
ちば県民だより 令和3年［2021年］12月5日（日曜日）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

消防設備士義務講習
対消防設備士免状の交付を受けた日以
後における最初の4月1日から2年以内の
方、または前回の講習を受けた日以後に
おける最初の4月1日から5年以内の方
※期限内に受講しない場合は、違反点数
の加点対象になります。
日▶令和4年1月17日（月）特殊消防用設
備等（甲）▶19日（水）消火設備（甲乙1・
2・3類）▶20日（木）警報設備（甲乙4・
乙7類）▶21日（金）避難設備・消火器（甲
乙5・乙6類）
申必要書類を簡易書留で郵送または持参
（持参の場合は平日9時30分～11時、13
時30分～16時）
※必要書類は問い合わせ先や県消防課、
県内各消防本部（予防課）などで配布。ホー
ムページからもダウンロード可。
料7,000円（千葉県収入証紙）
受12月13日（月）～17日（金）消印有効
問会〒260-0005 千葉市中央区道場南
1-9-15 千葉県電工会館内　（一社）千葉
県消防設備協会 043-306-3871
千葉県消防設備協会　 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
受令和4年1月1日（土・祝）～15日（土）
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12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

新たな総合計画の原案に関する意見
　総合計画は、県政全般に関する最上位
の基本的かつ総合的な計画です。新たな
総合計画の策定に向け、原案に関する県
民の皆さまからの意見を募集しています。
提出方法　ホームページから提出。また
は住所、氏名、電話番号、メールアドレス
（お持ちの方）、原案への意見を記入して
郵送、ファクス、またはEメール。
※原案はホームページや県政情報コーナー
（県庁本庁舎2階）、県各地域振興事務所、
県文書館で閲覧できます。
受12月22日（水）まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）
県政策企画課
043-223-2216 043-225-4467
seisui01@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　新たな総合計画　 検索

千葉県少年少女オーケストラ団員
募集パート　全パート（弦楽器・木管楽
器・金管楽器・打楽器）
対県内に居住または通学し、令和4年4月
時点で小学4年生以上高校2年生以下の方
申申込書をホームページからダウンロー
ドして郵送
受令和4年1月28日（金）まで（必着）
※入団には選考会があります。
●団員選考会
日令和4年2月19日（土）
会千葉県文化会館大練習室（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩10分）
問〒260-8661（住所記載不要）
（公財）千葉県文化振興財団
千葉県少年少女オーケストラ事務局
　 043-222-0077
千葉県少年少女オーケストラ　 検索

「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーン参加者
　太陽光や風力など、自然の電気を共同
購入することで、割
安な料金で利用で
きるキャンペーン
を実施しています。

参加方法　①令和4年1月31日（月）まで
にホームページから参加登録
②事務局から契約を切り替えた場合の見
積額をお知らせ
③契約を切り替える場合は、令和4年2月
15日（火）までにホームページから登録
※旧電力会社からの切り替え
手続きなどは事務局がサポー
トします。
問みんなでいっしょに自然の電気事務局

70120-267-100（固定電話の方）
0570-058-100（携帯電話の方）

みい電　 検索

文書館企画展「房総の廃藩置県
－千葉県誕生までの移り変わり－」
　廃藩置県が実施されてから、今年でちょ
うど150年。江戸幕府の崩壊から千葉県
誕生に至るまで、廃藩置県を中心に県の
変遷について紹介します。
日令和4年2月26日（土）まで 9時～17時
休日曜日、祝日、館内整理日（毎月末の最
終平日）、年末年始（12月28日（火）～令
和4年1月3日（月））
問会県文書館（JR外房線・内房線本千葉
駅または京成千葉中央駅から徒歩10分）

043-227-7552
千葉県文書館　 検索

「ちばコラボ大賞（千葉県知事賞）」
表彰式・事例発表会
　市民活動団体（NPO）、
企業や大学、任意団体な
どが連携して地域の課題
解決に取り組む優れた事
例を「ちばコラボ大賞（千
葉県知事賞）」として表彰
し、その取り組みを紹介します。
日12月24日（金）14時30分～
会千葉県文化会館小ホール（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩10分）
定120人（申込先着順）
申「ちばコラボ大賞表彰式・事例発表会」
と明記し、参加者全員の住所・氏名・電
話番号を書いてファクスまたはEメー
ル。ホームページから申込可。
受12月17日（金）まで
※詳しくはホームページを
ご覧ください。
問県県民生活・文化課
043-223-4133 043-221-5858
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp

