
ちば県民だより 令和4年［2022年］10月5日（水曜日）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

保健所などの臨時的任用職員
　県各保健所（健康福祉センター）などで
職員の育児休業取得などにより代替職員
が必要となった場合に、勤務を希望する
方を募集しています。
募集職種　保健師、看護師、准看護師、
管理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床
検査技師、精神保健福祉相談員、保育士、
児童福祉司、心理、児童自立支援専門員、
児童指導員
申申込書、履歴書などを郵送または持参
（持参の場合は平日9時～17時）
※応募資格など、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〒260-8667（住所記載不要）
県健康福祉政策課

043-223-2605
千葉県健康福祉部　臨時的任用　 検索

県立高等技術専門校（ちばテク）
令和5年度入校生
対高校などを卒業して就職を目指す方、
再就職や転職を考えている方　など
校名（訓練科）
▶市原校（自動車整備、電気工事、塗装）

0436-22-0403
▶船橋校（機械技術、システム設計、冷凍
空調設備、金属加工） 047-433-2790
▶我

あ

孫
び

子
こ

校（NC機械加工、造園）
04-7184-6411

▶旭
あさひ

校（自動車整備、NC機械加工）
0479-62-2508

▶東金校（空間デザイン、建築、左官技術）
0475-52-3148

受10月18日（火）まで
※詳しくは、ちばテク各校に
お問い合わせください。
問ちばテク各校または県産業人材課
043-223-2754 ちばテク　 検索

千葉県奨学生
　保護者の住所が県内にあり、経済的な
理由で就学が困難な高校生に対して、

学資の貸し付けを行います。
貸付月額　公立：1万円または2万円
私立：1万円、2万円または3万円
対高校生
申在籍する学校へ必要書類を提出
受10月下旬まで
●予約募集
　高校入学後に再度申請が必要ですが、
通常より早く貸し付けを受けられます。
対中学3年生
受11月中旬まで
※詳しくは、在籍する学校にお問い合わ
せください。
問県教育庁財務課 043-223-4027

ちば県民保健予防財団主催
オンライン県民公開講座
日11月1日（火）9時～15日（火）16時
内講演「世界からのメッセージ～平和と
命の大切さ～」
講師：渡

わた

部
なべ

陽
よう

一
いち

さん（戦場カメラマン、フォ
トジャーナリスト）
申財団ホームページまたは二
次元コード先から申し込み
※電話での申し込みはできません。
受11月14日（月）まで
問（公財）ちば県民保健予防財団

043-246-8606
ちば県民保健予防財団　 検索

市民公開講座「肺疾患の治療と移植医療」
日10月23日（日）13時30分～17時（13時
開場）
会ホテルポートプラザちば2階ロイヤル
（JR京葉線・千葉モノレール千葉みなと
駅から徒歩1分）
内医師による基調講演、移植体験者によ
る体験談　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（公財）千葉ヘルス財団

043-223-2663
千葉ヘルス財団　 検索

心の健康フェア2022inちば
日11月5日（土）12時～16時30分
会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約15分）
内心の健康に関する講演、 
心の健康相談　など
定400人（当日先着順）
問千葉県精神保健福祉協議会

080-7000-2093
千葉県精神保健福祉協議会　 検索

保育de就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ
　保育所などの採用担当者との就職面談
会を開催します。
対子どもに関わる仕事に興味のある方、
保育士資格を生かして働きたい方
日10月30日（日）13時～16時
会市川グランドホテル（JR総武線市川駅
から徒歩3分）
内個別面談、求人内容や職場の説明など
問ちば保育士・保育所支援セ
ンター 043-222-2668
ちばほいく 検索

働きたいシニアを応援！
再就職支援セミナー・企業交流会
対再就職を希望する55歳以上の方
日①10月20日（木）13時～16時、
②11月29日（火）13時～16時
会①千葉市民会館（JR総武本線東千葉駅
から徒歩3分）②松戸商工会議所（JR常磐
線・新京成線松戸駅から徒歩8分）
内雇用状況やセカンドキャリアに関す
るセミナー、企業説明・相談　など
定各50人（申込先着順）
申ホームページまたは電話
問千葉県ジョブサポートセンター
043-245-9420（平日9時～17時、

第1・3・5土曜日10時～17時）
千葉　ジョブサポ　 検索

市民公開講座「ライフステージとてんか
ん～てんかんとともに生きるために～」
日10月29日（土）
※オンライン（Z

ズ ー ム

oom）にて同時配信
会ペリエホールAホール（JR千葉駅直結）
内てんかんに関する5つのテーマの講演、
パネルディスカッション　など
定会場50人、オンライン200人
申ホームページから申し込み
受10月23日（日）まで（申込先着順）
問千葉県循環器病センター

