
ちば県民だより 令和4年［2022年］6月5日（日曜日）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7月8日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。
採用予定人数　児童福祉司18人（うち経
験者採用6人）、精神保健福祉相談員1人、
看護師（教員）1人、職業訓練指導員5人、
海技従事者（航海士）2人・（機関士）1人
考査日　7月8日（金）
※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、2次考査として口述考査
を8月下旬頃に実施する予定です。
申ホームページから申し込み。もしくは
申込書を特定記録で郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）
※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
ドできる他、県各地域振興事務所や問い
合わせ先などで配布しています。
受6月28日（火）まで（郵送は消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県人事課 043-223-2032
千葉県総務部人事課　 検索

育休・育短任期付職員登録選考
　育児休業や育児短時間勤務を取得する
県職員の代替職員として、県庁や県出先
機関などで勤務する任期付職員を募集し
ています。
受験資格　日本国籍を有し、平成17年4
月1日までに生まれた方（学歴不問）
考査日　7月3日（日）
職種・登録予定人数　一般行政130人程度
申ホームページから申し込み。もしくは
申込書を特定記録で郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）
※申込書の請求方法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6月15日（水）17時まで（郵送は消印有効）
問〒260-8667（住所記載不要）
県人事委員会事務局任用課
043-223-3717

職員採用　千葉県　 検索

毒物劇物取扱者試験
試験種別　一般毒物劇物取扱者試験、農
業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目
毒物劇物取扱者試験
日8月9日（火）
会千葉経済大学・千葉経済大学短期大学部
（JR総武線西千葉駅から徒歩13分）
申願書を簡易書留で郵送
※願書は6月30日（木）まで県各保健所
（健康福祉センター）、千葉市・船橋市・
柏市の各保健所または県薬務課で配布し
ています。
受6月16日（木）～6月30日（木）消印有効
問〒260-8667（住所記載不要）県薬務課

043-223-2618
毒物劇物取扱者試験　千葉県　 検索

奨学のための給付金
　生活保護（生業扶助）受給世帯や令和4
年度道府県民税所得割および市町村民税
所得割が非課税の世帯などを対象に、返
還不要の「奨学のための給付金」を支給し
ます。
対2014（平成26）年以降に高校などに入
学した生徒
受7月1日（金）～
申在籍する学校（県外の学校に在籍する
生徒は各担当課）
問（公立学校の方）県教育庁財務課

043-223-4027
（私立学校の方）県学事課

043-223-2155

ちばコラボ大賞（千葉県知事賞）
　NPO（市民活動団体）、地縁団体、社会
福祉協議会、学校・大学、企業、行政など
が連携し、地域社会の課題解決に貢献し
ている事例を募集します。他団体のモデ
ルとなる取り組みは「ちばコラボ大賞」と
して表彰します。
審査方法　県事務局による1次審査およ
び審査員による2次審査

※審査にあたり、現地調査やヒアリング
などにご協力いただく場合があります。
申ホームページから応募用紙をダウンロー
ドの上、郵送または持参。Eメール可（E
メールの場合は、受信確認のため申込後
に問い合わせ先へお電話ください。）
受8月1日（月）まで（必着）
（持参の場合は平日9時～17時）
問〒260-8667（住所記載不要）
県県民生活課 043-223-4147
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp

ちばコラボ大賞　 検索
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2022 関連イベント
①「ROAD TO ROCK IN JAPAN FES.
CHIBA 2022」最終公開オーディション
観覧者
②バックヤードツアー参加者
対②県内在住または在学の高校生
（①には応募要件はありません）
日①7月18日（月・祝）16時～
②8月9日（火）午前・午後各1回
会①県立青葉の森公園芸術文化ホール
（京成千原線千葉寺駅から徒歩15分）
②千葉市蘇我スポーツ公園
（JR蘇我駅から徒歩8分）
定①800人②各回20人
（いずれも申込多数抽選）
申①②専用の応募フォーム
から応募
受①②6月30日（木）17時まで
問県文化振興課

043-223-3946
千葉県　ロッキン　 検索
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O2CO2スマート宣言事業所
　省エネルギー対策や再生可能エネルギー
の導入などに積極的に取り組む県内の事
業所を「CO2CO2スマート宣言事業所」
として登録し、広く紹介します。
対県内に所在し、現に事業活動を行って
いる事業所
登録の種別　取り組もうとする項目数な
どの要件に応じて、①スタンダード・コー
スと②プレミアム・コースがあります。
申ホームページから申請書類をダウン
ロードして、Eメールまたは郵送
受①令和6年3月10日（日）まで
②令和5年3月31日（金）まで
※登録の要件や特典など、詳しく
はホームページをご覧ください。
問〒260-8667（住所記載不要）
県温暖化対策推進課 043-223-4139
co2co2@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県　コツコツ宣言事業所　 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7月1日（金）～15日（金）消印有効
※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6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