ちばコラボ大賞　 検索

男性育休　法改正シンポジウム
～取り組むべきアクションが分かる!～
　育児・介護休業法改正のポイントや「男
性育休」の重要性、具体的に取り組むべき
アクションについて、事例を交えてお伝
えします。
開催方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによるオン
ライン開催
日令和4年1月31日（月）14時～16時
内講演「男性育休が企業と家庭を好循環
に」講師：小

こ

室
むろ

淑
よし

恵
え

さん（㈱ワーク・ライ
フバランス代表取締役社長）、法改正につ
いての説明、パネルディスカッションなど
定150人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
受令和4年1月24日（月）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。
問県男女共同参画課 043-223-2379
千葉県　推進連携会議　 検索

マクハリハンドメイドフェスタ2021
　ハンドメイドファ
ンのための祭典を開
催します。
日12月11日（土）、12
日（日）11時～17時
30分（最終入場17時）
会幕張メッセ国際展示場ホール7・8
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩5分）
料当日券800円、前売券700円（小学生以
下無料）
問マクハリハンドメイドフェスタ事務局

043-296-5500
マクハリハンドメイドフェスタ　 検索

ちば吹奏楽エールコンサート
　「医療従事者への感謝」や「コロナに打
ち克て」がテーマのコンサートです。
日令和4年1月23日（日）13時30分開演
（12時30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）
出演 織

おり

田
た

浩
こう

司
じ

さん（米米CLUB）、千葉交響
楽団（管・打楽器奏者）、県内高校の吹奏楽部
申専用の申込フォームまたは往復はが
き（126円）に住所、氏名、電話番号、観覧
希望者全員の氏名（1通につき2人まで）、
車いす席希望の有無、返信用宛先を書い
て郵送。
受12月28日（火）必着（申込多数抽選）
問〒260-8661（住所記載不要）
（公財）千葉県文化振興財団「ちば吹奏楽
エールコンサート係」 043-222-0077
千葉県文化振興財団　 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］12月5日（日曜日）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。

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　12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12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（6月､12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：大和、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。
問取扱窓口または県財政課
043-223-2074 千葉県債　 検索

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　12月10日から16日までは「北朝鮮人
権侵害問題啓発週間」です。
　平成14年9月の日朝首脳会談で北朝鮮
が拉

ら

致
ち

を認め、同年10月に5人の被害者
が帰国しましたが、未だに帰国を果たせ
ていない方々が救出を待っています。こ
の中には、千葉県に住んでいた方が含ま
れている可能性もあります。
　これらの問題について関心と認識を深
め、解決に向けて世論を盛り上げていき
ましょう。
問県政策企画課 043-223-2203

農業の担い手の皆さんからの
相談をお受けします
　千葉県農業者総合支援センターでは、
県、JAグループ千葉、その他関係団体が
「ワンフロア・ワンストップ」で農業の担
い手の皆さんを支援しています。
　生産技術や機械・施設の導入、雇用
のマッチング支援や農業経営の法人化、
新規就農に関することなど、担い手の
皆さんからの相談を電話やメールなど
でお受けしています。ぜひご相談くだ
さい。
問千葉県農業者総合支援センター

0800-800-1944（通話料無料）
農業者総合支援センター　 検索

中小企業等事業継続支援金は
今月が申請期限です
　長引く感染症の影響により、売り上げ
が大幅に減少している中小企業などを幅
広く支援するため、支援金を支給していま
す。まだ申請手続きがお済みでない場合
は、期日までにお手続きをお願いします。
対以下の①と②を満たす中小企業、NPO
法人、医療法人、農業法人や個人事業者等
①県内に本店または主たる事業所を有す
ること
②新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和3年4月～10月のいずれかひ
と月の売り上げが、前年または前々年の
同月と比較して30％以上減少している
こと
主な支給要件 ▶千葉県感染拡大防止対
策協力金（飲食店、大規模施設・テナント
等）の支給対象になっていないこと▶引
き続き県内で事業を継続する意思を有し
ていること　など
支給金額（一律）　［法人］20万円＋追加
支給10万円＝合計30万円　［個人事業
主］10万円＋追加支給5万円＝合計15万円
申ホームページから申請。または郵送で
の申請も可。
受12月28日（火）まで（消印有効）
※追加支給分の改めての申請は不要です。
　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。
問千葉県中小企業等事業継続支援金コー
ルセンター 70120-179-155
千葉県中小企業等事業継続支援金　 検索

