
ちば県民だより 令和4年［2022年］3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

自衛官などの採用試験
対各試験区分に
よって異なります。
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。
日①一般幹部候補生「大卒程度試験」、「院
卒者試験」：4月23日（土）、24日（日）
②歯科・薬剤科幹部候補生：4月23日（土）
③医科・歯科幹部：6月24日（金）
④一般曹候補生：5月20日（金）～29日（日）
のうち、いずれか1日を受付時に指定
⑤自衛官候補生：受付時に指定
申願書を問い合わせ先または県内の各自
衛官募集事務所へ持参または郵送。③以
外については専用ホームページ（自衛官等
インターネット応募サイト）からの申込可。
※願書は問い合わせ先に請求
受①②4月14日（木）まで（必着）
　③6月10日（金）まで（必着）
　④5月10日（火）まで（必着）
　⑤年間を通じて行っています
問〒263-0021千葉市稲毛区轟

とどろき

町1-1-
17　防衛省自衛隊千葉地方協力本部

043-251-7151
自衛隊　千葉　 検索

令和4年度前期技能検定
対各職種において所定の実務経験など
を有する方
等級　1級～3級、単一等級
職種　造園、機械加工、電気機器組立て、
塗装など52職種
申所定の振込用紙で受検手数料を払い
込み、受検申請書・郵便振替払込受付証
明書など指定の書類を簡易書留で郵送
※詳しくはホームページをご覧ください。
受4月4日（月）～15日（金）消印有効
問〒261-0026千葉市美浜区幕張西4-1-
10 千葉県職業能力開発協会 

043-296-1150
千葉県職業能力開発協会　 検索

県営住宅の入居者
対原則として同居親族があり、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4月1日（金）～15日（金）消印有効
※新設の佐

さ

津
つ

間
ま

（鎌ケ谷市）県営住宅につ
いても、同時期に新規募集を行います。
※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3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

「県民の日」賛同行事
　県民の日（6月15日）を記念した行事を
募集しています。賛同行事は県で取りま
とめ、県ホームページなどで広報します。
対企業・市民団体などが「県民の日」を中
心とする期間（おおむね前後1カ月）に実
施する行事（施設の無料開放、割引、記念
イベントなど）
申応募様式をホームページからダウン
ロードし、Eメールまたはファクス
受1次募集期限：3月18日（金）
2次募集期限：6月3日（金）
問県県民生活・文化課
043-223-2408 043-221-5858
bunki@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県民の日　賛同行事　 検索

暮らしとこころの相談会
　悩み事やお困り事を抱え、日々の暮ら
しがつらくなってしまっていませんか。
　3月は自殺対策強化月間です。暮らし
と家計の問題、こころの相談に、弁護士と

福祉専門職が無料で応じます。一人で悩
まずに、ご相談ください。
日3月19日（土）13時～16時（最終受付
15時30分）※事前申込不要
会木更津市中央公民館（JR木更津駅から
徒歩1分）
問千葉県弁護士会 043-227-8431
県健康づくり支援課 043-223-2668

千葉交響楽団　第111回定期演奏会
「あふれる瑞

みず

々
みず

しさ」
　郷愁を誘う美しいメロディのチェロ協
奏曲と、ロマン派の先駆けといえる雄大
なシューベルトの交響曲をお届けします。
日5月21日（土）14時開演（13時15分開場）
会習志野文化ホール（JR総武線津田沼駅
から徒歩4分）
出演　指揮：山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん（音楽監督）、
チェロ：山

やま

澤
ざわ

慧
けい

さん（首席奏者）
曲目　ドヴォルザーク／チェロ協奏曲ロ
短調、シューベルト／交響曲第9番ハ長
調「ザ・グレート」
料S席4000円、A席3000円、B席2000円
（全席指定）
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231

山下一史さん 山澤慧さん

点訳・音訳ボランティア養成講座
　視覚障害者のための「点字図書」「声の
図書」製作ボランティアを養成します。
対点訳・音訳に興味があり、パソコンの
基本的な操作ができる方
日4月から令和5年3月　隔週全20回
点訳：火曜日午前、音訳：木曜日午前
定点訳20人、音訳20人
申申込書をメールまたは郵送
※募集要項・申込書は、ホームページか
らダウンロードしてください。
料教材費など（点訳は約1万円、音訳は約
千円）
受4月8日（金）まで（必着）
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問〒284-0005四街道市四街道1-9-3
視覚障害者総合支援センターちば
点訳係　 043-308-8358 

tenyaku-yousei@tisikyo.jp
音訳係　 043-424-2390 

onyaku-yousei@tisikyo.jp
千葉県視覚障害者福祉協会　 検索

公立学校採用候補者選考説明会
　「千葉で先生になりたい！」と考えてい
る方、ぜひご参加ください。
募集職種　小・中学校、県立高校、県立特
別支援教育・養護教諭・栄養教諭
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
日3月下旬～4月末ごろ
内選考の状況や昨年からの変更点、志願
方法などの説明
※開催日程や会場など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
問県教育庁教職員課　

