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迎えます迎えます

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症や、原油価格・物価の高騰などの
課題に全力で取り組んでまいりました。県民の皆さま、ご協力いただい
た皆さまに改めて御礼申し上げます。
　今年も感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、さまざま
な分野で県全体の活性化に取り組んでまいります。
　県政運営において、「安全・安心」の確立は、あらゆる政策の土台とな
るものです。新型コロナウイルス感染症については、今後も変化する
状況に柔軟に対応しながら医療提供体制の整備などに万全を期してま
いります。防災面では、関係機関との連携をさらに強化しながら、ICT
などを活用した災害対応力の向上、インフラの強靭化などにより
「日本一の防災県」を目指してまいります。
　産業の活性化にもしっかり取り組んでいきます。「第5次ちば中小企
業元気戦略」を策定し、企業の意欲的な取り組みを支援するととも
に、全国屈指の農林水産業のさらなる成長力の強化を図ってまい
ります。さらに、道路交通網の整備を進め、戦略的な企業誘致や観光
振興につなげるとともに、成田空港については、第3滑走路の整備や
「新しい成田空港」構想の検討と合わせて、空港と周辺地域の発展が
好循環する地域づくりを推進します。
　医療・介護・福祉分野では、引き続き、人材の確保・定着に取り組ん
でいく他、「（仮称）千葉県総合救急災害医療センター」のオープンと
同センター内への精神保健センターの整備により、医療と福祉の連
携を進めます。また、市町村と連携した多子世帯の給食費無償化など
子育て世代の支援とともに、感染対策とのバランスに配慮しながら
学校教育活動の充実に努めてまいります。
　今年は、千葉県誕生150周年となる節目の年です。ぜひ、各地で開催
される記念行事に足を運んでいただき、これまでの歩みを振り返る
とともに、未来の千葉県に思いをはせていただきたいと思います。
　千葉県を次世代につなげていくため、県民の皆さまと共に千葉県の
総力を結集しながら、未来への投資を着実に行い、新しい千葉の時代
を切り開いてまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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◆スマートフォンアプリ「マチイロ」で「ちば県民だより」がご覧になれます。◆「ちば県民だより」は、
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早春のちばを楽しく巡ろう！

　スマートフォンを使って県内観光スポットを巡るポイントラリーです。
参加方法　特設サイトにアクセスして参加
実施期間　2月28日（火）まで
問い合わせ　 GOGO房総デジタルポイントラリー事務局

70120-877-067 ＧＯＧＯ房総デジタルポイントラリー　 検索

「ＧＯＧＯ房総デジタルポイントラリー」
　今冬の電力需給は依然として厳しく、中でも暖房機器の使用
が増える1月から2月の電力需給は、夏に引き続きひっ迫が懸
念されます。
　節電要請期間の3月まで、無理のない範囲で、省エネ・節電の
取り組みをお願いします。

★エアコン
　室温は20℃
　　　＋
　　重ね着

★冷蔵庫
　温度設定【中】
　　　＋
　詰め込みすぎない

★照明
　不要な照明はすべて消灯

★その他家電
　省エネモードに設定

冬季も省エネ・節電にご協力を冬季も省エネ・節電にご協力を
お願いしますお願いします

● 省エネ性能の高い家電への買い替えやLED照明への交換も
有効です。

問い合わせ　県温暖化対策推進課　 043-223-4139
千葉県 省エネ 節電　 検索

　スポーツ・アウトドア体験プログラムが予約1件当たり最大50％割引！
乗馬、いちご狩りなど、この機会にぜひお楽しみください。
利用方法　 キャンペーン特設サイトにアクセスして電子クーポンを取得。

予約申し込み時に取得した電子クーポンを適用して予約。
※クーポンの取得・ご利用にはリクルートIDの登録が必要です。

実施期間　2月26日（日）まで
問い合わせ　じゃらんnetサポートデスク　 0570-00-5601
https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/1446525001