労働者を101人以上雇用する
事業主の皆さまへ
　令和4年4月1日から改正女性活躍推進
法が施行されますので、常時雇用する労
働者数が101人以上の事業主の方は、施
行日までにご対応をお願いします。
改正内容　常時雇用労働者数301人以上
の事業主に義務付けられていた以下２点
について、常時雇用労働者数101人以上
の事業主も義務対象となります。
①一般事業主行動計画の策定・労働局へ
の届出
②自社の女性活躍に関する情報公表
※詳しくは、千葉労働局ホームページ（女
性活躍推進法特集ページ）を
ご覧になるか、お問い合わせ
ください。
問千葉労働局雇用環境・均等室（指導）

043-221-2307
女性活躍推進法　改正　 検索

政治家の寄付禁止「贈らない！
求めない！受け取らない！」
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈
ることや、有権者が政治家に寄付や贈り
物を求めることは、公職選挙法で禁止さ
れています。絶対にやめましょう。
●これらも寄付に該当します！
・落成式や開店祝いの花輪
・町内会の催し物などへの寸志や飲食物
の差し入れ
・お歳暮、お年賀など
・病気のお見舞い
問県選挙管理委員会 043-223-2142
千葉県選挙管理委員会　 検索

野生動物への餌やりはやめましょう
　野生動物への餌やりは、一見好ましい光
景のように見えますが、さまざまな問題を
引き起こします。安易な餌付けは絶対に
やめましょう。
●人の与える食べ物に依存し、野生の本
能が弱まります。
●餌やりにより個体数が増え、農作物被
害などの誘引となり、被害防止のため駆
除が必要になる恐れがあります。
●ハクチョウ類等への餌やりは、鳥インフ
ルエンザ感染拡大のリスクが高まります。
問県自然保護課 043-223-2936

あん摩マッサージ指圧などの
無資格者の施術にご注意を！
　あん摩、マッサージ指圧などを仕事と
して行うには、国の免許が必要です。
　無資格者による施術は健康被害を起こ
す恐れがあります。施術を受ける際は、
施術者が有資格者であることを必ず確認
してから受けましょう。
問県医療整備課 043-223-3884

ガス機器を使うときは換気を忘れずに！
　湯沸かし器、ガスストーブ、ガスコンロ
などを室内で使用するときは、一酸化炭
素中毒による事故を防止するため、必ず
換気をしてください。
　ガス機器を使用するときは、換気扇を
回したり、窓を開けるなどして新鮮な空
気を入れましょう。
問県産業保安課 043-223-2729

令和3年度事故防止啓発ポスター入賞作品

年末年始は空き巣に注意しましょう
　県警では、12月10
日から1月3日まで、
「年末年始特別警戒
取締り」を実施し、パ
トロールなどを強化します。
　特に、年末年始は帰省や初詣などで家
を空けることが多くなるため、空き巣に
入られないように注意しましょう。
●留守に気付かれないよう、長期間、家を
不在にするときは新聞の配達を止め、郵
便物は不在届を出しましょう。
●ご近所同士で声を掛け合い、地域の協
力で犯罪をなくしましょう。
●補助錠や窓ガラスに貼る防犯フィルム
など、防犯用品を活用しましょう。
　空き巣に対する防犯対策や防犯性能の
高い建物部品など、詳しくは県警ホーム
ページをご覧ください。
問県警察本部生活安全総務課

043-201-0110（代）
侵入窃盗に注意　千葉県警　 検索

年末年始の運転免許業務
　年末年始は運転免許センター、各警察
署ともに混雑が予想されます。
　駐車場や周辺道路の混雑状況により、
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。

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

12月28日（火） 通常業務
12月29日（水）
～1月3日（月） 閉庁日

1月4日（火） A 通常業務
1月5日（水）
～7日（金） 通常業務

1月8日（土） 閉庁日
1月9日（日） B C 閉庁日

1月10日（月・祝） 閉庁日
1月11日（火） 通常業務

Ａ：通常業務（技能試験、取消処分者講
習、違反者講習、停止処分者講習等の試験
コースを使用する業務を除く）
Ｂ：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、国外運転免許証の受付
Ｃ：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、国外運転免許証の受付
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


