
ちば県民だより 令和4年［2022年］4月5日（火曜日）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

千葉県調理師試験
日10月29日（土）
会幕張メッセ国際展示場、国際会議場
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩5分）
申必要書類を簡易書留で郵送
※願書は4月11日（月）から問い合わせ先
で配布します。
料6,100円
受5月30日（月）～6月3日（金）消印有効
提出先　居住地を管轄する各保健所、県外
在住の方は県健康づくり支援課
問県各保健所（健康福祉センター）
または県健康づくり支援課

043-223-2667
千葉県調理師試験　 検索

高等学校卒業程度認定試験
　合格者は大学などの受験資格が与えら
れ、就職や資格試験などに活用できます。
対令和5年3月31日までに満16歳以上に
なる方
日8月4日（木）、5日（金）
会千葉大学西千葉キャンパス（JR総武線
西千葉駅から徒歩5分）
申必要書類を専用の封筒に入れて簡易書
留で郵送
※願書は問い合わせ先、さわやかちば県
民プラザ、県内8カ所の地域若者サポー
トステーションで配布しています。
料4,500円～8,500円
※科目数により異なります。詳しくは願
書（受験案内）をご覧ください。
受5月9日（月）まで（消印有効）
問県教育庁生涯学習課（願書配布）

043-223-4072
文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（出願・試験） 03-5253-4111（代）
高等学校卒業程度認定試験　 検索

公立学校教員採用候補者選考
　県内の公立小学校・中学校・義務教育
学校・中等教育学校・高校・特別支援学
校の教員を募集しています。

対昭和38年4月2日以降に生まれた方で、
教育職員免許状を有する方または令和5
年3月31日までに取得見込みの方
第1次選考日　7月10日（日）
申ホームページから申し込み
受5月13日（金）17時まで
※実施要項など、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
公立学校教員採用選考　千葉県　 検索

ちばアクアラインマラソン2022
参加ランナー
　11月6日（日）に開催される「ちばアク
アラインマラソン2022」のランナーを
募集しています！
内①マラソン（42.195㎞）②ハーフマラソ
ン・車いすハーフマラソン（21.0975㎞）
定①12,000人②5,000人（車いすハーフ
は10人程度）※①②ともに申込多数抽選
申大会公式ホームページからエントリー
ページ「R

ラ ン ネ ッ ト

UNNET」にアクセスして申し
込み
料①16,500円②13,500円
受5月9日（月）17時まで
　この他、特別枠の応募も受
け付けています。詳しくは大
会公式ホームページをご覧ください。
問ちばアクアラインマラソン実行委員会
事務局 043-223-4107
ちばアクアラインマラソン　 検索

プロモーション動画をＨＰで公開中

県外大学の医学部生を
対象とした修学資金制度
　将来千葉県で医師として働く意志のある
医学部生の方へ、修学資金の貸し付けを行

います。医師免許取得後に一定期間、県が
指定する県内の医療機関に勤務した場合、
貸付金の返還が全額免除になります。
対県外大学に通う千葉県出身の医学部生
申必要書類を郵送または持参
募集人数　15人
貸付月額　15万円（国公立・私立共通）
※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〒260-8667（住所記載不要）県医療整
備課 043-223-3883
千葉県医師修学資金貸付制度　 検索

県立美術館
第1期コレクション展
　「名品」「絵で見る房総
の景色」をテーマに、ルノ
ワールなどの作品を展示
します。
日5月22日（日）まで9時～
16時30分
休月曜日
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

福祉のしごと就職フェアinちば
　福祉・介護施設などの事業所が一堂に
会する合同説明会を開催します。入退場
自由、事前申込は不要です。学生・シニ
ア大歓迎！少しでも興味のある方はぜひ
お越しください。
対福祉・介護の仕事に関心のある方、福
祉・介護施設などに就職を希望する方
日4月23日（土）13時～16時
会京成ホテルミラマーレ6階ローズルーム
（京成線千葉中央駅直結）
内求人事業所との面談・相談会、各種相
談コーナー（50事業所が参加予定）
問（福）千葉県社会福祉協議会　千葉県福
祉人材センター 043-222-1294
千葉県福祉人材センター　 検索

幕張メッセ“どきどき”フリー
マーケット2022
　日替わりで約1,000店が出店する日本
最大級のフリーマーケットです！
日5月3日（火・祝）～5日（木・祝）11時～17時
（最終入場16時30分）
※アーリーチケット（日にち指定の前売