県立保健医療大学
オープンキャンパス2022
日7月9日（土）13時～、15時～
7月10日（日）9時～、11時～
各回90分程度※要事前申し込み（先着順）
内大学紹介や学科別紹介、体験型模擬
授業、学科別個別相談など
※申し込み方法など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
問会県立保健医療大学幕張キャンパス
（JR京葉線海浜幕張駅・総武線幕張駅・
京成千葉線京成幕張駅から各徒歩15分）

043-296-2000
千葉県立保健医療大　 検索

県立中央博物館 トピックス展
「五
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氏が描いた房総の風景」
　山岳鳥

ちょう

瞰
かん

図
ず

作家で氷河地形研究者とし
ても知られる故・五百沢智也氏が、犬吠埼や
久留里城などの身近な風景を、独自の視
点や技法で描いた作品を紹介します。
日6月19日（日）まで
9時～16時30分（最終入館16時）
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・障害者手帳などを
お持ちの方とその介護者1人無料
※県民の日（6月15日（水））はどなたでも無料
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

犬吠埼

①応募フォーム

②応募フォーム

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］6月5日（日曜日）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。

県立美術館 第2期コレクション展
　県の著名な洋画家・浅

あさ

井
い

忠
ちゅう

と、浅井に師
事した澤

さわ

部
べ

清
せい

五
ご

郎
ろう

の作品を展示する他、
「春過ぎて夏来たるらし」をテーマに絵画・
彫刻など、さまざまな作品を紹介します。
日7月18日（月・祝）まで9時～16時30分
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 
※県民の日（6月15日（水））はどなたでも無料
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
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千葉交響楽団特別演奏会
ファミリーコンサート in 習志野
日8月20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
南口から徒歩4分）
出演　指揮・お話：青

あお

島
しま

広
ひろ

志
し

さん、
テノール：小

お

野
の

つとむさん
曲目　メンデルスゾーン「真夏の夜の夢」
より序曲、夜想曲、結婚行進曲　他
料大人2000円、高校生1000円、子ども
（4歳～中学生）500円
※全席指定。4歳未満入場不可
発売日　6月8日（水）10時～
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

調停手続相談会
　金銭・土地・建物・交通事故などの民
事紛争や、離婚・扶養・相続などの家事
紛争の解決手段（調停手続き）について裁
判所調停委員（弁護士含む）が無料で相談
に応じます。
日①7月2日（土）②7月9日（土）③7月16
日（土）
会①千葉市文化センター（千葉モノレー
ル葭

よし

川
かわ

公園駅から徒歩3分）、サンロード
津田沼（京成津田沼駅直結）
②八千代市市民会館（東葉高速線八千代
中央駅または村上駅から徒歩10分）

③サンプラザ市原（JR内房線五
ご

井
い

駅直結）
※各日とも事前予約不要
※訴訟中または調停中の案件や電話相談
には応じられません。
※詳しくはホームページをご覧ください。
問千葉地方裁判所事務局総務課

043-333-5236
千葉家庭裁判所事務局総務課

043-333-5302
千葉県　調停手続相談会　 検索

動物は正しく飼いましょう
　6月は「動物の正しい飼い方推進月間」
です。次のことに注意して、動物を適切
に飼いましょう。
●動物には迷子札やマイクロチップなど
をつけるなどして、飼い主と離れてしまっ
ても飼い主が分かるようにしましょう。
犬には狂犬病予防注射済票をつけなけれ
ばいけません。
●犬の放し飼いは禁止されています。散
歩は犬を制御できる人が、短い引き綱で
行いましょう。
●猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き
声による被害を防止でき、感染症や交通事
故などの危険から猫を守ることもできます。
●適正に飼うことができない子犬・子猫
を増やさないために、不妊去勢手術を受
けさせましょう。
●やむを得ない事情により、どうしても
飼い続けることができなくなった場合
は、新しい飼い主を探してください。保
健所や動物愛護センターでは新しい飼い
主探しをお手伝いします。
問県各保健所（健康福祉センター）または
県動物愛護センター 0476-93-5711
東葛飾支所 04-7191-0050

