
ちば県民だより 令和4年［2022年］5月5日（木曜日） ちば県民だより　令和4年［2022年］5月5日（木曜日）7 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。●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。

私立中学進学フェア
　学年問わず参加できます。私立中学への
進学をご希望の方はぜひお越しください。
日6月12日（日）9時30分～17時
会千葉工業大学津田沼キャンパス（JR
総武線津田沼駅から徒歩1分）
内県内私立中学校の紹介、入試関係資料
などの無料配布、入試相談など
申ホームページから申し込み
問（一社）千葉県私立中学高等学校協会
千葉私学　 検索 � 043-241-7382

私立幼稚園・認定こども園就職説明会
対幼稚園教諭を志望する方
日①6月19日（日）②8月11日（木・祝）③
9月23日（金・祝）各回10時～12時30分、
14時～16時30分（事前申込不要）
会①③ペリエホール（JR千葉駅直結）②
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール
2階（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩7分）
※詳しくはホームページをご覧ください。
問（一社）全千葉県私立幼稚園連合会
� 043-242-5791
全千葉県私立幼稚園連合会　 検索

ミルクフェスティバル2022
　牛乳をもっと好
きになるイベント
です！ぜひお越し
ください。
日6月4日（土）、5日
（日）10時～15時
会県立北総花の丘公園Bゾーン（北総線
千葉ニュータウン中央駅から徒歩10分）
内搾乳模擬体験、トラクターの展示、
県産牛乳の試飲、骨密度測定など
問千葉県牛乳普及協会
� 043-228-7570
ミルクフェスティバル　千葉　 検索

知りたい・学びたい発達障害～マンガで
見る学校生活から就業までの子育て～
　親子の実体験をもとに
作成された漫画を通じ
て、発達障害のある子ど
もの学校生活および就業
までのエピソードを紹介します。
日6月11日（土）13時30分～16時
定130人（申込先着順）
申電話申し込みまたは氏名・連絡先を
書いてEメール
受6月9日（木）まで
問会千葉県総合教育センター（JR京葉線

海浜幕張駅から徒歩12分）
� 043-207-6023
sosetokusi@chiba-c.ed.jp

令和4年度戦跡慰霊巡拝
　戦没者の遺族の方を対象に、旧戦域（南
方諸地域（フィリピン）、硫黄島など）への
慰霊巡拝が厚生労働省主催で行われま
す。地域や日程、申し込み手続きなど、詳
しくはお問い合わせください。
問県健康福祉指導課� 043-223-2354

自動車税は納期限までに納めましょう
　自動車税（種別割）の納期限は5月31日
（火）です。5月2日（月）に自動車税事務
所から納税通知書が送付されていますの
で、納期限までに納めましょう。
　金融機関窓口やコンビニエンスストア
以外にも、インターネットからのクレジ
ットカード納付や、スマートフォン決済
アプリ「P

ペ イ ペ イ

ayPay」「au�Pay」「ｄ払い」など
を利用することで、24時間納付が可能です。
　詳しくは納税通知書に同封のしおりを
ご覧ください。
問各県税事務所または自動車税事務所
� 043-243-2721
県税務課� 043-223-2117

大麻・けし撲滅運動
　5月1日～6月30日は「不正大麻・けし
撲滅運動」実施期間です。
　近年、若い世代を中心に大麻による検
挙者数が増加しています。また、大麻や
けしは、不正栽培されたり道端に自生し
ていることもあります。無害な植物と似
ているものもあるので、ご注意ください。

●植えてもいいケシ

●植えてはいけないケシ

ヒナゲシ

アツミゲシ

アイスランドポピー

ソムニフェルム種

　皆さんの周りで大麻やけしを発見した
場合は、最寄りの保健所、警察署または県
薬務課までご連絡ください。
問県薬務課� 043-223-2620

自転車マナーアップ強化月間
　千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜
市、川崎市、千葉市、さいたま市、相

さ が み

模原
はら

市
の九都県市では、5月を「自転車マナーアッ
プ強化月間」としています。交通ルール
やマナーを守り、思いやりのある運転を
しましょう。
　また、7月1日から自転車保険の加入が
義務になります。ご自身や家族が加入済
みの保険で自転車の事故に対応している
場合がありますので、まずは加入してい
る保険の内容を確認しましょう。
自転車安全利用五則
●自転車は、車道が原則、歩道は例外
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
●子どもはヘルメットを着用
●車道は左側を通行
●安全ルールを守る
問県くらし安全推進課
� 043-223-2263
ちばサイクルール　 検索

