
ちば県民だより 令和4年［2022年］1月1日（土曜日）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

県職員採用選考考査
（令和4年1月20日、24日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。
採用予定人数　①心理（経験者採用）13
人、児童福祉司28人（うち経験者採用12
人）、精神保健福祉相談員3人、看護師（教
員）2人、診療放射線技師1人、地質1人、職
業訓練指導員3人、海技従事者（機関士）1
人、海技従事者（航海士）1人
②守衛1人、農業技術員1人、畜産技術員2
人、船員1人
考査日　①1月20日（木）②1月24日（月）
※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、人物考査（2次考査）を2月
中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①1月6日（木）まで②1月7日（金）まで
（郵送は消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）県総務課

043-223-2029
千葉県総務課　 検索

保育士試験
日▶筆記：4月23日（土）、24日（日）　　
▶実技：7月3日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」に同封
の申請書を簡易書留で郵送
※手引きは、問い合わせ先またはホーム
ページから請求してください。
料1万2,950円（幼稚園教諭免許状所有者
などで筆記試験・実技試験が全て免除と
なる場合は2,650円）
※手引き郵送料250円を含む
受1月25日（火）まで（消印有効）
問〒171-8536東京都豊島区高田3-19-
10保育士試験事務センター

70120-4194-82
保育士試験　 検索

県立農業大学校入学生（B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2月15日（火）
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
※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1月24日（月）～2月4日（金）消印有効
※この他、県内で就農予定の方や既に就
農されている方などを対象に、農業に関
する知識と技術を習得するための研修も
開講予定です。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〒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

測量士・測量士補試験
日5月15日（日）
申願書を持参または郵送
※願書は国土地理院、（公社）日本測量協会、
県用地課で配布
料測量士4,250円、測量士補2,850円
受1月5日（水）～28日（金）消印有効
※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〒305-0811茨城県つくば市北

きた

郷
さと

1
国土地理院 029-864-8214、8248
令和4年測量士試験　 検索

「うみのもりの玉手箱」出展作品
　障害のある方が、独自の手法で制作し
た文化・芸術作品を募集します。応募作
品は、展覧会「うみのもりの玉手箱」（3
月15日（火）～20日（日）開催予定）で展
示します。

対県内在住または県にゆかりのある方や
事業所
募集作品　「よろこび！」をテーマにした
映像作品（身体表現分野）または詩の作品
（文芸分野）
申専用の応募フォームから応募。詩の手
書き作品は額装をして郵送。
受1月31日（月）必着
　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〒299-4301長生郡一

いちのみや

宮町一宮2553-8
（㈱いろだま内）千葉アール・ブリュット
センターうみのもり 0475-36-7411
千葉県　うみのもり　 検索

文書館県史講座「私の街に電気が
来た日－千葉県の電気事業－」
　明治時代に始まった電気の供給。県内
における電気事業の始まりとその変遷を
解説します。
日2月15日（火）、17日（木）13時30分～
15時30分（各日同内容）
定各30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に、第1・第2希望
日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、返信用宛先を書いて郵送。Eメー
ル可。（１通につき１人まで）
受1月14日（金）必着
※1月28日（金）までに受講者を決定し、
順次お知らせします。
問会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7県文書館 043-227-7552
bunsyokan5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館　 検索

女性の再就職を応援！
再就職支援セミナー・企業交流会
対就職・再就職を希望する女性
日2月16日（水）13時～16時
会千葉市民会館（JR総武本線東千葉駅か
ら徒歩3分）
内女性を取り巻く
環境や自己理解・
仕事理解に関する
セミナー、企業説
明・相談など
定70人（申込先着順）
申ホームページまたは電話
受1月5日（水）～2月14日（月）
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

中央博物館 春の展示
「苔

こけ

松
まつ

苔
こけ

梅
うめ

－春を寿
ことほ

ぐうめのきごけ－」
　苔がついた松や梅は「苔松」「苔梅」と
呼ばれ、お正月のおめでたい生け花とし
て珍重されています。
　日本文化に現れた苔の写真や知られざ
る不思議な世界について紹介します。
日1月8日（土）～5月8日（日）10時～16
時30分（最終入館16時）
休月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場
合は開館し、その翌日休館）
料一般300円、高校・大学生150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

苔むす梅

介護に関する入門的研修
　介護に関する基礎知識や仕事内容が短
期間で学べます。（受講料無料）
●通学開催
日会▶2月2日（水）、8日（火）、3月4日（金）、
11日（金）：東金市中央公民館（東金市東
岩崎1-20）▶2月3日（木）、4日（金）、18
日（金）、25日（金）：八千代市総合生涯学
習プラザ（八千代市ゆりのき台3-7-3）▶
2月12日（土）、26（土）、3月5日（土）、12
日（土）：ミレニアムセンター佐倉（佐倉
市宮