「千葉県体験観光割引キャンペーン」

　南房総市千倉町の白
しら

間
ま

津
づ

地区は、黒潮の影響で真
冬でも温暖な常春の地。花の露地栽培が盛んで、絨

じゅう

毯
たん

を敷き詰めたような広大な花畑が見られます。
場所　 南房総市千倉町白間津地区（JR内房線千倉駅

からバス。「白間津お花畑」下車）
料金　農園により異なります
種類　 ストック・ポピー・キンセンカ・菜の花・小菊・

金魚草・矢車草・ベニジウム
問い合わせ　南房総市観光協会千倉観光案内所　 0470-44-3581

おすすめ観光情報
千倉町内の花畑（南房総市）（花摘み期間　３月中旬まで）

　銚子港ではサバが旬を迎えています。中でも700
グラム以上の特大のサバは「極上さば」と呼ばれ、脂が
たっぷり乗った身の味わいは濃厚で美味。開催中の
「銚子極上さば料理祭」では、協賛の料理店などで、極上
さばを厳選した共通のコース料理を完全予約制で提供
しています。
問い合わせ　 銚子極上さば料理祭実行委員会（丼屋七兵衛）　

0479-25-3133

第13回銚子極上さば料理祭（銚子市他）（2月28日（火）まで）

　水道料金と下水道使用料をクレジットカードでお支払いいた
だけるようになります。1月6日（金）から申し込み受け付けを開
始します。便利なクレジットカード払いをぜひご利用ください。
対象　 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、

市原市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市にお住まいで、
県営水道をお使いの方

申込方法　 専用サイトから申し込み
お客様番号およびネット手続用確認番号
が必要です。番号は「使用水量のお知ら
せ」「水道料金等納入通知書」をご確認く
ださい。 千葉県営水道　クレカ　 検索

問い合わせ　 県水お客様センター 0570-001-245
ナビダイヤルをご利用になれない場合　 043-310-0321

1/6受付開始 県営水道の
クレジットカード払いが始まります

千葉県営水道
キャッシュレス化キャンペーン
マスコットキャラクター
「スーパー切りカエル」

医療提供体制の強化

自己検査の環境整備 ワクチンの接種促進妊婦への対応強化

自宅療養者への支援
・ 医療機関と連携し最大1887床
の病床を確保
・ 発熱外来について998の医療機
関を確保し、そのうち844の医
療機関を県ホームページで公表

熱があるときは　 検索
・ 臨時の医療施設などを設置
・ 新型コロナウイルス感染症からの
回復患者の受け入れに134の医
療機関と90の介護老人保健施設
が対応

・ 自己検査者向け陽性者登録センターの対応
能力を1日当たり2万件に強化
・ 症状が軽く重症化リスクの低い方を対象に、
1日当たり5千個を上限に抗原定性検査
キットを配付
・ 薬局などの無料検査実施拠点を整備

・ 国や市町村、医療関係団体などと連携し、接種体制を構築
・ 「県ワクチン追加接種センター」1月31日（火）まで開設
日程　1月10日（火）から、毎週火・水・金・土曜日
場所　 モリシア津田沼オフィス棟6階

（JR津田沼駅南口から徒歩2分）
問い合わせ 70120-540-197 千葉県営　ワクチン　 検索

・ 周産期母子医療センターなどと連携
して、入院受け入れ態勢の整備や自
宅療養中の容体急変などに備えた対
応を強化
・ 妊婦対応可能な病床を最大47床確保

・ 自宅療養者への往診などに687
の医療機関と221の訪問看護事
業所が対応
・ 自宅での酸素療法に125の医療
機関と122の訪問看護事業所が
対応
・ 医療機関が酸素吸入器を確保で
きない場合に
貸し出すため、
県で200台を
確保

・ 中和抗体薬や経口薬を使用可能
な医療機関や薬局の拡大

・ 「千葉県オンライン診療センター」
を開設
　 詳しくは県ホームペー
ジをご覧ください

千葉県オンライン診療センター　 検索
・ 「千葉県新型コロナウイルス感染
症医療調整センター」を設置し、
医療的な対応が必要な方への支
援を強化

・ 民間事業者と連携し、往診やオン
ライン診療の体制を強化

・ 「自宅療養者フォローアップセン
ター」で関係機関と連携した健康
観察や健康相談を実施

・ 自宅療養者の症状把握
に必要なパルスオキシ
メーターを15万334
台確保

・ 食料品の確保が難しい方への配
食サービスの実施

　県では、新型コロナウイルス感染症の流行に備え、さまざまな取り組みを行っています。
（掲載の内容は令和4年12月16日（金）時点のものです）

新型コロナウイルス感染拡大に備えています
千葉県　 検索

千葉県営水道
マスコットキャラクター
「ポタリちゃん」
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　北海道・三陸沖で大地震が起きた後、周辺で巨大地震（後発
地震）が発生することへの注意を促す情報
が発表されます。注意情報が発表されたら、
日常生活を送りつつ、すぐに津波から避難
できるように準備しましょう。

