
ちば県民だより 令和4年［2022年］7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

第2回千葉県警察官採用試験
●警察官A（男性・女性）
対平成元年4月2日以降に生まれた方で、
学校教育法に規定する大学（短期大学を
除く）を卒業または令和5年3月末までに
卒業見込みの方
●警察官B（男性・女性）
対平成4年4月2日から平成17年4月1日
までに生まれた方で、警察官Aの学歴に
該当しない方
採用予定人数 ▶警察官A：男性20人程
度、女性5人程度▶警察官B：男性150人
程度、女性17人程度
日第1次試験 9月18日（日）
申申込書および受験票を特定
記録で郵送または持参。ホー
ムページから申し込み可
受▶8月16日（火）まで（消印有効）
（ホームページは17時まで）
※T

ツイ ッ タ ー

witterでも情報を発信しています。
ユーザー名「@Chibakenkei」
※緊急のお知らせがある場合は、ホーム
ページおよびTwitterでお知らせします。
問〒260-8668 千葉市中央区長洲1-9-1
県警察本部警務課採用係

70120-764032
千葉県警察　採用　 検索

宅地建物取引士資格試験
日10月16日（日）
追加試験を実施する場合は12月18日（日）
※10月試験の申し込みが、試験会場にお
ける受験可能人数を上回った場合、12月
試験をご案内することがあります。
会県内大学など
申願書を簡易書留で郵送または不動産適
正取引推進機構ホームページから申し込み
※願書は問い合わせ先または県各地域振
興事務所などで配布します。
料8,200円
受▶郵送：7月29日（金）まで（消印有効）
▶インターネット：7月19日（火）21時
59分まで

問〒260-0024 千葉市中央区中央港
1-17-3 千葉県不動産会館
（一社）千葉県宅地建物取引業協会　　

043-441-6262
不動産適正取引推進機構　 検索

保育士試験
日▶筆記試験：10月22日（土）、23日（日）
▶実技試験：12月11日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」を請
求し、同封の申請書を郵送
※手引きは、問い合わせ先またはホーム
ページから請求してください。
料1万2950円
（幼稚園教諭免許状所有者などで筆記試
験・実技試験が全て免除となる場合は
2,650円）※手引き郵送料250円を含む
受7月26日（火）まで（消印有効）
問〒171-8536 東京都豊島区高田3-19-
10 保育士試験事務センター

70120-4194-82
保育士養成協議会　 検索

公の施設の指定管理者
　県に代わって公の施設の管理を行う民
間事業者などを募集します。
対法人、その他の団体
募集施設　八千代広域公園
管理期間　令和5年4月から3年間
募集期間　8月31日（水）まで
※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。
問県公園緑地課 043-223-3930
千葉県　指定管理者　 検索

「心の輪を広げる体験作文」と
「障害者週間のポスター」の作品
対▶作文：小学生以上
▶ポスター：小・中学生
内▶作文：「障害のある人とない人との
心の触れ合い体験」をテーマに、400字詰
め原稿用紙で、小・中学生は2～4枚程度、
高校生以上は4～6枚程度

▶ポスター：「障害のある人への理解を
広げるもの」をテーマに、画用紙B3判ま
たは四つ切り（縦長）
申応募用紙をホームページからダウン
ロードし、作品に添付して郵送
（千葉市内に在住または通学の方は、千葉
市障害者自立支援課に応募）
受9月5日（月）まで（必着）
※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）
県障害者福祉推進課 043-223-2338
千葉県　心の輪　 検索

千葉県生誕150周年 「ちば文化資産」
追加選定＆記念切手デザインコンテスト
内①「ちば文化資産」追加候補
県内の建造物、遺跡、文化的景観、イベン
ト・祭り、郷土・伝統芸能、郷土料理など。
（すでに選定されている111件を除く。）
②150周年オリジナル記念切手デザイン 
現在選定されている111件の「ちば文化
資産」をテーマにした絵画・写真作品
申①募集チラシまたは任意の様式に
「ちば文化資産」候補の名称・所在市町村
名、概要を記載し郵送。ホームページか
ら申し込み可
②郵送または専用応募フォームから応募。
もしくはI

イ ン ス タ グ ラ ム

nstagramで「#ちば文化資産切
手コンテストに応募」「#（対象としたち
ば文化資産の名称）」を付けて投稿。
受9月5日（月）まで（郵送の場
合は消印有効）
※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）県文化振興課

043-223-3945
ちば文化資産　 検索

令和4年度県立農業大学校
就農準備講座（後期）研修生
対将来、県内で職業として農業に取り組
もうとしている方
日9月17日～10月29日までの各土曜日
（全7日）
定15人（書類選考を行い、受講者を決定）
申所定の願書を持参または郵送
※願書用紙は、ホームページからダウン
ロードまたは問い合わせ先に切手（84円
分）を貼った返信用封筒を同封の上、請求
料受講料は無料ですが、保険料や校外見
学費用などの実費が発生します。