043-223-4043、4044
千葉県　教員採用　 検索

海の博物館マリンサイエンスギャラリー
「千葉県エビ・カニ大集合！」
　海の幸として有名なイセエビや深海の
大きなカニ、美しい色彩をもつ小さなエ
ビなどが大集合！千葉県に暮らすエビや
カニの多彩な顔触れを通して、県の自然
の豊かさをお伝えします。
日5月8日（日）まで9時～16時30分（最
終入館16時）
休月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、
翌平日休館）
料一般200円、高校・大学生100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分館 海の博物館
（勝

かつ

浦
うら

市吉
よし

尾
お

123） 0470-76-1133

アカホシカクレエビ

関宿城博物館「昔のくらし展」
　「住まう」「食べる」「着る」「働く」「遊ぶ」
の５つのテーマに沿って、洗濯板やちゃ
ぶ台、足踏みミシ
ンなど昔懐かしい
昭和の頃の暮らし
を展示します。
日4月17日（日）まで9時～16時30分
休月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、
翌日休館）
料一般200円、高校・大学生100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
問会県立関宿城博物館（野田市関宿三

さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400

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］3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。

展覧会「うみのもりの玉手箱」
　「よろこび！」をテーマに、障害のある
方が独自の手法で制作した公募作品の展
覧会です。3つの分野で、さまざまな作
品が展示されます。ぜひご覧ください。
日3月15日（火）～20日（日）9時～17時15
分（初日は13時から。最終日は15時まで）
会千葉市民ギャラリー・いなげ（京成稲
毛駅から徒歩7分）
内大漁旗の展示（美術分野）、映像作品の
上映（身体表現分野）、詩の展示（文芸分野）
問千葉アール・ブリュットセンターうみ
のもり 0475-36-7411

展示予定の大漁旗作品

不動産に関する無料相談会
　不動産鑑定士による、不動産の価格や
賃料などの相談会を開催します。
日会▶4月13日（水）市川市役所第一庁舎
5階（JR総武線本八幡駅から徒歩10分）
▶4月14日（木）千葉中央駅前ビル5階（京
成千葉中央駅から徒歩3分）各10時～16時
申直接会場で申し込み（当日申込先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会 

043-222-5795

献血にご協力をお願いします
～3月は献血推進強調月間です～
　春先は気候の変化
や風邪などで体調を
崩す方が増えること
などから献血者が減
少し、血液が不足し
がちです。
　献血は、県内6カ所
の献血ルームと各地を巡回する献血バス
で実施していますので、皆さまのご協力を
お願いいたします。
　県内の献血ルームについては、ホーム
ページをご覧ください。
問千葉県赤十字血液センター

047-457-0711
県薬務課 043-223-2614
千葉県　献血　 検索

自動車の登録手続きを忘れずに
　自動車税（種別割）の納税通知書は、4月
1日現在の登録に基づいて送付されます。
自動車を譲渡したときや住所を変更した
ときなどは、管轄の運輸支局などで必ず
登録事項の変更手続きをしてください。
問千葉運輸支局 050-5540-2022
または次の自動車検査登録事務所
野田 050-5540-2023
習志野 050-5540-2024
袖ケ浦 050-5540-2025
自動車税　千葉県　 検索

特定不妊治療費助成の申請は
令和4年3月末までです
　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に
要する費用の一部を助成しています。
●申請期限は「1回の治療」が終了した日
の属する年度内です。令和3年度に終了
した治療の手続きがまだお済みでない場
合は、令和4年3月末までに、お住まいの
市町村を管轄する保健所（健康福祉セン
ター）へ必要書類を提出してください。
●特定不妊治療は、令和4年4月より保険
適用となります。令和4年度は経過措置
として、年度をまたぐ1回の治療について
助成を行います。
●助成制度の詳細や必要書類などについ
ては、ホームページをご覧ください。
問各保健所（健康福祉センター）または
県児童家庭課 043-223-2332
千葉　特定不妊　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　3月3日（木）～10日（木）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年3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（9月､3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
千葉県債　 検索 043-223-2074