券）をお持ちの方は9時30分から入場可
会幕張メッセ国際展示場1～6ホール
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩7分）
料当日券800円、前売券700円、アーリー
チケット1,000円　※小学生以下無料
問幕張メッセ“どきどき”フリーマーケッ
ト事務局 043-296-9211
どきどきフリマ　 検索

千葉県少年少女オーケストラと
アキラさんの大発見コンサート2022
宮
みや

川
がわ

彬
あき

良
ら

さんの指揮で、楽しいお話を
交えながら音楽を満喫できる人気のコン
サートです。
日会▶7月16日（土）15時～千葉県南総
文化ホール大ホール（JR内房線館山駅か
ら徒歩20分）▶7月17日（日）14時～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　指揮・お話：宮川彬良さん、管弦楽：
千葉県少年少女オーケストラ
曲目　大発見マーチ、フニクリ・フニクラ、
Millaie（未来絵）など
料全席指定1,000円　※未就学児不可
問（公財）千葉県文化振興財団

043-222-0077

子ども読書の集い～子どもと本を
つなぐ・子どもの本でつながる～
日5月14日（土）13時20分～16時（12時
45分開場）
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）
内講演「子どもの心が動く 絵本の読み聞
かせ」講師：上

じょう

甲
こう

知
とも

子
こ

さん（絵本読み聞か
せ講師）、国際子ども図書館取組発表、県
立中央図書館おすすめの
本の展示・貸出コーナー 
など
定100人（申込先着順）
申専用の申込フォームまたはEメールで
申し込み。Eメールの場合は、件名に「子
ども読書の集い参加申込」と代表者氏名
を記入し、参加者の氏名（子
どもは年齢も記載）とお住ま
いの市町村を入力。
※手話通訳や車いす利用等、配慮が必要
な方は参加申込の際にお知らせください。
受5月6日（金）まで
「ちばりすネット」をご利用ください！
　県内の講座イベント等が丸
ごと探せる「ちばりすネット」
で皆さんの学びを応援します。
問県教育庁生涯学習課

043-223-4071
kysho3@mz.pref.chiba.lg.jp

ルノワール《少女像》

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］4月5日（火曜日）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。

県立東
とう

葛
かつ

の森特別支援学校 開校
　4月から県立特別支援学校流山高等学
園第二キャンパスの敷地内に県立東葛の
森特別支援学校（知的障害、高等部）が開
校しました。
　校名は公募から選定され、生徒が健や
かでたくましく、自立に向けて成長する
ことへの期待が込められています。

問県教育庁特別支援教育課
043-223-4079

骨髄バンクのドナー登録に
ご協力をお願いします
　年間約2,000人の方
が骨髄バンクを介して
ドナーを探しています
が、移植手術を行うた
めには患者さんとドナーの白血球の型が
合致しなければいけません。実際に移植
ができるドナーと出会える確率は数百～
数万分の一といわれています。
　ドナー登録は献血ルームなどで受け付
けていますので、ぜひ皆さまのご協力を
お願いします。
問（公財）日本骨髄バンク

03-5280-1789
または県薬務課 043-223-2614
骨髄バンク　 検索

青少年健全育成条例における
「青少年」の定義が変わりました
　令和4年4月1日の民法改正に伴い、未
成年者が婚姻することで成年に達したも
のと見なされる規定が廃止されました。
　これを受けて、青少年の健全育成のた
めに県民や事業者の責務等を定めた県青
少年健全育成条例も同様の規定が廃止さ
れ、小学校就学から18歳に達するまでの
全ての方が青少年の扱いになりました。
　ただし、経過措置として、次の方は民法
の規定同様、成年に達したものと見なし、
青少年に該当しないものとします。
●施行日前に婚姻し、成年に達したと見
なされていた方
●施行日において16歳以上18歳未満の
女性で、今後婚姻される方
問県県民生活課 043-223-2330
青少年　条例　 検索

そっと悩みを相談してね
～SNS相談＠ちば～
　中学・高校生にとっ
て身近な「L

ラ イ ン

INE」を活用
した相談窓口を開設し
ています。
　どんな小さな悩みでも、
気軽に相談してください。
対県内の学校へ通う中学・高校生
日毎週火・木・日曜日 18時～22時
※4月28日（木）～5月10日（火）のゴール
デンウイーク期間中は毎日相談に応じ
ます。
内いじめ、友だちや先生のこと、成績や
進路のこと、家族のことなど
申二次元コードから友だち追加。メッセ
ージを送ると、専門のカウン
セラーが相談に応じます。
※緊急の場合は「24時間子供
SOSダイヤル」  70120-0-7