●安全な避難場所・避難経路を再確認
●家族との連絡手段・集合場所を再確認
● 緊急情報を取得する携帯電話・戸別受
信機の音量を平時よりも上げる

●非常持ち出し品を準備
● すぐに逃げ出せる服装で就寝
問い合わせ　県防災対策課　 043-223-3697

北海道・三陸沖後発地震注意情報　 検索

新成人の皆さんへ
～消費者トラブルに気を付けましょう～

「はたちの献血」キャンペーン

北海道・三陸沖後発地震注意情報

～きっと誰かが、だったら私が　はたちの献血～

　昨年の4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳の誕生日を
迎えると、未成年者契約の取り消しができなくなり、契約に対して自ら責任を
負うことになります。
　契約とは法的な拘束力を伴う約束です。一度成立
すると、原則として、一方の都合だけでやめることは
できません。
　ネットにはさまざまな情報やうまい話があふれて
いますが、決してうのみにしないでください。成年に
なったばかりの若者を狙う悪質な業者も少なくあり
ません。よく考えて、少しでも不安があったらその場
では契約しないようにしましょう。
　おかしいなと思ったら、一人で悩まずに最寄りの
消費生活相談窓口などにご相談ください。
問い合わせ　 消費者ホットライン　　　 （局番なし）1

い や や

88番
（最寄りの消費生活相談窓口につながります）
または県消費者センター　 047-434-0999

　医療に必要な血液は人工的に作ることができず、皆さんからの献血によって
支えられています。
　1月、2月は、「はたちの献血」キャンペーン期間です。「はたち」の若者の皆さ
ん、この機会にぜひ、献血へのご協力をお願いします。
　献血は、県内6カ所の献血ルームと各地を巡回する献血バスで実施していま
す。詳しくはホームページをご覧になるか、千葉県赤十字血液センターへお問
い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前の予約をお願
いします。
問い合わせ
千葉県赤十字血液センター献血推進課　 047-457-9927
または県薬務課　 043-223-2614 千葉県　献血　 検索

県内の献血ルーム 場所 TEL

モノレールちば駅献血ルーム 千葉モノレール千葉駅構内 043-224-0332

津田沼献血ルーム JR津田沼駅北口
津田沼パルコ B館 6階 047-493-0322

柏献血ルーム JR柏駅東口榎本ビル 5階 04-7167-8050

松戸献血ルーム Pure JR 松戸駅西口松戸ビル 1階 047-703-1006

献血ルームフェイス JR船橋駅南口
Face ビル 7階 047-460-0521

運転免許センター献血ルーム 千葉運転免許センター内 043-276-3641

注意情報が発表されたら

千葉 コレ
千葉の1番！ 98

高さ日本一の磨
ま

崖
がい

仏
ぶつ

（鋸南町）
　約1300年前に行

ぎょう

基
き

により開かれた
とされる鋸

のこぎりやま

山乾
けん

坤
こん

山
ざん

日本寺には磨崖仏
（岩壁にじかに彫刻された石仏）として
は日本一の高さ（31㍍）を誇る「薬

やく

師
し

瑠
る

璃
り

光
こう

如
にょ

来
らい

大仏」があります。1783（天
明3）年の建立当時は約37.7㍍ありま
したが風化と修復により現在の高さになりました。
　寺の境内はハイキングスポットとしても人気で、鋸山の山
頂では崖からせり出した絶景「地獄のぞき」が楽しめます。

日本最初の鳥専門の博物館（我孫子市）
　手賀沼沿いにある「鳥の博物館」は日
本で最初の鳥専門の博物館で、鳥類につ
いて総合的に研究・展示をしています。
フィールドミュージアムを掲げており、
野鳥の観察会などを行っています。
問い合わせ　我孫子市鳥の博物館　 04-7185-2212