受7月11日（月）～29日（金）（消印有効）
（持参の場合は9時～17時（土・日曜日、
祝日を除く））
問〒289-1211 山武市大木13
県立農業大学校（山武校）農業研修科

0475-78-4801
千葉県立農業大学校　研修　 検索

千葉県職員採用セミナー
対令和4年度千葉県職員採用試験（中級・
初級試験および資格免許職試験）の受験
をお考えの方
日8月10日（水）13時～16時30分
会千葉県教育会館（JR外房線・内房線
本千葉駅から徒歩12分）
内全体説明会（知事メッセージ、試験制
度の説明）、若手職員による仕事説明会、
個別相談会　など
定▶全体説明会　500人程度
▶仕事説明会　職種により異なります
申原則ホームページから電子申請
※緊急のお知らせがある場合は、ホーム
ページおよびT

ツイ ッ タ ー

witterでお知らせします。
ユーザー名「@Chibaken_saiyou」
問県人事委員会事務局任用課

043-223-3717
千葉県職員採用セミナー　 検索

肝がん撲滅運動市民公開講座
　7月28日の「世界・日本肝炎デー」に合
わせ、肝臓病に関する講座を開催します。
日7月30日（土）13時～
会千葉大学医学部附属病院3階ガーネッ
トホール（千葉市中央区亥

いの

鼻
はな

1-8-1）
内講演「新型コロナウイルスと肝臓病」他
※講演後に専門医への医療相談ができます。
問千葉大学大学院医学研究院消化器
内科学 043-226-2717

親子で考える温暖化対策
オンラインセミナー
対主に小学生とその保護者
※セミナーはどなたでもご視聴できます
日7月19日（火）～8月31日（水）
内▶第1部「親子で考える家庭と学校の
脱炭素～夏の省エネをきっかけに～」
講師：（一財）省エネルギーセンター職員
▶第2部「親子で始める温暖化・気候変
動への適応」
講師：県環境研究センター（県気候変動
適応センター）職員
視聴方法　ホームページから
視聴できます
問県温暖化対策推進課

043-223-4139
千葉県　温暖化対策セミナー　 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］7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。

県立現代産業科学館
プラネタリウム上映会
　プラネタリウムの開発者として有名な
大
おお

平
ひら

貴
たか

之
ゆき

氏が開発した最新鋭システムで、
一つ一つの星の瞬きや色まで操り、限りな
く自然に近い星空を再現します。
　8月13日（土）、14日（日）は特別上映会を
開催！大平氏が来館し、生解説を行います。
日8月5日（金）～24日（水）1日4回上映
休8月15日（月）、22日（月）
申ホームページから申し込み
受7月29日（金）から（申込先着順）
料一般500円、高校・大学生250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
※科学館への入場料含む。
小学3年生以下は保護者同伴
問会県立現代産業科学館
（市川市鬼

おに

高
たか

1-1-3） 047-379-2000
現代産業科学館　 検索

画像提供：（有）大平技研

県立中央博物館 分館海の博物館
収蔵資料展「九十九里浜の海の生きもの」
　日本有数の規模を誇
る砂浜海岸である九十
九里浜にすむ生き物と
砂浜で生きるための工
夫を紹介します。
日7月16日（土）～9月4日（日）
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
（勝浦市吉尾123） 0470-76-1133

千葉県調理師講習会
　調理師としての資質向上のため、5年
ごとに講習を受けましょう。
対県内の飲食店や給食施設などで調理
業務に従事する調理師
日会▶9月6日（火）13時～、千葉市民会
館3階（JR千葉駅から徒歩7分）
▶11月1日（火）13時30分～、木更津市金田
地域交流センター（JR内房線木更津駅

からバス「三井アウトレット」下車徒歩
4分）　各回2時間30分程度
内講義および実習（栄養と健康、食品衛
生、食文化、調理学）
※この他にも令和5年1月まで県内各地
で開催予定です。申し込み方法や今後の
開催予定など、詳しくはホームページを
ご覧いただくかお問い合わせください。
問（一社）千葉県調理師会

043-225-7736
千葉県調理師会　 検索

健診は毎年受けましょう
  40～74歳の方は特定健診、75歳以上
の方は後期高齢者健診の対象です。
　生活習慣病はほとんど自覚症状がない
まま進行します。年1回は健診を受ける
ことが、生活習慣を見直す機会になりま
す。高血圧や糖尿病などで治療を受けて
いる方も、年1回は健診を受け、健康状態
を確認しましょう。
　健診の案内は、加入している健康保険
の医療保険者から通知されます。詳しく
は医療保険者へお問い合わせください。
問県健康づくり支援課

