
ちば県民だより 令和4年［2022年］2月5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

全日本中学生水の作文コンクール
　8月1日の「水の日」、
8月1日～7日の「水
の週間」に向けて、
水に関する作文を
募集します。
対令和4年度に県内在住または在学の中
学生
テーマ　 「水について考える」（題名は
自由）
申400字詰め原稿用紙4枚以内。本文の
前（原稿用紙枠内）に題名、学校名（ふりが
な）、令和4年度の学年、氏名（ふりがな）
を書いて郵送
※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。
受3月1日（火）～5月9日（月）必着
問〒260-8667（住所記載不要）県水政課

043-223-2688
水の作文コンクール　千葉県　 検索

「千葉県文化芸術推進基本計画」
の原案に関する意見
　心豊かな生活と活力ある地域社会の実
現に向けて、文化芸術施策を効果的に推
進するため「千葉県文化芸術推進基本計
画」を策定します。この原案について、県
民の皆さまからの意見を募集しています。
提出方法　意見提出様式に郵便番号、住
所、氏名（法人の場合は名称および代表者
名）、電話番号、意見を記入し、Eメール、
郵送、またはファクス。題名に「千葉県文
化芸術推進基本計画（原案）に関する意
見」と記載してください。
※計画原案は、ホームページ、県文書館や
県政情報コーナー（県庁本庁舎2階）、県
各地域振興事務所で閲覧できます。
日2月14日（月）17時まで（必着）
問〒260-8667（住所記載不要）県県民生
活・文化課
043-223-2408 043-221-5858
bunki@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　文化芸術計画　 検索

臨時的任用職員（土木職）
　千葉県の県土整備部の出先機関などで
設計積算や施工管理などの業務に従事す
る土木職の職員を募集します。
対土木施工管理技士1級または2級の資
格を有する方
採用予定人数　20人程度
採用予定時期　4月1日
任期　6カ月～1年
内書類審査、面接
申応募書などを郵送または持参（持参の
場合は平日9時～17時）
※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。
受2月14日（月）まで（消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県県土整備政策課 043-223-3323
臨時的任用  土木  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

千葉県指定伝統的工芸品展
　県の風土と生活に育まれ、受け継がれ
てきた県指定伝統的工芸品を広く集めた
展示販売会を開催します。
日2月11日（金・祝）～13日（日）
会イオンモール八千代緑が丘ローズ広
場（東葉高速鉄道八千代緑が丘駅直結）
問県観光企画課 043-223-2416

ちばゆかりアーティスト 實
じつ

川
かわ

風
かおる

ピアノリサイタル
　日本の若手ピアニストを代表する、旭
市出身の實川風さんによるリサイタルで
す。ゲストにバイオリニストの伊

い

藤
とう

亮
りょう

太
た

郎
ろう

さんをお招きします。
日2月26日（土）14時開演（13時30分開場）
料一般3,000円、25歳以下2,000円、小・
中・高校生500円（全席指定）※未就学児
不可
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

作家 高
たか

嶋
しま

哲
てつ

夫
お

さんによる講演会
　「首都感染」、「ミッド
ナイトイーグル」、「都
庁爆破！」など、数々の
話題作を執筆する作家 
高嶋哲夫さんによる講
演会です。
日3月27日（日）14時30分～16時
会千葉県教育会館大ホール（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩12分）
内講演「コロナ、災害、教育、日本の危機、
そして未来を語る」
定160人（申込多数抽選）
申ホームぺ―ジから応募書類をダウン
ロードしてEメールまたはファクス
受3月14日（月）まで
問（公財）千葉県私学教育振興財団
043-241-5145 043-245-7826
chiba-shinko@abc.shigaku.or.jp

千葉県私学教育振興財団　 検索

千葉県循環器病センター
てんかん市民公開講座
　てんかんへの理解をはじめ、高齢者に
も発症するてんかんについて、診療に従
事する医師が詳しくお伝えします。
視聴方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによる配信
日3月5日（土）13時30分～15時30分
内▶講演「当院における高齢者てんかん
治療の実態」講師：岡