営業距離世界最長（千葉市）
　「千葉都市モノレール」は、千葉
みなと駅～県庁前駅間と、千葉
駅～千城台駅間の2路線で構成
される懸垂型モノレールです。
総営業距離（15.2㌔㍍）は懸垂型として世界最長で、2001
年にはギネス世界記録にも認定されています。テレビアニメ
に登場したことに伴い、ラッピング車両を走らせるなどさま
ざまなコラボが行われています。
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下総牧羊場が
現在の富里市・
成田市に開業

2マス進む

町村制が施行

利根運河
が完成

市川～佐倉間に
県内初の
鉄道が開通

このころ鉄道の
開通が相次ぎ、
また千葉町に
電灯や電話が
引かれました。

1マス進む
第1回国勢調査

千葉県の
好きな食べ物を
一つ発表する
発表できたら
3マス進む

国立歴史民俗博物館開館／
東京ディズニーランド開園

ルネサンス様式の
新県庁舎完成
（現存せず）

酒々井町誕生

一宮町（初代）誕生

千葉市誕生

浦安市、
四街道市誕生

睦沢町
誕生

袖ケ浦市誕生

八街市誕生

印西市誕生

白井市誕生

明治8年
1875

明治13年
1880

明治22年
1889

明治23年
1890

明治27年
1894 明治28年

1895
明治33年
1900

明治43年
1910

明治44年
1911

大正9年
1920

大正10年
1921

昭和55年
1980

昭和56年
1981

昭和57年
1982

昭和58年
1983

昭和61年
1986

平成元年
1989

昭和62年
1987

平成2年
1990

平成3年
1991

平成5年
1993

平成4年
1992

平成6年
1994

平成8年
1996

平成9年
1997

平成12年
2000

平成13年
2001 平成14年

2002
平成15年
2003

平成17年
2005

平成18年
2006

平成19年
2007

平成20年
2008

平成22年
2010

平成23年
2011

平成24
201

酒々井町は「日本
で一番古い町」と
されています

研究開発拠
点「かずさ
アカデミア
パーク」内に
あります

2マス進む

千葉県東方沖
地震が発生

千葉ポート
タワー開館

千葉市が
政令指定都市に移行

かずさDNA
研究所開所

谷津干潟
（習志野市）が

ラムサール条約登録地に

県庁本庁舎完成

チーバくん誕生
東日本大震災
が発生

ちばア
マラ

東京湾
アクアライン開通

東京ディズニーシー開園

幕張メッセ開業

富里市誕生 いすみ市誕生

匝瑳市、
南房総市、

香取市、山武市、
横芝光町誕生

千葉県の好きな
キャラクターを一つ

発表する
発表できたら
3マス進む

ゆめ半島千葉国体・
ゆめ半島千葉大会開催

初めは
千葉国体の
キャラクター
でした

県内初の
市制施行

1マス進む

県人口
133万人

県人口
500万人

4マス進む

6マス進む

県人口
600万人

4マス進む

　多様で豊かなちばの文化の魅力を表すモノや
コトを「ちば文化資産」として、平成30年度に県
民参加により選定しました。
選ばれた111件の中には、
伝統的なものに限らず、現代
建築や景観、食べ物など、さ
まざまなものが含まれます。

ちば文化資産　 検索

　千葉県誕生150周年を記念し「ちば文化資産」を
150件に増やす追加選定の投票を受け付けてい
ます。
締め切り　1月22日（日）
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、追加候補の名称を明記し、
郵送。ホームページからも申し込み可。

※追加候補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。

　千葉県誕生150周年記念オリジナル フレーム
切手のデザインコンテストの全応募作品を展示し
ます。
日時 1月11日（水）～22日（日） 

9時～16時30分（1月16日（月）は休館）
会場 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）
料金 本展は無料（その他の展示を見るには入館料

がかかります。）

問い合わせ 県文化振興課 　
043-223-3945

　廃藩置県を経て、1871（明治4）年には印旛県、木更津県、新
にい

治
はり

県の3つの県
が成立。1873（明治6）年に印旛県と木更津県が合併し、千葉県が誕生しま
した。1875（明治8）年には新治県の一部が千葉県に、千葉県（旧印旛県）の
一部が茨城県に編入され、ほぼ今の形となりました。