043-223-2405
千葉県　特定健診・特定保健指導　 検索

原爆被爆二世健康診断
対県内在住で親が被爆者の方
申郵便番号、住所、氏名、生年月日、電話
番号と親の住所、氏名、生年月日、被爆者
健康手帳番号を書いて、封書にて郵送
受令和5年1月31日（火）必着
問〒260-8667（住所記載不要）
県健康福祉指導課 043-223-2349
被爆二世　千葉県　 検索

シニアの就労に向けた
「マッチング支援」をご利用ください！
　県内企業での就業に関心のある概ね
60歳以上の方と、人手不足などでお悩み
の県内企業の橋渡しをします。シニアの
方と企業の皆さまは、ぜひお気軽にご相
談ください。
※10月～11月に求職者と企業との交流
会も開催予定です。
利用時間　平日9時～17時、第1・3・5
土曜日10時～17時（16時30分最終受付）
問会千葉県ジョブサポートセンター
（千葉市中央区新町3-13 日本生命千葉
駅前ビル3階） 043-245-9420
ジョブサポ　千葉県　 検索

医療的ケア児等支援センターの開所
　県では、日常的に医療を必要とする子
どもやそのご家族が安心して暮らせるよ
う、医療的ケア児等支援センター（通称
「ぽらりす」）の相談窓口を開所しました。
　医療的ケアに関するさまざまな相談
を、専門職員が来所や電話などでお受け
しています。相談相手がいない、相談先
が分からないなど、お困りの際にはぜひご
相談ください。
場所　千葉市緑区誉

ほん

田
だ

町1-45-2
千葉リハビリテーションセンター2階
（JR外房線鎌

かま

取
とり

駅から送迎バスあり）
受付時間　月～金曜日9時～17時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
問千葉県医療的ケア児等支援センター

043-291-1831（内277）
043-291-1853

九十九里海岸の車両等乗り入れ規制
　県立自然公園に指定されている九十九
里海岸では、アカウミガメやコアジサシ、
ハマヒルガオなどの貴重な動植物を守る
ために、車両の乗り入れを禁止していま
す。車でお出かけの際は、指定された駐
車場をご利用ください。
問県自然保護課 043-223-2056

サマージャンボ宝くじ発売中！
　1等・前後賞合わせて7億円が当たる
「サマージャンボ宝くじ」を全国で発売し
ています。
　収益金は市町村の振興など県民の皆さ
まの暮らしに役立てられます。ぜひ県内
の宝くじ売り場でお買い求めください。
発売期間　8月5日（金）まで
料1枚300円
抽せん日　8月17日（水）
問県財政課 043-223-2073

「県民の日ちばワクワクフェ
スタ2022」を配信します！
　6月12日に開催され
た「県民の日ちばワク
ワクフェスタ2022」
の各ステージやコー
ナーなどの様子を特設ホームページや
Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeで配信します。（計60分程度）
　当日来られなかった方も、見逃したプ
ログラムがある方も、この機
会にふるさと千葉の魅力を
再発見してみませんか。
日7月18日（月・祝）～8月17日（水）
問県文化振興課 043-223-2406
ちばワクワクフェスタ2022　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　7月7日（木）～13日（水）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年7月23日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（1月、7月）
利率　7月6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：大和、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。
※次回は10年債を9月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課
千葉県債　 検索 043-223-2074

水の事故を防ぎましょう！
　毎年、水の事故で多くの方の尊い命が
犠牲になっています。次のことに注意し
て、事故のないようにしましょう。
＜遊泳するときは…＞
●救護所やライフセーバーなど監視の目
が行き届く遊泳区域内で泳ぎましょう。
遊泳禁止日や遊泳禁止場所、立ち入り禁
止場所などで泳いではいけません。
●子どもは保護者の目の届く範囲で遊泳
させましょう。
●体調が良くないときや疲れていると
き、飲酒したときの遊泳はやめましょう。
●雷光や雷鳴が発生したら、すぐに海か
ら出て、安全な場所で待機しましょう。
＜水上オートバイを利用するときは…＞
●飲酒などで注意力や判断力が著しく低
下した状態での操縦は禁止です。
●水上オートバイは、有効な免許証の保
有者が直接操縦し、乗船者全員がライフ
ジャケットなどを着用することが義務付
けられています。
●発航前には船体や機関の点検および気
象・水路などの情報収集をしなければな
りません。
●遊泳区域への不用意な進入や遊泳者付
近での疾走は禁止です。
●事故が発生したら、人命救助に必要な
手段を尽くさなければなりません。
問県警察本部地域課

043-201-0110（代）

貝殻に開いた穴の謎