ご存じですか？民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣
から委嘱されたボランティアです。地域
住民の身近な相談相手となり、支援を必
要とする住民と行政や福祉機関をつなぐ
パイプ役を務めています。
＜活動例＞
●高齢者や障害者の相談に乗り、適切な
支援やサービスに関する情報を提供
●高齢者や子育て中の方が孤立しないよ
うに、交流の場をお手伝い
●自治会と協力しながら、災害時に支援
が必要な方の避難体制づくり
●小学生の登下校の見守り
●介護保険や生活困窮に関する相談など

　民生委員・児童委員について興味のあ
る方は、お問い合わせください。
問お住まいの市町村民生委員担当課
または県健康福祉指導課

043-223-2615

シニア世代の就業を応援する
新サービスを始めました！
対県内企業での就業に関心のある概ね
60歳以上の方
内個別相談、各種講座、企業交流会、就職
先紹介など
●6～7月の予定
6月22日（水）就職座談会
6月30日（木）セカンドキャリアセミナー
7月28日（木）就職準備講習
※いずれも千葉市生涯学習センターにて
開催（JR千葉駅から徒歩8分）
問申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
千葉県　ジョブサポ　 検索

水稲の作業適期を予測する
アプリ開発にご協力ください
　県では気象条件によって変化しやすい
水稲の出穂期と生育後半の作業適期の目安
が分かる水稲生育予測システム「でるた™」
の開発に取り組んでいます。
　システム開発の参考とするため、運用
試験版アプリをご利用いただき、画面上
のアンケートにご回答ください。
●アプリの概要　アメダス地点、品種、移
植日などの情報を選択することで、作業
適期などの目安を確認できる無料アプ
リ。スマートフォンなどで誰でも簡単
に、登録無しでご利用いただけます。
※利用方法など詳しくはホームページを
ご覧ください。
問県農林総合研究センター 

043-291-9985
千葉県　水稲生育予測システム　 検索

歯と口の健康週間（6月4日～10日）
「いただきます  人生100年  歯と共に」
　歯と口の健康は、全身の健康の保持増
進に重要です。虫歯や歯周病を予防し、
口
こう

腔
くう

機能の低下を防ぎましょう。
●丁寧な歯磨きで、歯と口の中を清潔に
保ちましょう。
●かかりつけ歯科医を持ち、1年に1回は
歯科健診を受けましょう。
●食事前には口の体操を行い、よくかん
で食べましょう。
問県健康づくり支援課

043-223-2671

知事・県議会議員の資産などの公開
　県条例に基づき、令和4年度に作成さ
れた知事および県議会議員の資産などの
報告書を公開します。
閲覧開始日　7月4日（月）
閲覧場所　知事分：県審査情報課総合窓
口（県庁南庁舎1階）
県議会議員分：県議会事務局総務課（県
議会棟3階）
問（知事分）県秘書課 043-223-2017
（県議会議員分）県議会事務局総務課

043-223-2524

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　6月20日～7月19日は、「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動実施期間です。
　覚醒剤・大麻などの薬物乱用は深刻な
社会問題となっています。危険性を正し
く認識し、薬物乱用を許さない社会環境
づくりにご協力をお願いします。
問県薬務課 043-223-2620

施設園芸農家の皆さまへ
農業共済のご案内
　近年、台風や地震などの自然災害が多
発し、多くの農業用ハウス（園芸施設）に
被害が発生しています。
　農業共済は、自然災害などで作物や園
芸施設などに損害が生じた場合に共済金
が支払われる公的な保険制度です。加入者
の負担を軽減するため、共済掛金の50％
を国が負担します。
　台風シーズンに備え、ハウスの点検や
補修を実施するとともに、万が一の場合
に備え、農業共済（園芸施設共済）に加入
しましょう。
※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。
問千葉県農業共済組合（N

ノ ー サ イ

OSAI千葉）
043-245-7449

NOSAI千葉　 検索

太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援
事業「みんなのおうちに太陽光」参加者
　太陽光発電設備や蓄電池をグループ購
入することで、割安な料金で設置できる
キャンペーンを実施中です。この機会に
環境に優しい生活を始めてみませんか。
参加方法　8月31日（水）まで
にホームページから参加登録
※設備の設置手続きなどは事
務局がサポートします。
問みんなのおうちに太陽光事務局

70120-758-300
千葉県　みんなのおうちに太陽光　 検索