千葉県千葉県はは今年誕生今年誕生150
今年の6月15日で、千葉県は誕生から150周年を迎えます。
これを記念して6月から1年間、
県内全域で、さまざまな記念事業を実施します。
テーマは「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来（100年後）に
思いを馳

は

せる」。千葉県の150周年をみんなでお祝いしましょう。
県の歴史を振り返るすごろくを作成しました。
お正月のひとときに、ぜひお楽しみください。
※さいころとコマは各自ご用意ください。

次世代に残したい
　　ちば文化資産

「ちば文化資産」追加選定投票 切手デザインコンテスト 作品展

千葉県誕生

下総国 印旛県 新治県 旧新治県新治県

木更津県 旧木更津県 旧木更津県

旧印旛県

旧印旛県

上総国

安房国

千
葉
県

しも  うさ

あ  わ

か ず さ

スタート1873
明治6年

太巻きずし

永田旭連の獅子舞

えんざん⑬さんの作品

hirasannopenさんの作品

チーバくん

問い合わせ
【150周年記念事業について】県文化振興課　 043-223-3946
【すごろくについて】 県報道広報課　 043-223-2241
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初の知事選挙で
川口為之助が
     当選

川崎製鉄
（現JFEスチール）が
千葉市で
操業開始

船橋ヘルス
センター開園

今年の目標を
発表する
発表できたら
3マス進む

東京オリンピック
2マス進む若潮国体・

若潮大会開催

新県庁舎
（現中庁舎）完成／
マザー牧場開園

関東大震災
が発生 銚子市誕生 市川市誕生

船橋市誕生

館山市誕生

木更津市誕生

松戸市誕生

野田市
誕生

茂原市
誕生

勝浦市誕生

鋸南町誕生

市原市誕生我孫子市誕生

鴨川市、鎌ケ谷市、
君津市、富津市

誕生

流山市、
八千代市誕生

長生村誕生

成田市、佐倉市、
多古町、東金市、
旭市、習志野市、
大多喜町、柏市誕生

白子町、長南町、九十九里町、
御宿町、神崎町、長柄町、
芝山町、東庄町、栄町誕生

県政
50周年

大正12年
1923 昭和8年

1933
昭和9年
1934

昭和10年
1935

昭和12年
1937

昭和14年
1939

昭和17年
1942

昭和18年
1943

昭和20年
1945

昭和22年
1947

昭和25年
1950

昭和28年
1953

昭和29年
1954

昭和30年
1955

昭和33年
1958

昭和34年
1959

昭和35年
1960

昭和37年
1962

昭和38年
1963

昭和39年
1964

昭和40年
1965

昭和42年
1967

昭和43年
1968

昭和45年
1970

昭和46年
1971

昭和49年
1974

昭和50年
1975

昭和52年
1977

昭和53年
1978

4年
12

平成25年
2013

平成27年
2015

平成28年
2016

平成29年
2017

令和2年
2020

令和元年
2019

令和3年
2021

谷津遊園が開園

千葉市や銚子市が
空襲で大きな
被害を受ける
／終戦

1マス進む

大正14年
1925

千葉県の好きな
場所を一つ発表する
発表できたら
3マス進む

昭和5年
1930

京葉工業
地域誕生の
きっかけ

近代五種競技のクロス
カントリーが千葉市で
行われました

一宮町でサーフィン
が、幕張メッセで五
輪3競技、パラ4競
技が行われました

1マス進む

成田空港
開港

アクアライン
ラソン初開催

「チーバベリー」
　　　  デビュー

　　「北総四都市江戸
　　紀行」が日本遺産、
佐原の山車行事（香取市）を
含む「山・鉾・屋台行事」が
ユネスコ無形文化

遺産に

ほ こ

地質年代の
区分の一つが市原市の
地層に由来する

「チバニアン（千葉時代）」
という名称に決定

東京2020
オリンピック・
パラリンピック

大網白里市
誕生

2マス進む

1マス進む

県人口
200万人

県人口
300万人

県人口
400万人

県政
100周年

昭和48年
1973

ちば県民
だより創刊

昭和27年
1952

　 　 

