発生した場合は、
メーカーや県消費

導を受けられます。健康づくりや病気予

（無作為抽出）

者センターに情報提供をお願いします。

防のため積極的に利用しましょう。

※アンケート結果は、
ホームページで公開

問 局番なし188（最寄りの消費生活相談

問 お住まいの市町村国民健康保険担当

料 S席5,000円、
A席4,000円、
B席3,000円

します。

窓口につながります）または県消費者セ

課または県保険指導課

問（公財）
千葉交響楽団事務局

問 県健康づくり支援課

047-434-0999
ンター
消費者庁リコール情報サイト
検索

ちば国保月間

さん
（ソプラノ）

腰越満美さん

043-222-4231 千葉交響楽団

検索

043-223-2633

043-223-2453
検索

