
ちば県民だより 令和4年［2022年］9月5日（月曜日）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。

千葉県警察音楽隊 第31回定期演奏会
日11月12日（土）
午前の部：10時30分開演（10時開場）
午後の部：14時開演（13時30分開場）
会千葉県文化会館大ホール
（千葉モノレール県庁前駅から徒歩7分）
内行進曲、軽音楽、カラーガード隊演技
など
出演　千葉県警察音楽隊、千葉県警察カ
ラーガード隊「アクア・ウインズ」
申往復はがき（126円）に、代表者の郵便
番号・住所・電話番号・氏名（ふりがな）、
同伴者の氏名（ふりがな）、希望の部（午前
または午後）、返信用宛先を記入して、郵
送（1通につき2人まで）
※同一氏名による複数の申し込みや記入
漏れのあるはがきは無効になります。
受9月20日（火）消印有効（申込多数抽選）
※結果は10月中旬以降に発送予定です。
問〒260-0024千葉市中央区中央港1-
71-1  千葉県警察音楽隊  定期演奏会係

043-248-8022

無料労働相談会
　解雇やパワハラなど、労働関係のトラ
ブルの相談に応じます。（要事前予約）
対労働組合、労働者、事業主 など
日会①10月16日（日）13時～17時
船橋F

フ ェ イ ス

ACE5階（京成線京成船橋駅直結）
②10月29日（土）13時～17時
県労働委員会（県庁南庁舎7階）
※②のみオンライン（Z

ズ ー ム

oom）による相談
ができます
申電話または来庁（平日9時～17時）
問県労働委員会事務局

043-223-3735

マイホームを買う前に聞いて安心講習会
Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeでどなたでも閲覧できる講習
会動画を配信します。
日10月31日（月）まで
内マイホームを購入する前の心構えや
契約に関する留意事項など、不動産取引
の基礎的な知識についての講習
▶講演「土地や住宅購入前に知っておき
たいこと」講師：塚

つか

原
はら

光
みつ

顕
あき

さん（明海大学
不動産学部特任准教授）
▶講演「不動産売買契約の重要ポイント」
講師：小

お

川
がわ

清
せい

一
いち

郎
ろう

さん（明海大学不動産
学部教授）
問県建設・不動産業課

043-223-3238
安心講習会　千葉県　 検索

県立房総のむら　秋のまつり
日10月1日（土）、2日（日）9時～16時30分
内「実りの秋に感謝」をテーマに、農作物
の収穫体験や小物作り、農具の製作実演
など、昔ながらの民俗芸能・体験を実施。
料一般300円、高校生・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
問会県立房総のむら（印旛郡栄町龍

りゅう

角
かく

寺
じ

1028） 0476-95-3333

福祉のしごと就職フェアinちば
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10月1日（土）13時～16時
会市川グランドホテル7階（JR総武線市
川駅から徒歩3分）
内福祉・介護施設などの職員との面談・
相談会、各種相談コーナー
※参加無料、事前申し込み不要
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 043-222-0774

千葉県福祉人材センター　 検索

かずさDNA研究所開所記念講演会
日10月22日（土）13時45分～16時（開場
13時）
会かずさアカデミアホール　メインホール
（JR内房線木更津駅から無料送迎バスあり）
※ウェブで同時配信します
内▶講演①「オオムギの新しい育種技術
とおいしいビール」講師：佐

さ

藤
とう

和
かず

広
ひろ

さん
（岡山大学資源植物科学研究所 教授）
▶講演②「希少難病の『研究』から『検査』
へ」講師：小

お

原
はら

收
おさむ

さん（かずさDNA研究
所 副所長）
定会場350人（抽選）、ウェブ500人（先着順）
申ホームページ、または、参加
者全員の郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号と、
送迎バス利用の有無を明記して、はがき
もしくはファクス
受10月3日（月）必着（会場参加のみ）
問〒292-0818 木更津市かずさ鎌

かま

足
たり

2-
6-7 （公財）かずさDNA研究所 広報G
0438-52-3930 0438-52-3931

かずさDNA研究所　 検索

千葉交響楽団 第112回定期演奏会
「奔放な楽想に遊ぶ」
日10月15日（土）14時開演（13時15分開場）
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）
曲目 吉

よし

松
まつ

隆
たかし

／トロンボーン協奏曲「オ
リオン・マシーン」、
ブラームス／交響曲第3番ヘ長調作品90
出演 山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん（指揮、音楽監督）、
箱
はこ

山
やま

芳
よし

樹
き

さん（トロンボーン）
料S席4000円、A席3000円、B席2000円
（全席指定・税込み）　※未就学児不可
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団　 検索

2022千葉県私学フェア
日9月19日（月・祝）10時～16時
会幕張メッセ国際会議場（JR京葉線海浜
幕張駅から徒歩5分）
内県内私立学校の紹介、入試関係資料な
どの無料配布、志望校選択のためのセミ
ナー など
申ホームページから申し込み（事前予約制）
問（一社）千葉県私立中学高等学校協会
043-241-7382 千葉私学　 検索

結核予防週間（9月24日～30日）
　結核は、現在でも国内で主要な感染症
で、県内では昨年553人の新規患者が発
生しています。
　結核の初期症状は風邪に似ているた
め、感染に気付かないことがあります。
　2週間以上咳が続く場合は、結核を疑
い、重症化と感染拡大の防止のために、必
ず医療機関を受診しましょう。
問県疾病対策課 043-223-2665

第63回県政に関する世論調査実施中
　県では、県政推進の基礎資料とするた
め、県民の皆さんの生活意識などに関す
る世論調査を行っています。
　調査票が届いた方は、ぜひご協力をお
願いします。
対県内の満18歳以上の個人3000人（無
作為抽出）
※過去の調査結果はホームページや県政
情報コーナー（県庁本庁舎2階）、県各地
域振興事務所、市役所・町村役場、公立図
書館で閲覧できます。
問県報道広報課 043-223-2469
千葉県世論調査　 検索

就業構造基本調査にご回答を
お願いします
　国民の就業・不就業の実態を明らかに
し、雇用政策や経済政策などの各種行政
施策のための基礎資料を得ることを目的
に、10月1日現在で就業構造基本調査を
実施します。
　調査の対象となる方は無作為に抽出さ
れ、9月下旬から、調査員が調査をお願い
する世帯に伺い、調査票などをお届けし
ますので、ご回答をお願いします。
問県統計課 043-223-2224
就業構造基本調査　千葉県　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　9月12日（月）まで
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年9月24日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（3月、9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。
※次回は10年債を12月に募集予定です。
問取扱窓口または県財政課
043-223-2074 千葉県債　 検索

パスポート窓口の開設と終了
＜窓口の開設＞
　次の市町では、9月28日（水）からパス
ポートの申請・受け取りができるように
なります。
▶館山市：市民課 0470-29-5404
▶南房総市：市民課 0470-33-1051
▶鋸南町：税務住民課 0470-55-2112
※申請書の「刑罰等関係」に該当する場合
などは、県旅券事務所で手続きしてくだ
さい。
＜窓口の終了＞
　安房地域振興事務所では、パスポート
の申請の受け付けを9月27日（火）で終了
します。9月28日（水）以降は、他の窓口
で手続きしてください。
問県国際課 043-223-2427