ＨＰＶワクチンの定期予防接種 
（子宮頸

け い

がん予防）
　ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワク
チンの接種は、子宮頸がんを起こしやす
いＨＰＶ16・18型の感染を防ぐことが
できます。ワクチンの効果やリスクなど
を理解した上で、医師とよく相談し、接種
についてご検討ください。
対小学６年～高校１年相当の女子、キャッ
チアップ接種対象者
キャッチアップ接種対象者とは…1997
（平成9）年4月2日～2006（平成18）年4
月1日生まれの女子で、これまでにＨＰ
Ｖワクチンの接種（計3回）を受けていな
い方（令和6年度末まで無料で受けられ
ます）
※詳しくはホームページをご覧ください
問お住まいの市町村予防接種担当課
または県疾病対策課� 043-223-2665
千葉県　ＨＰＶ　 検索

熱中症に気を付けましょう
　熱中症には、梅雨入り前の5月ごろか
ら注意が必要です。小まめに水分補給を
し、暑い日には無理をせずエアコンや扇
風機を上手に使いましょう。また、暑く
なり始めた時期から、適度な運動で体を
暑さに慣らすことも大切です。
　特に高齢者や子ども、乳幼児は熱中症
になりやすいので、ご家族や周りの方が
気にかけてあげましょう。
問県温暖化対策推進課
� 043-223-4564

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5月25日
●10年債
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年5月25日
【共通事項】
受付期間　5月12日（木）～18日（水）
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（11月､5月）
利率　5月11日（水）に公表
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

県立中央博物館大利根分館の臨時開館
　隣接する「水郷
佐原あやめパーク」
のアヤメの見頃に
合わせて臨時開館
します。ぜひお越し
ください。（博物館機能の集約に向けて
今年4月から休館中）
日5月28日（土）～6月19日（日）9時～16
時30分（期間中無休）
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大利根分館（香取市
佐原ハ4500）� 0478-56-0101

流山市内の宅地を分譲しています
　つくばエクスプレス「流山セントラル
パーク駅」を中心とした運動公園周辺地
区土地区画整理事業区域内の保留地（宅
地）に関する販売情報です。
　分譲物件に関する情報な
ど、詳しくは専用ホームページ
をご覧になるかお問い合わせください。
問県流山区画整理事務所
� 04-7138-6360
県市街地整備課� 043-223-3551
千葉県の宅地分譲　 検索

搾乳模擬体験の様子
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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

医薬品登録販売者試験
日9月11日（日）
会幕張メッセ国際展示場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
申願書を書留で郵送
※願書は6月20日（月）から7月8日（金）
まで、問い合わせ先や県各保健所（健康福
祉センター）、千葉市・船橋市・柏市の各
保健所で配布します。
受6月20日（月）～7月8日（金）消印有効
※試験の詳細については、願書添付のお
知らせやホームページをご覧ください。
問〒260-8667（住所記載不要）県薬務課
� 043-223-2614
千葉県医薬品登録販売者試験　 検索

千葉県介護支援専門員 
実務研修受講試験
対医療・保健・福祉分野の有資格者など
で、5年以上かつ900日以上の実務経験
がある方
日10月9日（日）
会県内大学など
申申込書を簡易書留で郵送
※試験案内および申込書は6月1日（水）
から6月30日（木）まで、県・市町村社会
福祉協議会や各市町村介護保険担当課、
千葉県福祉人材センター、県各保健所（健
康福祉センター）、県高齢者福祉課で配布
します。
受6月1日（水）～6月30日（木）消印有効
問〒260-8508　千葉市中央区千葉港
4-3　（福）千葉県社会福祉協議会
千葉県社協　 検索 � 043-204-1610

明るい選挙啓発ポスター・標語
対県内に在住または在学している小・
中・高校生
内▶ポスター（画用紙四つ切または八つ
切）：明るい選挙の推進を表すもの　　

▶標語（20字以内）：きれいな選挙の推
進または棄権防止の呼びかけを表すもの
申▶ポスター：裏面右下に①お住まいの
市町村名②学校名③学年④氏名（ふりが
な）を書いて提出▶標語：作品の左横に
①お住まいの市町村名②学校名③学年④
氏名（ふりがな）を書いて提出
提出先　▶在籍する学校のある市町村の
選挙管理委員会（県外に通学している場合
はお住まいの市町村の選挙管理委員会）
受9月9日（金）まで（必着）
入選作品の発表　11月～12月ごろ（予定）
※応募方法など、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。
問県選挙管理委員会� 043-223-2142
千葉県選挙管理委員会　 検索

