
ちば県民だより 令和3年［2021年］11月5日（金曜日）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

クリーニング師試験
対中学校を卒業またはこれに準じる方
日令和4年1月18日（火）
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）
申願書を持参（郵送不可）
※願書は問い合わせ先で配布します。
料9,000円
受11月24日（水）～26日（金）9時～12時、
13時～17時
問県各保健所（健康福祉センター）または
県衛生指導課 043-223-2627
クリーニング師試験　千葉県　 検索

県立農業大学校入学生（A日程）
　県内農業の担い手および指導者を目指
す入学生を募集します。
対▶農学科：高校を卒業または令和4年
3月に卒業見込みの方など▶研究科：農
業系の大学や短期大学を卒業または令和
4年3月に卒業見込みの方など
日令和4年1月7日（金）
会県立農業大学校山

さん

武
む

校（山武市大
おお

木
ぎ

13）
申願書を書留で郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）
※願書は問い合わせ先に請求してください。
料2,200円（千葉県収入証紙）
受12月3日（金）～16日（木）消印有効
問〒283-0001東金市家

いえ

之
の

子
こ

1059
県立農業大学校 0475-52-5121
千葉県立農業大学校　 検索

県立学校職員採用候補者選考
職種 ▶特別支援学校：実習助手、寄宿
舎指導員▶高校：実習助手、船

せん

舶
ぱく

員
日令和4年1月6日（木）
会県総合教育センター（JR総武線幕張駅
からバス5分）
申ホームページから応募または必要書
類を簡易書留で郵送
※実施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してください。
受11月19日（金）まで（消印有効）

問〒260-8662（住所記載不要）
県教育庁教職員課 043-223-4044
県立学校職員採用　千葉県　 検索

公立学校講師
　小・中学校、県立高校、県立特別支援学校
などに勤務する講師などを募集しています。
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
対教員免許状を取得、または勤務開始日
までに取得見込みの方
※登録方法など、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

「三
さん

番
ば ん

瀬
ぜ

の再生」に関する意見
（三番瀬ミーティング）
　三番瀬の再生につ
いて、県民、地元住民、
漁業関係者、環境保
護団体などの皆さん
からの意見を募集します。
　いただいたご意見および回答は、後日
ホームページなどで公開します。
提出方法　規定の様式に記入し、郵送ま
たはEメール
※様式はホームページからダウンロード。
三番瀬周辺の浦安市・市川市・船橋市・
習志野市や三番瀬関連施設でも配布して
います。
受11月22日（月）～12月6日（月）必着
問〒260-8667（住所記載不要）
県環境政策課 043-223-4705
e-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp

三番瀬ミーティング　 検索

ちば「働き方改革」
公労使オンライン講演会
日11月25日（木）13時30分～15時30分
内講演「理念経営と働き方改革～新しい

働き方の実現に向けて～」
講師：島

しま

田
だ

慎
しん

二
じ

さん（（公社）ジャパン・
プロフェッショナル・バスケットボール
リーグ代表理事CEO）など
定200人
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11月25日（木）12時まで（申込先着順）
問千葉県「働き方改革」推進事業事務局
（（株）パソナ内） 043-238-9865
公労使講演会　千葉県　 検索

千葉県労働大学オンライン講座
Z
ズ ー ム

oomウェビナーによるライブ配信で
開催します。
日11月17日（水）、26日（金）、30日（火）、
12月7日（火）、14日（火）、21日（火）　　
各日14時15分～16時
内労働法の基礎やハラスメント防止に
関する最新情報、働き方改革、テレワーク
の労務管理のポイントとメンタルヘルス
対策などに関する講座
定各日500人程度（申込先着順）
申ホームページから申し込み
受各講座配信日の3日前まで
※申込確認後、視聴URLをメールでお知
らせします。
※各講座開催後、オンデマンド配信を5
日間実施します。
　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。
問県雇用労働課 043-223-2743
千葉県労働大学講座　 検索

犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」
　11月25日から12月1日までは「犯罪
被害者週間」です。犯罪被害に遭われた
方やそのご家族が置かれている状況など
について、一緒に考えてみませんか。
●チバテレ特別番組
日11月27日（土）9時30分～9時55分
内犯罪被害者のご家族と弁護士へのイ
ンタビュー、作文朗読、音楽演奏
作文朗読 宮

みや

澤
ざわ

結
ゆ

友
う

さん（県立千葉女子
高校3年）
音楽演奏　県立千葉女子高校マンドリン
ギター部
●生

い の ち

命のメッセージ展
　犯罪や事故、いじめ等により理不尽に生
命を奪われた方が主役のアート展です。
日11月16日（火）～18日（木）
会県庁中庁舎1階ロビー
問（公社）千葉犯罪被害者支援センター
事務局 043-225-5451

ちばハートフル・ヒューマン
フェスタ2021オンライン
　12月4日から10日までは「人権週間」
です。「すべての県民の人権が尊重される
元気な千葉県」を目指して、一緒に人権に
ついて考えてみませんか。事前申し込み
は不要です。ご参加をお待ちしています。
配信日　11月15日（月）～12月15日（水）
内▶講演「ことばの力～コロナ禍のネッ
ト社会であなたができること～」講師：
スマイリーキクチさん▶県警音楽隊に
よるコンサート▶千葉ロッ
テマリーンズによるメッセー
ジ動画▶啓発ポスターの掲
載など
問県健康福祉政策課 043-223-2348
ちばハートフルヒューマンフェスタ　 検索

健康ちば推進県民大会 on Y
ユ ー チ ユ ー ブ

ouTube
　「からだとこころの体力づくり」をテー
マに、YouTube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11月29日（月）～12月13日（月）
内▶講演「動画で見て学ぶ！～快適に動
ける体づくり・ストレッチ～」講師：谷

たに

本
もと

道
みち

哉
や

さん（近畿大学生物理工学部准教
授）▶講演「感染症のストレスからこころ
を守る」講師：石

いし

川
かわ

真
ま

紀
き

さん（県精神保健
福祉センター次長）
申ホームページまたはEメールで申し込
み。Eメールの場合は、件名に「健康ちば
推進県民大会」と明記し、お住
まいの市町村、氏名、電話番
号、メールアドレスを入力。
受11月18日（木）まで
問県健康づくり支援課

043-223-2661
kenkou21@pref.chiba.lg.jp

気候変動の影響への適応に
関するオンラインセミナー
日11月28日（日）14時～15時30分
内▶講演「気象キャスターと考える地球
温暖化～気候変動への適応とは？～」講
師：檜

ひ

山
やま

靖
やす

洋
ひろ

さん（気象予報士）▶講演「千
葉県における気候変動の影響と適応に関
する取り組み」講師：県気候変動適応セ
ンター職員
定500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11月22日（月）まで
問県循環型社会推進課 043-223-
4139 千葉県　適応セミナー　 検索

マスコットキャラクター
「ハゼちゃん」

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。