0436-88-3111
千葉県　てんかん　 検索

いい歯のイベント2022
日10月30日（日）9時30分～15時
会京成ホテルミラマーレ（京成千葉線・
千原線千葉中央駅直結）
内口の機能チェック（簡易オーラルフレ
イル検査）、体験型ブース・展示、オーラル
フレイル・口腔がんに関する公開講座、
口腔がん検診（要予約）　など
問（一社）千葉県歯科医師会

043-241-6471
千葉県歯科医師会　 検索

ピア・サポーターズサロンちば＠
アット

リモート
　がん患者やそのご家族がインターネッ
トを通じてがん体験者とお話をする無料
のサロンを開催します。
日10月12日（水）、28日（金）、11月16日（水）、
29日（火）、12月8日（木）、21日（水）、令和5
年1月13日（金）、23日（月）、2月9日（木）、
20日（月）、3月8日（水）、24日（金）
申参加希望日、氏名（ふりがな）、立場（患
者または家族など）、メールア
ドレス、電話番号をEメール
※申し込み確認後、参加方法
をEメールでお知らせします。
問千葉県地域統括相談支援センター
043-264-5431（内線：7148）
chiikitokatsu@chiba-cc.jp

県立安
あ

房
わ

南高等学校旧第一校舎一般公開
　県指定有形文化財である木造校舎を4
年ぶりに一般公開します。
日10月29日（土）・30日（日）
10時～15時（日時指定制）
会旧県立安房南高等学校（JR内房線館山
駅から徒歩20分）
定各日午前・午後の部　各200人
申ホームページの専用フォー
ム。または、往復はがき（126
円）に氏名・郵便番号・住所・
電話番号・人数（1通につき4人まで）・
見学希望日および時間帯（午前・午後）、
返信用宛先を明記し郵送。
宛先　〒294-0045館山市北条1721-1
NPO法人安房文化遺産フォーラム
受10月11日（火）消印有効（申込多数抽選）
問県教育庁文化財課 043-223-4130
安房南高校木造校舎　公開　 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］10月5日（水曜日）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。

国際理解セミナー
　外国にルーツを持つパネリストによる
座談会と田

た

村
むら

太
た

郎
ろう

さん（（一財）ダイバー
シティ研究所代表理事）による講演を行
います。
日11月11日（金）14時～16時30分
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「ダイバーシティな地域づくりに
求められる視点と取り組み」　など
定200人（申込先着順）
申右の二次元コードから申し
込み
問県国際課 043-223-2436
国際理解セミナー　 検索

地域防犯力の向上に関する交流大会
　自主防犯団体が抱える課題を共有して
一緒に解決策を考えてみませんか。
対県内の自主防犯団体構成員　など
日10月28日（金）14時～16時
会千葉県教育会館新館大ホール
（JR外房線・内房線本千葉駅、京成千葉
線・千原線千葉中央駅から各徒歩12分）
内基調講演「防犯ボランティアが育む！
地域の安全と安心！～見守りの意義と
効果、大きな可能性とは～」他
講師：武

たけ

田
だ

信
のぶ

彦
ひこ

さん（うさぎママのパ
トロール教室主宰、安全インストラク
ター）
定250人（申込先着順）
申代表者の郵便番号、住所、氏名、電話番
号、参加希望人数を明記して、郵送、ファ
クスまたはＥメール。電話申し込み可
問県くらし安全推進課
043-223-2333 043-221-2969
anzen@mz.pref.chiba.lg.jp

県立関
せき

宿
や ど

城
じょう

博物館 企画展
「関東 塩ものがたり」
　かつて関東随一の塩田が広がってい
た市川市行徳。関東地方の塩の生産と
流通の歴史をさまざまな資料で紹介し
ます。
日11月27日（日）まで
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
問会県立関宿城博物館（野田市関宿三

さん

軒
げん

家
や

143-4） 04-7196-1400
関宿城博物館　 検索

北方領土返還要求運動千葉県民大会
　ロシアに不法占拠されている北方四島
（択

えと

捉
ろふ

島、国
くな

後
しり

島、色
しこ

丹
たん

島、歯
はぼ

舞
まい

群島）は、
我が国固有の領土です。
　県民大会では、元島民の方や政府職員
による講演などを行います。
日11月21日（月）13時30分～15時30分
会ホテルプラザ菜の花（JR外房線・内房
線本千葉駅から徒歩3分）
定100人（申込先着順）
申参加希望者全員の郵便番号・住所・
氏名・電話番号を明記して、郵送、ファクス
またはEメール
受11月7日（月）必着
問〒260-8667（住所記載不要）県政策企
画課
043-223-2203 043-225-4467
seisui02@mz.pref.chiba.lg.jp

北方領土千葉県民大会　 検索

第40回「目の愛護デー」無料電話相談
　10月10日の「目の愛護デー」に合わ
せ、千葉県眼科医会では、専門医による目
についての無料相談を行います。事前申
し込みは不要ですので、目に関するお悩
みを抱えている方はご利用ください。
日10月10日（月・祝）9時～16時
相談専用電話 043-242-4271
問千葉県眼科医会事務局