進学・進級時における非行・
犯罪被害を防ぎましょう
　進学・進級の時期は、生活環境の変化
により、深夜徘

はい

徊
かい

、喫煙、飲酒などの不良
行為や、万引き、薬物乱用などの非行に走
りやすくなります。
　非行を防止するには、普段から親子で
コミュニケーションを十分にとり、子ど
もの服装や言葉遣いなど、ちょっとした
変化も見逃さないことが大切です。
　また、SNSなどの不適切な利用から、性
犯罪などの被害に遭うケースが後を絶ち
ません。子どものスマートフォンなどの
利用については、家庭内でのルール作りが
大切です。不適切なサイトへのアクセス
をブロックするフィルタリングの活用や
ペアレンタルコントロール（保護者による
管理）などを行い、被害やトラブルを防ぎ
ましょう。お困りの
際は、一人で悩まず
にご相談ください。
＜相談窓口＞
千葉県警察少年センター（ヤング・テレ
ホン）70120-783497（ナヤミヨクナル）
（面接での相談は要予約）

あなたの自転車が狙われています！
　新年度を控え、自転車の使用を検討し
ている方は、防犯対策を忘れずに行いま
しょう。
●自転車を停めたときは、必ず施錠をし
ましょう。
●アパート、マンション、自宅敷地内での
被害が多くなっています。
●備え付けの鍵の他にワイヤー錠を活用
するなど、ツーロックで盗難対策を実施
しましょう。
　令和3年中に発生した自転車盗難は
6317件、そのうち6割以上は無施錠でし
た。自転車の盗難対策に、ご協力をお願
いします。
問県警察本部生活安全総務課

043-201-0110（代）

工事事業者の皆さまへ～石綿事前調
査結果の報告が義務化されます～
　4月1日から、建築物などの解体・補修
時に行う石綿含有建材の事前調査結果の
報告が義務化されます。
　報告は、石綿事前調査結果報告システ
ムを通じて行っていただくため、事前に
利用者IDの登録をお願いします。詳し
くは、ホームページをご確認ください。
問県大気保全課 043-223-3804
千葉県　大防法改正　 検索

賃貸住宅退去の際の
原状回復トラブルにご注意！
　引っ越しが多い3月には、賃貸住宅を
退去する際に「原状回復費用として高額
な修理代を請求された」などの相談が寄
せられます。
　民法が改正され、「通常使用や経年劣化
による傷みや汚れの原状回復は借主の義
務ではない」旨が記載されています。例
えば、日焼けなどによる畳やクロスの変
色、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみなどが
該当します。退去の際にはできるだけ貸
主と借主の双方が立ち合い、住宅の状況
を確認してください。
　また、新規の入居契約をするときは、契
約書の特約事項をよく確認するととも
に、入居前の傷や汚れなどの写真を撮り、
貸主や管理会社と一緒に確認しておきま
しょう。
　お困りの場合はご相談ください。
問局番なし 1

いや や

88（最寄りの消費生活
相談窓口につながります）
または県消費者センター

047-434-0999

地籍調査へのご協力をお願いします
　地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有
者・地番・地目を調査し、土地の境界の
位置と面積を測量する調査です。調査に
より、法務局備え付けの地図および登記
簿が更新され、土地取引の円滑化や災害
復旧の迅速化に役立ちます。
　調査には、土地所有者の方などの立ち
会いが必要です。お住まいの市町村で地
籍調査が実施された際は、ご協力をお願い
します。地籍調査について、詳しくはホー
ムページをご覧ください。
問県用地課 043-223-3251
千葉県　地籍調査　 検索

サツマイモ基
もと

腐
ぐされ

病
びょう

に注意！
　サツマイモ基腐病は、葉や茎が枯れて
サツマイモが腐る病気で、主に「種イモ」
や「苗」から伝染します。昨年、千葉県で
も発生が確認されました。
　サツマイモ基腐病の早期発見、感染拡
大防止のため、植える前の苗や、植えた後
の畑をよく確認してください。地下部の
茎が黒く変色したり、葉が枯れるなどの症
状を確認した場合は、最寄りの農業事務所
までご連絡をお願いします。
問県各農業事務所または
県安全農業推進課

043-223-2888
千葉県　基腐病　 検索