ちばインターネットアンケート調査協力員
　県の事業や施策などに関するインター
ネットアンケート調査に、年4回、回答し
てくださる方を募集しています。
対県内に居住する満18歳以上の方で
個人のEメールアドレスをお持ちの方
任期　依頼日から令和5年3月31日（金）まで
募集人数　300人（申込多数抽選）
謝礼　図書カード千円分
※4回の調査全てに回答された方に差し
上げます。
申ホームページから申し込み
受6月19日（日）まで
問県報道広報課� 043-223-2250
インターネットアンケート　千葉県　 検索

文書館　歴史講演会
　彫物大工「波の伊

い

八
はち

」について講演します。
日7月8日（金）13時30分～15時30分
講師：石

いし

川
かわ

丈
たけ

夫
お

さん（鴨川市教育委員会
生涯学習課長兼鴨川市郷土資料館長）
定30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に郵便番号、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5月20日（金）まで（必着）
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

千葉県民  特別観戦デーのご案内
対県内に在住、通勤または通学している方
日①6月21日（火）18時～②6月22日（水）
18時～③6月24日（金）18時～④6月25
日（土）14時～⑤6月26日（日）14時～
※①②：埼玉西武ライオンズ戦
③～⑤：オリックス・バファローズ戦
会ZOZOマリンスタジアム
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩15分）
定①②各日750組1500人、③～⑤各日
250組500人（申込多数抽選）
※席種：内野指定席（フロア4）
申専用の応募フォームから応募（1人1回
まで）
＜応募フォーム＞
https://m-ticket-rsv.marines.co.jp/
chibaprefecture
受5月29日（日）22時まで
抽選発表　6月上旬にメール
送信
問マリーンズ・インフォメーションセン
ター� 03-5682-6341

県民の日記念 
第35回若い芽のα

アルファ

コンサート
　千葉県にゆかりのある将来有望な若い
演奏家が、ソリスト（独奏者）としてプロ
のオーケストラと共演します。
日6月26日（日）14時～
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）
出演者　指揮：山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん、ソリスト：
石
いし

田
だ

滉
きらら

さん（メゾソプラノ）、平
ひら

野
の

友
ゆ

葵
き

さん（バイオリン）、浦
うら

畑
はた

尚
しょう

吾
ご

さん（クラリ
ネット）、管弦楽：千葉交響楽団
定1790人（予定）
申往復はがきに代表者の郵便番号・住所・
氏名・電話番号、参加希望者数、返信用
宛先を書いて郵送（1通につき2人まで）
※未就学児不可
受6月3日（金）必着
問〒260-8661（住所記載不要）
（公財）千葉県文化振興財団「若い芽の
αコンサート係」� 043-222-0077

石田滉さん 浦畑尚吾さん平野友葵さん

「看護の日」関連イベント
　5月12日は「看護の日」、5月8日～14
日は「看護週間」です。この期間に合わせ
て、看護の魅力を伝えるイベントを開催
します。
日5月8日（日）（受付11時～16時30分）
会ペリエホール（JR千葉駅直結）
内講演、看護進路相談、体験コーナー（講演
はライブ配信も実施）など
当日参加も可能ですが、事前申し込みの方
が優先となります。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。
問（公社）千葉県看護協会
� 043-245-0025
千葉県看護協会　 検索

犯罪被害者支援員養成講座 入門編
　支援員の役割や、犯
罪被害者への理解と支
援方法について基礎か
ら学びます。
日①7月17日（日）②7
月24日（日）③7月31
日（日）各日10時～16
時　※各日とも同じ内容
会①船橋市中央公民館（JR船橋駅から徒
歩7分）②③千葉県教育会館（JR外房線・
内房線本千葉駅から徒歩12分）
定各日30人（申込先着順）
申受講希望日、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書いてファクスまた
はEメール。電話申し込み可
受6月17日（金）まで
問（公社）千葉犯罪被害者支援センター
043-225-5451� 043-225-5453
chibacvs@orion.ocn.ne.jp

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
会する合同面談会を開催します。少しで
も興味のある方はぜひお越しください。
（参加費無料・事前申込不要）
対福祉・介護の仕事に関心のある方や福
祉・介護施設などへの就職を希望する方
日①5月21日（土）13時～16時
②6月25日（土）13時～16時
会①柏の葉カンファレンスセンター�ホテ
ル＆レジデンス棟2階（柏市若柴178-4）
②ホテルウェルコ成田本館3階（成田市
花崎町818-1）
内事業所などとの面談・相談会、各種相
談コーナー
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

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

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。