04-7186-7425（火・金曜日のみ）

戦没者などのご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金のご案内
　第十一回特別弔慰金の請求期限が近づ
いています。請求期限を過ぎると特別弔
慰金を受ける権利がなくなりますので、
お早めにご請求ください。
※支給対象の要件など、詳しくはお問い
合わせください。
申請求者が居住する市区町村の援護担
当課に請求
受令和5年3月31日（金）まで
問各市町村の援護担当課または
県健康福祉指導課 043-223-2337

収入保険で農業経営リスクへの備えを
　自然災害や経営環境の変化など、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」への加入申し込みを受け付
けています。県では、今年度から期間限
定で、新規加入する方に対し、1件当たり
最大2万円の保険料を助成します。

対青色申告を行っている農業者（加入申
請時に申告実績が1年以上あること）
受12月末まで（法人経営の場合は、事業
年度開始月の前月末まで）
※助成対象の条件など、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。
問千葉県農業共済組合（N

ノ ー サ イ

OSAI千葉）
043-245-7447

NOSAI千葉　 検索

赤い羽根共同募金運動が始まりました
　皆さまからの募金は地域のお年寄り、
障害のある方や子どもたちへの支援の他、
新型コロナウイルス感染症の影響で困っ
ている方への支援や災害時にも役立てら
れます。
　皆さまのご協力をお願いします。
問（福）千葉県共同募金会

043-245-1721
赤いはね ちば　 検索

子ども食堂支援基金にご協力を
お願いします
　千葉県を拠点とするライオンズクラブ
国際協会333-C地区では、県内の子ども
食堂やフードバンクなどを支援するた
め、寄付金を募集しています。
　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。
問ライオンズクラブ国際協会333-C地区
333C  基金 検索 043-243-2528

税金の滞納は絶対に見逃さない！
　県と県内全54市町村は、県税・市町村
税の滞納解消や滞納の発生を防止するた
め、10月～12月を「県下一斉滞納整理強化
期間」として、勤務先・取引先などへの財産
調査、給与・預金・売掛金・自動車などの
差し押さえ、タイヤロック、自宅などの捜索
および公売を強化しています。
　税金は納期限までに、必ず納めましょう。
問（県税）各県税事務所
または県税務課 043-223-2127
（市町村税）各市町村の納税担当課

県立図書館の一時休館日の変更
　中央図書館（千葉市）、西部図書館（松戸
市）、東部図書館（旭市）は、10月18日（火）
～27日（木）に予定していた蔵書点検の
ための休館を令和5年3月22日（水）～30
日（木）に変更します。
※10月は、定期休館日（月曜日。月曜日
が祝日の場合は翌平日）と21日（金）の館
内整理日を除き開館します。
問県立中央図書館 043-222-0116

教員免許状に有効期限はなくなりました
　7月1日に施行された改正法により、教
員免許更新制が廃止され、教員免許状に
有効期限はなくなりました。
今後の教員免許状の取り扱い
●7月1日時点で有効な免許状や休眠状
態の免許状は、有効期限のない免許状に
なります。
●7月1日時点で既に失効している免許
状は、再授与申請手続きをすることで、有
効期限のない免許状を取得することがで
きます。
※懲戒免職などによる失効の場合を除く
問県教育庁教職員課 043-223-4046

毎年10月は「臓器移植普及推進月間」
　私たちは「臓器を提供する」「移植を受
ける」のどちらの立場にもなる可能性が
あり、一人一人が家族と話し合い、自分の
意思を表示することが大切です。
　意思表示は健康保険証・運転免許証・
マイナンバーカードなどでできます。
　意思は何度でも変更でき、提供しない
という意思も尊重されます。この機会
に、意思表示について考えてみませんか。
問（公財）千葉ヘルス財団

043-223-2663

薬は正しく使いましょう
  毎年10月17日から23日までは「薬と
健康の週間」です。医薬品は、用法・用量
などを守り、使用上の注意を十分に理解
して、正しく使用してください。
　日頃から「かかりつけ薬剤師・薬局」で
調剤を受けることで、薬の重複投与や薬
の相互作用による副作用などの健康被害
を未然に防ぐことができます。
　また、「健康サポート薬局」や「認定薬
局」も、ぜひ活用ください。
問県薬務課 043-223-2614

違反建築防止週間が始まります
　毎年10月15日から21日までは「違反
建築防止週間」です。県では、一斉公開建
築パトロールを中心に、法令順守の啓発
や指導など、さまざまな取り組みを実施
します。
　建物を建てる場合は、建築基準法など
の法令で定める基準や手続きを守り、適
正に工事を進めましょう。
　また、工事が完了したときは、その建物
が法令に基づいた安全なものであるか検
査を受けることが義務付けられていま
す。必ず検査を受けましょう。
問県建築指導課 043-223-3183


