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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

県職員採用選考考査
（令和5年1月20日、22日、24日実施分）
受験資格　職種ごとに異なります。
考査日および採用予定職種
①令和5年1月20日（金）…児童福祉司、
精神保健福祉相談員、看護師（教員）、学芸
員（自然系）、学芸員（美術系・経験者採用）、
職業訓練指導員、海技従事者（機関士）、
海技従事者（航海士）
②令和5年1月22日（日）…心理、児童福祉
司、児童指導員、保育士、獣医師、保健師
※全て経験者採用
③令和5年1月24日（火）…守衛、農業技術
員、畜産技術員、林業技術員
※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2月中旬ごろに実施する予定です。
申原則ホームページから申し込み。
※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12月19日（月）～令和5年1月10日（火）
問県人事課 043-223-2032
千葉県総務部人事課　 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
受令和5年1月1日（日・祝）～15日（日）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12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。
※薬円台（船橋市）地域特別賃貸住宅につ
いても募集（常時募集）を再開します。
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

千葉県少年少女オーケストラ団員
　県内各地から集まった10～20歳の団
員160人で構成される少年少女オーケス
トラ団員を募集します。一緒に素敵な音
楽を奏でませんか。
募集パート　全パート（弦楽器、木管楽
器、金管楽器、打楽器）
※入団前に選考会を行います。
日令和5年2月18日（土）
会千葉県文化会館大練習室
対県内に居住または通学し、令和5年4月
時点で小学4年生以上高校2年生以下の方
申申込書を事務局ホーム
ページからダウンロードし、
必要事項を記入の上、郵送
受令和5年1月23日（月）必着
問〒260-8661千葉市中央区市場町11-2
（公財）千葉県文化振興財団　　　　　　
千葉県少年少女オーケストラ事務局

043-222-0077
千葉県少年少女オーケストラ　 検索

千葉県誕生150周年「ちば文化資産」
追加選定＆切手コンテスト投票
　2023（令和5）年の県誕生150周年を記
念し、「ちば文化資産」を111件から150
件に増やす追加選定とオリジナルフレー
ム切手デザインコンテストを実施中！
内①「ちば文化資産」追加選定
「ちば文化資産」追加候補87件の中から、
追加したい1件を投票してください。投
票結果を踏まえ、追加する39件を選定し
ます。
②記念切手デザインコンテスト
優秀作品20点の中から、切手にしたい1
点を投票してください。投票結果を踏ま
え、採用する作品を10点選定します。
投票方法　任意の用紙に、氏名、在住（ま
たは通勤・通学）市町村名、電話番号、①

の追加候補の名称または②の作品番号を
明記し、郵送。ホームページからも申し
込み可
※①②共に1人1票ずつ投票できます
受①令和5年1月22日（日）②12月23日（金）
※投票対象など、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〒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

県立中央博物館
おはまおり-海へ向かう神々の祭-
神
み

輿
こし

が海や水辺に向かう祭り「おはま
おり」。神輿や祭礼衣装など、各地の貴重
な資料を通じて、海に囲まれた千葉県で
受け継がれてきた多様な「おはまおり」の
歴史や魅力を紹介します。
日令和5年1月9日（月・祝）まで
9時～16時30分（最終入館16時）
休月曜日（1月9日は開館）、年末年始（12
月28日～1月4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人は無料
問会県立中央博物館（千葉市中央区青葉
町955-2） 043-265-3111

マクハリハンドメイドフェスタ2022
　1350以上のブースが出店！ハンドメ
イドファンのための祭典を開催します。
日12月10日（土）11時～17時30分、
11日（日）10時～16時30分
会幕張メッセ国際展示場ホール7・8
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩5分）
料前売り券700円、当日券800円
※小学生以下無料
問マクハリハンドメイドフェスタ実行
委員会

043-296-5500（平日10時～17時）
マクハリハンドメイドフェスタ 　 検索

「ちばコラボ大賞（千葉県知事賞）」
表彰式・事例発表会
　市民活動団体（NPO）、企業や大学、任

意団体などが連携して地域の課題解決に
取り組む優れた事例を「ちばコラボ大賞
（千葉県知事賞）」として表彰し、その取り
組みを紹介します。
日12月23日（金）14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）
定120人（申込先着順）
申「ちばコラボ大賞表彰式・事例発表会」
と明記し、参加者全員の住所・氏名・電
話番号を書いてファクスまたはEメー
ル。ホームページから申し込み可。
受12月16日（金）まで
※詳しくはホームページをご
覧ください。
問県県民生活課
043-223-4147 043-221-5858
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp

ちばコラボ大賞 　 検索

房総の郷土芸能2022
　香取・海

かい

匝
そう

・山武地域の代表的な民俗
芸能が一堂に会します。無料でご覧いた
だけますのでぜひご応募ください。
日令和5年1月22日（日）12時30分～16時
40分（12時開場）
会千葉県東総文化会館（JR総武本線旭駅
から徒歩15分）
内

笹川の神楽
笹川神楽保存会
（香取郡東庄町・県指定）

銚子のお囃
はやし

子
銚子市民謡保存会神輿
連合阪流会（銚子市）

銚子の祭のお囃子
銚子囃子保存会  
愛
あた

宕
ご

獅子（銚子市）

熊野神社の神楽
熊野神社神楽保存会
（旭市・県指定）

旭のお囃子 袋お囃子保存会（旭市）

九十九里浜
地
じ

曳
びき

大漁歌
九十九里浜地曳大漁歌
保存会（匝瑳市・市指定）

白
しら

桝
ます

粉屋おどり
白桝粉屋おどり保存会
（山武郡芝山町・県指定）

定800人（予定）
申往復はがき（126円）に代表者の郵便番
号、住所、氏名、電話番号、入場希望者の氏
名（1つのはがきに5人まで）、Eメールア
ドレス（任意）、特に観覧したい演目（任
意）、返信用宛先を書いて郵送
宛先　〒101-0021東京都千代田区外神
田2-18-2（株）ITPプロモーション事業部
内「房総の郷土芸能2022」運営事務局
受12月28日（水）必着（申込多数抽選）
問旭市教育委員会生涯学習課

0479-85-8628

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。
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文書館企画展
「房総教育志－明治を生きた先生たち－」
　150年前の明治5年、学制が発布され
ました。その時代の教壇に立った教員た
ちの痕跡をたどります。
日令和5年2月25日（土）まで  9時～17時
休日曜日、祝日、館内整理日（毎月末の最
終平日）、年末年始（12月28日～1月3日）
問会県文書館（千葉モノレール県庁前駅
から徒歩3分） 043-227-7552

みんなで能舞台に触れるWEEK！
　令和5年2月4日（土）～19日（日）の期
間、照り屋根付き白木総檜

ひのき

造りの能舞台
を会場に組み立て、さまざまな催しを実
施します。
●みんなで楽しむ邦楽コンサート
日令和5年2月4日（土）13時30分開演
※入場無料、要事前申し込み（未就学児入
場可能）
出演 望

もち

月
づき

太
た

左
さ

乃
の

（佐
さ

野
の

友
ゆ

紀
き

）さん（邦楽
囃
は や し

子方）　他
申専用の申込フォームまたは、
往復はがき（126円）に代表
者の郵便番号、住所、氏名、電
話番号、入場希望者全員の氏名・年齢（1
通につき5人まで）、車椅子席希望の有
無、返信用宛先を書いて郵送
宛先　〒260-0852千葉市中央区青葉町
977-1県立青葉の森公園芸術文化ホール
「邦楽コンサート」係
受令和5年1月10日（火）必着（申込多数
抽選）
※当日、大学生以下の方を対象に、邦楽ワー
クショップを実施予定です。参加希望者
は、問い合わせ先までお電話ください。
●野

の

村
むら

萬
まん

斎
さい

  青葉の森狂言の会
日令和5年2月5日（日）14時開演
出演　野村萬斎さん（狂言方和

い ず み

泉流）他
料全席指定3000円、大学生1000円、
高校生以下無料
●第42回青葉能
日令和5年2月19日（日）13時30分開演
出演 観

かん

世
ぜ

清
きよ

和
かず

さん（第二十六世観世宗
家）他
料SS席8000円、S席6000円、A席4000
円（30歳以下は半額）、小中高生500円
※この他に実施予定の公演など、詳しく
はホームページをご覧ください。
問会県立青葉の森公園芸術文化ホール

043-266-3511
青葉の森　芸術　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　12月5日（月）～12月12日（月）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和14年12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（6月、12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5年債を2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