　ロゴマークは、県のマスコットキャラクター
チーバくんの生みの親である坂

さか

崎
ざき

千
ち

春
はる

さんが制作。
ちばの宝船をイメージしており、風を受けて、力強
く未来に向けて進んでいく様子が表現されていま
す。また、船には縁起物や千葉の名産品であるタイ、
伊勢エビ、落花生を載せており、お祝いの意味が込
められています。
　このロゴマークは県へ申請すれば、どなたでもご
利用いただけます。受付開始は1月中旬を予定して
おりますのでさまざまな場面でご活用ください。
問い合わせ 県文化振興課　 043-223-2406

　県指定伝統的工芸品を広く集め、展示販売や製作実演・
体験を行う展示会を開催します。
日時　1月21日（土）10時～18時、22日（日）10時～17時
会場 カメイドクロック1階 カメクロコート
　　　（JR総武線亀戸駅東口から徒歩2分）

　「京うちわ」、「丸亀うちわ」と共に、日本三大
うちわの一つに数えられます。丸柄で、1本
のメダケ（細いシノダケ）から作られ、美しい
半円で格子模様の窓が特徴です。
　近年では装飾品としても親し
まれています。

　次の2つは、国からも指定を受けた「経済産
業大臣指定伝統的工芸品」です。

　古くから人、物、文化などの交流が盛んに行われてきた
千葉県。このような風土と歴史に育まれ、受け継がれてきた
伝統的工芸品が県内各地にあります。
　千葉県では、伝統的工芸品産業の振興と育成を目的に、
昭和59年度から「千葉県伝統的工芸品」の指定を行っています。
製造過程や技術・技法、原材料などの基準を満たした工芸
品が、これまでに199件、指定を受けています。

千葉県　伝統的工芸品　 検索
問い合わせ　県観光企画課　 043-223-2416 　県内の鍛冶職人が伝統的な技法で製作する

刃物や仕事道具類のことです。
　江戸時代末期には、房総半島は工匠具産地
であったことが分かっています。利根川の東
遷事業や印旛沼の干拓といった大規模開発
に道具類が必要で、
製作技法が発展し
ていったと考えら
れます。

未来の千葉県はどんな姿になっているでしょうか。
明るい未来を、共につくっていきましょう。
これからも千葉県をよろしくお願いします。

周年周年をを迎えます!!迎えます!!150
150周年記念ロゴマークができました

魅力いっぱい！
千葉の伝統的工芸品

千葉県指定伝統的工芸品展

●房州うちわ

●千葉工匠具

県政150周年
2023
令和5年

ゴール



6 ちば県民だより 令和5年［2023年］1月1日（日曜日） ●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

保育士試験
日▶筆記：4月22日（土）、23日（日）
▶実技：7月2日（日）
申「保育士試験受験申請の手引き」に同封
の申請書を簡易書留で郵送。ホームペー
ジから申し込み可
※手引きは問い合わせ先へ請求してくだ
さい。
料1万2700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2400円）
受2月6日（月）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
保育士試験　 検索

県立農業大学校入学生（B日程）
　県内農業の担い手および指導者を目指
す入学生を募集します。
対▶農学科：高校を卒業した方または令
和5年3月に卒業見込みの方 など
▶研究科：農業系の大学や短期大学を卒
業した方または令和5年3月に卒業見込
みの方　など
日2月14日（火）
申願書を書留で郵送または持参
※願書は問い合わせ先へ請求してください。
受1月20日（金）～2月2日（木）（消印有効）
※持参の場合は平日8時30分～17時
料2200円（千葉県収入証紙）
問会〒283-0001東金市家

いえ

之
の

子
こ

1059
県立農業大学校　庶務教務課
0475-52-5121 0475-54-0630

千葉県立農業大学校　 検索

令和5年 測量士・測量士補試験
日5月21日（日）
申願書を持参または郵送
※願書は国土地理院、（公社）日本測量協
会、県用地課で配布。
料測量士4250円、測量士補2850円
受1月5日（木）～30日（月）（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〒305-0811茨城県つくば市北郷1番
国土地理院 029-864-8214、8248
国土地理院　令和5年測量士試験　 検索