なやみいおう

8310
問県教育庁児童生徒安全課　

043-223-4054

新入学・進級時、子どもを犯
罪被害から守りましょう
　新入学・進級時は特に、子どもを狙っ
た声かけや付きまといなどに注意しま
しょう。
　不審者から身を守るためには、子ども
自身が自分を守る方法を知り、身に付け
ていくことが大切です。日頃から防犯対
策について家族で話し合い、子どもの安
全を守りましょう。
●こんな声かけに注意！
　「お母さんが呼んでいるから一緒に行
こう」「そのかばんかわいいね、見せて」
「一緒に子犬（猫）を探して」「○○駅まで
連れて行って」「写真を撮らせて」
●危険から身を守るための合言葉
　「いやです・だめです・いきません」
　しつこく話しかけてくる人に会ったら、
この合言葉でしっかり断り、絶対につい
て行ってはいけないことを教えましょう。
問県警察本部生活安全総務課

043-201-0110（代）
千葉県　子どもの安全対策ガイド　 検索

中小企業の皆さまへ 温暖化対策
事業の保証料を補助します
　県では、中小企業が行う環境保全の取
り組みを支援するため、環境保全資金を
低利で融資しています。
　このうち、地球温暖化対策に資する事
業について、保証料の1/2に相当する額
を補助します。

対象事業　「環境保全資金の対象事業の
認定に関する要領」で規定する事業のうち
「ゼロカーボン促進事業」に該当する事業
補助対象期間　令和4年度
※支給条件や提出書類など、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。
問県環境政策課（事業認定）

043-223-4135
県経営支援課（保証料補助）

043-223-2707
千葉県　環境保全資金　 検索

農業者の方へ 収入保険の
初年度保険料を助成します
　県では、自然災害や経営環境の変化な
ど、農業経営のさまざまなリスクによる
収入の減少を補償する「収入保険」に新規
加入する方に対して、一件当たり最大2
万円の助成を行います。
　収入保険は、加入申請時に青色申告の
実績が1年以上ある方が加入できます。
　助成対象の条件の詳細など、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。
問県団体指導課（県の助成制度）

043-223-3074
千葉県農業共済組合（収入保険）

043-245-7447
千葉県　収入保険　 検索

性犯罪・性暴力のない社会を目指して
　4月は「若年層の性暴力被害予防月間」
です。性犯罪・性暴力が被害者の心身に
及ぼす悪影響は計り知れません。
　県では、専用の相談窓口を設置するな
ど、根絶に向けた取り組みを強化してい
ます。一人で悩まずに、ご相談ください。
●性犯罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センター
全国共通短縮ダイヤル ＃8891
※県内はCVSにつながります
（公社）千葉犯罪被害者支援センター（CVS）

043-222-9977
（特非）千葉性暴力被害支援センターちさと

043-251-8500
●女性に対する暴力に関する相談
県女性サポートセンター（24時間365日
対応）※女性相談専用

043-206-8002
●性犯罪被害相談電話 ＃8103
※発信場所を管轄する都道府県警察につ
ながります
問県くらし安全推進課

043-223-2333
または県児童家庭課 043-223-2376

１泊最大5,000円割引！
千葉とく旅キャンペーン
　千葉県民の方を対象に、県内宿泊を伴
うツアー・宿泊商品を１人１泊当たり最
大5,000円割り引きます。
　さらに平日に宿泊の場合、旅行期間中
に利用できる2,000円分のクーポン券を
プレゼント！ぜひご利用ください。
応募方法　登録された旅行会社等から、
対象のツアー・宿泊商品を申し込み
対象期間　4月29日（金・祝）チェックア
ウトまで
※ご利用にはワクチン２回接種または
PCR検査等の結果が陰性であることが
必要です。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「千葉とく旅キャンペーン」一般コール
センター 0570-077-782
chibatokutabi-cpn@bsec.jp

千葉県　とく旅　 検索

ゴールデンウイーク中の運転免許業務
　ゴールデンウイーク中は、運転免許セ
ンター、各警察署ともに大変混雑するこ
とが予想されます。駐車場には限りがあ
りますのでご注意ください。（周辺道路
への駐車はできません）

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

4月28日（木） 通常業務

4月29日（金・祝）
～30日（土） 閉庁日

5月 1日（日） A B 閉庁日

5月 2日（月） C 通常業務

5月3日（火・祝）
～5日（木・祝） 閉庁日

5月 6日（金） 通常業務

5月 7日（土） 閉庁日

5月 8日（日） A B 閉庁日

5月 9日（月） 通常業務

A：有効期限内の更新手続、記載事項変
更届、自主返納、運転経歴証明書、国外運
転免許証の受付
B：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、自主返納、運転経歴
証明書、国外運転免許証の受付
C：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）
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