おか

原
はら

陽
よう

二
じ

さん（千葉県
循環器病センター医師）▶講演「高齢者の
てんかん」講師：赤

あか

松
まつ

直
なお

樹
き

さん（福岡山王
病院医師）▶「指定発言」講師：原

はら

広
こう

一
いち

郎
ろう

さん（医療法人静和会浅井病院医師）
定500人（申込先着順）
申専用の申込フォームから申し込み
受2月27日（日）まで
問千葉県循環器病センター

0436-88-3111
千葉県　てんかん　 検索

オンライン公開講座
「アレルギー疾患の最新治療」
　乳幼児から高齢者まで、国民の2人に1
人はアレルギー疾患を持つといわれてい
ます。毎年2月17日～23日はアレルギー
週間です。千葉大学医学部附属病院（千
葉県アレルギー疾患医療拠点病院）の専
門医師が、5つの分野をテーマにアレルギ
ーの正しい知識をお伝えします。
視聴方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによる配信
日2月12日（土）13時30分～15時20分
内①小児食物アレルギー②ぜんそく
③アトピー性皮膚炎④アレルギー性鼻炎
⑤アレルギー性結膜炎
定500人（申込先着順）
申専用の申込フォームから申し込み
※電話申込不可
受2月9日（水）まで
問千葉大学医学部附属病院ア
レルギーセンター
043-222-7171（内線73032平日

9時～16時）
アレルギー疾患情報サイト　 検索

ちばアクアラインマラソン2022
「スマイル枠」向けランニング
クリニック教室開催！
　3月25日から始まる「ちばアクアライ
ンマラソン2022」の申し込み開始より
前に、マラソン初心者の方を対象とした
ランニングクリニック教室を開催！参加
者は、マラソン（42.195km）完走を目指
す初心者等のための応募枠「スマイル枠」
で、大会に出場できます。（有償）
　マラソンに関する基礎知識などを分か
りやすく解説しますので、ぜひご応募く
ださい。
日3月19日（土）①9時30分～11時②12時
30分～14時
会受付：木更津市民会館（木更津市貝

かい

渕
ふち

2-13-40）
実技：潮

しお

浜
はま

公園（木更津市潮浜1-12）
※雨天時は受付場所で実技を行います。
内講師：千

ち

葉
ば

真
まさ

子
こ

さん（PR大使）、齊
さい

藤
とう

太
た

郎
ろう

さん（ニッポンランナーズ）
定各回50人（申込先着順）
申大会公式ホームページ経由またはイン
ターネットサイト「e-moshicom（イー・
モシコム）」から申し込み
受2月10日（木）12時～24日（木）12時
※大会当日の運営ボランティアも募集中
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。
問県体育課 043-223-4107
ちばアクアラインマラソン　 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］2月5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。

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
　一戸建て住宅やマンションの購入を検
討している方を対象に、購入前に知って
おくべきポイントなどについてY

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
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3月5日（土）～7日（月）
内▶講演「住宅地購入前の調査と評価」
講師：山

やま

本
もと

卓
たかし

さん（明海大学不動産学部
教授）▶講演「マンションを購入する前に
知っておきたい長期修繕計画のポイン
ト」講師：藤

ふじ

木
き

亮
りょう

介
すけ

さん（明海大学不動産
学部准教授）
定100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2月25日（金）17時まで
問県建設・不動産業課

043-223-3238
安心講習会　千葉県　 検索

県立美術館
「山

やま

本
もと

大
ひろ

貴
き

－Dignity of Realism－」
　千葉市出身の写実
画家・山本大貴さん
の展示を、美術館で初
めて開催します。写
真と見紛うばかりに、
まつげの一本、指先の
ひとつまで緻密に描
き込んだ油絵の、圧倒
的にリアルな表現を
ぜひご覧ください。
日3月21日（月・祝）まで9時～16時30分
休月曜日、3月1日（火）
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
問会県立美術館（JR京葉線・千葉モノ
レール千葉みなと駅から徒歩10分）　　

043-242-8311

県民公開講座オンライン
「更年期を迎えて」
　毎年3月1日～8日は「女性の健康週間」
です。この機会に「更年期」への理解を深
め、女性の健康づくりについて考えてみ
ませんか。
配信期間　3月1日（火）～31日（木）
※「千葉県産科婦人科医学会」のホーム
ページから、どなたでもご覧いただけます。
内▶講演「見た目の若さは骨年齢、血管

年齢、寿命とも関連!?～更年期は自分磨
きのチャンス！～」講師：八

はっ

田
た

真
ま

理
り

子
こ

さん
（聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田
理事長・院長）▶講演「メノポーズ・リバ
イブエクササイズ～更年期から始める
カラダと向き合う5つのルール～」講師：
小
こ