みや

前
まえ

3-4-1）
※いずれも9時30分～16時20分。最終
日は15時45分まで。
●単日開催
日会▶2月20日（日）：アミュゼ柏（柏市
柏6-2-22）▶2月27日（日）：印西市立中
央駅前地域交流館（印西市中央南1-2）▶
3月6日（日）：三

み

芳
よし

農村環境改善センター
（南房総市谷

やむかい

向109-1）
※いずれも10時30分～15時40分
内介護の基礎・入門講座、就労個別相談
など
定各回20人程度（会場によって異なります）
申電話またはファクス
※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（福）初穂会ほっとスペース稲毛ペコリー
ノ（木・日を除く8時30分～17時30分）
70120-86-5124 043-306-8521
千葉県　介護　入門的研修　 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4年［2022年］1月1日（土曜日）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。

アルコール依存症に関する
オンライン講演会
Y
ユ ー チ ユ ー ブ

ouTube千葉県公式セミナーチャン
ネルにて、無料公開中です。
配信日　1月30日（日）17時まで
内講演「アルコール依存に伴う躁

そう

・うつ・
自殺」講師：倉

くら

田
た

勉
つとむ

さん（袖ケ浦さつき台
病院 精神科副部長）
問県精神保健福祉センター

043-263-3891

みんなで能舞台に触れるWEEK！
～家族で能舞台を楽しもう～
　2月4日（金）～13日（日）の期間限定で、
照り屋根付き白木総檜

ひのき

造りの能舞台を
ホール内に組み立て、さまざまなイベント
を行います。
●みんなで楽しむ邦楽コンサート
日2月11日（金・祝）13時30分～
出演 望

もち

月
づき

太
た

左
さ

乃
の

（佐
さ

野
の

友
ゆ

紀
き

）さん、大
おお

前
まえ

光
こう

市
いち

さん　ほか
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）、
車いす席の希望の有無、返信用宛先を書
いて郵送。
〈宛先〉〒260-8661（住所記載不要）　　
千葉県文化振興財団「邦楽コンサート」係
受1月21日（金）必着（申込多数抽選）
●東

とう

儀
ぎ

秀
ひで

樹
き

 雅楽の調べ
日2月12日（土）14時～
出演　東儀秀樹さん、東儀典

のり

親
ちか

さん ほか
料S席3,000円、A席・大学生1,000円、
高校生以下無料（要申込）※未就学児不可
●第41回青葉能
日2月13日（日）14時～
出演 金

こん

春
ぱる

憲
のり

和
かず

さん、金春安
やす

明
あき

さん、善
ぜん

竹
ちく

十
じゅう

郎
ろう

さん　ほか
料SS席8,000円、S席6,000円、A席
4,000円※未就学児不可
※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。
問会青葉の森公園芸術文化ホール

043-266-3511
青葉の森　芸術　 検索

マイナンバーカードを取得しましょう！
　マイナンバーカードがますます便利に
なっています。ぜひカードを取得し、活
用しましょう。

＜マイナンバーカードの活用例＞
・本人確認のための身分証明書
・健康保険証の代わりとして
・さまざまな行政手続きや確定申告のオ
ンライン申請
・コンビニでの各種証明書の取得
問県行政改革推進課 043-223-4454
マイナンバーカード　活用　 検索

事業主の皆さまへ～従業員の個人
住民税は特別徴収で納めましょう～
　特別徴収とは、事業主が従業員に代わ
り、毎月支払う給与から個人住民税を天
引きし、市町村へ納入していただく方法
です。
　法人・個人を問わず、事業主は、全ての
従業員について特別徴収をする必要があ
ります。
　特別徴収を行うにあたって、事業主は
従業員が居住する市町村に給与支払報告
書を提出しなければなりません。
　令和3年分の提出期限は1月31日（月）
です。手続きなど、詳しくはホー
ムページをご覧ください。
問従業員が居住する市町村
または県税務課 043-223-3099
千葉県　個人住民税　特別徴収　 検索

防災とボランティア週間
  毎年1月15日～21日は
「防災とボランティア週
間」、1月17日は「防災と
ボランティアの日」です。
  大規模災害時は、多くのボランティア
の皆さんの活動が、被災地の復旧に大き
な役割を果たします。この機会に、災害
時のボランティア活動や自主的な防災活
動について考え、災害に備えましょう。
▶千葉県防災ポータルサイト
　県内の気象情報や警報、防
災対策などの情報を掲載し
ています。
▶千葉県防災T