第64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

事業主の皆さまへ
従業員の個人住民税は
特別徴収で納めましょう
　県と県内全54市町村では、個人住民税
の特別徴収を徹底しています。
　特別徴収とは、事業主が従業員に代わ
り、毎月従業員に支払う給与から個人住
民税を天引きし、市町村に納入する方法
です。
　法人・個人を問わず、事業主は全ての
従業員について、個人住民税を特別徴収
する必要があります。
　特別徴収を行うに当たり、事業主は従

業員が居住する市町村に給与支払報告書
を提出しなければなりません。
　令和5年度（令和4年分）の給与支払報
告書の提出期限は令和5年1月31日（火）
です。
　手続き方法など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
問従業員が居住する市町村
または県税務課 043-223-3099
千葉県　個人住民税　特別徴収　 検索

医療関係者の皆さまへ
2年に1度の届け出はお済みですか
対①医師や歯科医師、薬剤師の免許をお
持ちの方
②12月31日時点で就業している看護職
員（保健師・助産師・看護師・准看護師）、
歯科衛生士、歯科技工士の方
受①②令和5年1月16日（月）まで
※それぞれの提出方法はホームページを
ご確認ください。届出票は各保健所（健
康福祉センター）で配布する他、ホームペー
ジからダウンロードできます。
問各保健所（健康福祉センター）または
①県健康福祉指導課 043-223-2607
②県医療整備課
043-223-3885（看護） ・3884（歯科）

①健康福祉情報の森　千葉県　 検索
②看護  歯科  従事者届  千葉県　 検索

調理師の皆さまへ
業務従事者届の提出はお済みですか
対12月31日時点で、飲食店や給食施設
などで調理業務に従事している調理師
受令和5年1月15日（日）まで
提出方法　従事者届を問い合わせ先に郵
送、ファクス、または、件名に「従事者届
出」と明記してEメール
※届出用紙は問い合わせ先で配布する他、
ホームページからダウンロードできます。
問〒260-0015千葉市中央区富士見2-3-1
塚本大千葉ビル7階　　　　　　　　　
（一社）千葉県調理師会

043-225-7736 043-225-5995
chiba-ck@helen.ocn.ne.jp

千葉県調理師会　 検索

ガス機器を使用するときは
換気を忘れずに！
　湯沸かし器、ガスストーブ、ガスコンロ
などを室内で使用するときは換気に十分
気を付けてください。一酸化炭素中毒
事故を防止するため、換気扇を回したり、
窓を開けるなどして新鮮な空気を入れま
しょう。
問県産業保安課 043-223-2729

毎年12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
　平成14年9月の日朝首脳会談で北朝鮮
が拉致を認め、同年10月に5人の被害者
が帰国してから、今年で20年が経ちま
したが、いまだに帰国を果たせていない
方々が救出を待っています。
　この中には、千葉県に住んでいた方が
含まれている可能性もあります。これらの
問題について、関心と認識を深め、解決に
向けて世論を盛り上げていきましょう。
問県政策企画課 043-223-2203

年末年始の運転免許業務のご案内

月　日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

12月23日（金） 通常業務

12月24日（土） 閉庁日

12月25日（日） A B 閉庁日

12月26日（月）
～28日（水） C 通常業務

12月29日（木）
～1月3日（火） 閉庁日

1月4日（水） D 通常業務

1月5日（木）・6（金） C 通常業務

1月7日（土） 閉庁日

1月8日（日） A B 閉庁日

1月9日（月・祝） 閉庁日

1月10日（火） 通常業務

Ａ：有効期限内の更新手続、記載事項変
更届、運転免許証の自主返納、運転経歴証
明書、国外運転免許証の受付
Ｂ：有効期限内の更新手続（優良運転者
講習および高齢者講習受講済みの方に限
る。）、記載事項変更届、運転免許証の自主
返納、運転経歴証明書、国外運転免許証の
受付
Ｃ：通常業務（停止処分者講習、違反者講
習を除く。）
Ｄ：通常業務（技能試験、取消処分者講習、
停止処分者講習、違反者講習などの試験
コースを使用する業務を除く。）
※例年、年末年始の時期は、運転免許セン
ター・各警察署共に大変混雑します。時
間に余裕をもってお越しください。
※駐車場に限りがあるため公共交通機関
をご利用ください。運転免許センターに
おける混雑予測をホームペー
ジに掲載していますので、ご
確認ください。
問千葉運転免許センター

043-274-2000
流山運転免許センター

04-7147-2000