林
ばやし

香
か

織
おり

さん（（特非）フィット・
フォー・マザージャパン理事
長・健康運動指導士）
問（一社）千葉県産科婦人科医学会事務局 

043-239-5473
千葉県産科婦人科医学会　 検索

いきいき大学教養文化講座
　健康、医療、宗教、歴史、法律などをテー
マにした全12回の講座です。希望者は
健康運動講座も受講できます。
対県内在住で60歳以上の方
日5月10日、6月14日、7月12日、8月16
日、9月13日、10月11日、11月8日、12月
13日、令和5年1月10日、2月14日（全て
火曜日）各日9時30分～11時30分
※10月11日、令和5年2月14日は13時～
15時も開講
会千葉市民会館大ホール（JR千葉駅から
徒歩7分）
定500人（申込多数抽選）
料7,000円
申願書を郵送、またはホームページから
申し込み
※願書は140円切手を貼った返信用封筒
に返信用宛先を書いて同封し、問い合わ
せ先に請求。
受2月28日（月）まで（必着）
問〒260-0802千葉市中央区川

かわ

戸
ど

町419
いきいき大学事務局

043-266-0118（平日10時～15時）
いきいき大学　 検索

千葉県債（5・10年債）を発行します
●5年債
償還方法　5年満期一括
償還期日　令和9年2月25日
●10年債
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年2月25日
【共通事項】
受付期間　2月10日（木）まで
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（8月､2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：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

確定申告に関するお知らせ
　令和3年分の所得税、復興特別所得税
の確定申告の相談および受付は2月16日
（水）～3月15日（火）です。
　本年も、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、確定申告会場は入場制限を
行っており、入場には入場整理券が必要
です。入場整理券は各会場で当日配付、
または「L

ラ イ ン

INE」から事前発行しています。
▶入場整理券の事前発行は右
の二次元コードから友達追加
して申し込み
　感染リスク軽減のためにも、確定申告
はスマートフォンやパソコンでご自宅か
ら申告することができる「e

イー

-T
タックス

ax」のご利
用を、ぜひお願いします。
　詳しくは国税庁ホームページをご覧に
なるか、最寄りの税務署にお問い合わせく
ださい。（最寄りの税務署が分からない場
合は、下記までお問い合わせください。）
問千葉東税務署 043-225-6811
確定申告特集　 検索

ちば障害者等用駐車区画利用
証制度をご利用ください

　公共施設や商業施設などに設置されて
いる「障害者等用駐車区画」を、障害者や
介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、
歩行が困難な方が利用しやすくなるよう、
県や市町村が利用証を交付しています。
　詳しくは、県またはお住まいの市町村
にお問い合わせください。
問県健康福祉指導課 043-223-3924
またはお住まいの市町村担当課

住宅用火災警報器を設置しましょう
　3月1日～7日は「春の全国火災予防運
動」期間です。火災は一瞬にして生命や
財産を奪います。空気が乾燥し、火災が
発生しやすくなるこの時期、火の取り扱
いには十分注意し、より一層の防火対策
を心掛けましょう。
　また、全ての住宅には、住宅用火災警報
器の設置が義務付けられています。設置
後は定期的に動作を確認しましょう。古
くなると火災を感知しにくくなるので、
10年を目安に交換しましょう。
▶作動の確認方法
　火災警報器の点検ボタンを押すか、点
検ひもを引いて、音が鳴るかを確かめま
す。鳴らないときは、電池切れか故障で
す。詳しくは、火災警報器の取扱説明書
をご確認ください。
問県消防課 043-223-2177

赤い羽根募金「テーマ選択募金」
　寄付者の方が応援したいテーマを選択
できる募金で、寄付金の全額が応援した
い活動をしている関連団体に送られます。
＜今年度の募金のテーマ＞
コロナ対策支援／子どもへの支援／子育
て支援／高齢者支援／障害者支援／被災
者・被災地支援
募金方法　公式ホームページから募金ま
たは銀行窓口で振り込み
（銀行窓口で振り込む場合は、専用用紙を
問い合わせ先に請求してください。）
受3月31日（木）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（福）千葉県共同募金会

043-245-1721
あかいはね　ちば　 検索

国勢調査の結果が確定しました
　令和2年10月に回答していただいた国
勢調査の結果が発表されました。
千葉県の人口　628万4,480人
男 311万7,987人　女 316万6,493人
世帯　277万3,840世帯
　調査にご協力いただきありがとうござ
いました。
問県統計課 043-223-2224

文書館閲覧室の一時休室
　収蔵文書点検のため、下記の期間、文書
館4階閲覧室を休室します。行政資料室、
販売コーナー、展示室は通常どおり利用
できます。
休室期間　2月14日（月）～22日（火）
問県文書館 043-227-7556

Standing Figure
（feat.IKEUCHI Hiroto）