ツイ ッ タ ー

witter
　県内の災害情報や県防災
危機管理部からの最新情報
をお知らせします。
アカウント名　千葉県防災（@chibaken_saigai）
▶災害用伝言板サービス
　災害発生時は、音声通話などがつなが
りにくくなるため、各電話会社が「災害用
伝言ダイヤル（171）」や「災害用伝言板サー
ビス」を提供しています。1月15日～21
日の間は、これらのサービスの体験利用
ができますので事前に手順などを確認し
ましょう。
問県防災政策課 043-223-2176

高齢者の交通事故を防ぎましょう
　交通事故死者数の半数以上は高齢者で
す。高齢ドライバーの皆さんは、天候や
自身の体調を考慮した「はればれ運転」に
努め、事故を未然に防ぎましょう。
　また、夕暮れ時や夜間の外出時には、反
射材を着用しましょう。車のライトに照
らされることで、歩行者などの位置をド
ライバーに知らせてくれます。
「はればれ運転」とは
　加齢に伴う運転技能の低下を補い、危
険を避けるための運転方法です。
・雨の日の運転に不安を感じたときは、
晴れた日に運転しましょう。
・体調が優れない日は運転をせずに、タ
クシーなどを活用しましょう。
・疲労が蓄積しやすい長距離運転は控え
ましょう。
　高齢ドライバーの方や、そのご家族は
「高齢者向け交通安全啓発動画」をぜひご
覧ください。

動画は
こちら▼

問県くらし安全推進課
043-223-2263

千葉県　高齢者の事故防止　 検索

110番へのいたずら通報はやめましょう
　110番通報をすると県警本部通信指令
室につながり、皆さまの通報内容を聞き
取りながら警察官やパトカーなどの手配
を行います。110番へのいたずら通報は
緊急の対応が遅れる原因となりますの
で、絶対にやめましょう。
＜緊急以外の相談先＞
最寄りの警察署、交番、駐在所または
県警察本部相談サポートコーナー

043-227-9110
 （短縮ダイヤル＃9110）
問県警察本部通信指令課

043-201-0110（代）

パスポート窓口の開設（大
おお

多
た

喜
き

町）
　大多喜町にお住まいの方は、1月4日
（火）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　大多喜町税務住民課（大多喜町大
多喜93） 0470-82-2114
※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

あなたの今日が、だれかの明日に。
ハタチの献血
　医療に必要な血液は人工
的につくることができず、
皆さんからの献血によって
支えられています。しかし、
若年層を中心とする献血協力者数は減少
が続いており、このままでは血液の安定
供給に支障をきたす恐れがあります。
　16歳～69歳で、基準の体重（男性45㌔
以上、女性40㌔以上）などの条件を満た
す方は、献血が可能です。献血は、県内6
カ所の献血ルームと県内各地を巡回する
献血バスで実施しています。成人式を迎
える「はたち」の方をはじめ、各世代の皆
さんのご協力をお願いします。
　献血ルームや献血バスについて詳しく
はホームページをご覧ください。
問県薬務課 043-223-2614
献血　千葉県　 検索

クロスボウ（ボウガン）の所持が
原則禁止されます
　銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、
3月15日からクロスボウ（ボウガン）の所持
が原則禁止されます。所持している方は、
以下のいずれかの対応をお願いします。
●住所地を管轄する警察署に所持許可の
申請をする
●警察署に廃棄を依頼する　
●適法に所持できる方へ譲渡する
※詳しくは、最寄りの警察署へお問い合
わせください。
問最寄りの警察署生活安全課
または県警察本部風俗保安課

043-201-0110（代）

県立図書館の一時休館
　蔵書点検のため、一時休館します。
対象施設　県立中央図書館（千葉市）、県
立西部図書館（松戸市）、県立東部図書館
（旭市）
休館期間　2月1日（火）～10日（木）
※休館中も県立図書館資料の利用は、市
町村立図書館などを通じて申し込めます。
問県立中央図書館 043-222-0116

県立中央博物館大多喜城分館の休館
　施設改修のため、当面の間休館してい
ます。一部敷地内への立入りは可能とし、
研修館で展示などを実施する予定です。
　詳細は決定次第、ホームページでお知
らせします。
問県立中央博物館 043-265-3494
大多喜城分館　 検索

ポータルサイト

Twitter