介護職員初任者研修
対介護職への就労を目指す50歳以上
の方
日会▶1月23日（月）～3月10日（金）
男女共同参画センターゆうまつど
（JR常磐線・新京成線松戸駅から徒歩3分）
▶2月13日（月）～3月24日（金）
東金中央コミュニティセンター
（JR東金線東金駅から徒歩4分）
※いずれも全17日間。9時30分～16時
50分の間（実施日により異なります）
内仕事紹介・見学・就労相談　など
定各回10人
申電話またはファクス
料2万2000円
問（福）初穂会ほっとスペース稲毛ペコ
リーノ（木・日曜日除く9時～17時）
043-306-8520 043-306-8521

千葉県　介護　シニア人材事業　 検索

県消防学校防災研修センター実施講座
　さまざまな防災講座を無料で開催して
います。地域やご家庭の防災活動の参考
に、ぜひご活用ください。
内【自主防災組織向け】
地域防災活動コース（スタート編）、
地域防災リーダー基礎コース、
避難所開設・運営コース　など
※日程や申し込み方法など、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ANAスカイビルサービス（株）（県防災研
修事業受託事業者） 0436-63-5438
千葉県防災研修センター 　 検索

オンライン公開講座「アレルギーっ
子の防災と最新のアレルギー治療」
　毎年2月17日～23日は「アレルギー週
間」です。アレルギーっ子に必要な防災
対策とともに実際に治療に当たっている
医師が最新の治療について講演します。
視聴方法 Z

ズ ー ム

oomウェビナーによる配信
日2月4日（土）13時30分～15時
内①アレルギーっ子の防災
②食物アレルギーの実際
③アレルギー性鼻炎の治療の実際～薬の
話を中心に～
定500人（申込先着順）
申申し込みフォームから
※電話での申し込みはできません。
受1月31日（火）まで
問千葉大学病院アレルギーセンター
（千葉県アレルギー疾患医療拠点病院）

043-222-7171（内線73032）
（平日9時～16時）
アレルギー疾患情報サイト 　 検索

宮内庁新浜鴨場見学会
対県内にお住まいで、公共交通機関で会
場までお越しいただける方
日3月10日（金）
午前の部：10時～、午後の部：14時～
会宮内庁新浜鴨場（東京メトロ東西線行
徳駅から徒歩15分）現地集合・解散
定各回15人程度（申込多数抽選）
申はがき（63円）に、午前・午後いずれか
の希望と、参加希望者全員の住所・氏名
（ふりがな）・年齢、代表者の電話番号を
書いて郵送。（1通につき2人まで）
※抽選結果は当選者のみ代表者宛て2月
24日（金）までに郵送により通知します。
※参加者の追加・変更、建物の撮影はで
きません。参加者名簿は宮内
庁に提出します。
受2月10日（金）まで（消印有効）
問県自然保護課 043-223-2107
鴨場見学会　千葉県 　 検索

文書館県史講座「藩社会における執務
規則－関宿藩の生活と仕事を事例に－」
　江戸時代の藩士たちの執務規則から、
藩社会の実像に迫ります。
日2月7日（火）、8日（水）13時30分～15
時（両日とも同内容）
定各30人（申込多数抽選）
申往復はがき（126円）に、第1・第2希望
日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、返信用宛先を書いて郵送。Eメー
ル申し込み可。（1通につき1人まで）
受1月20日（金）まで（必着）

※1月27日（金）までに受講者を決定し、
順次通知します。
問 会〒260-0013千葉市中央区中央4-
15-7  県文書館 043-227-7552
bunsyokan5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県文書館 　 検索

介護に関する入門的研修
●基礎講座＋入門講座
日1月25日（水）、27日（金）、31日（火）、2
月3日（金）
※いずれも9時30分～16時45分の間
（実施日により異なります）
会東金中央コミュニティセンター
（JR東金線東金駅から徒歩4分）
●基礎講座のみ
日会▶1月29日（日）茂原市総合市民セ
ンター（JR外房線茂原駅から徒歩5分）
▶2月10日（金）船橋市中央公民館（JR船
橋駅から徒歩7分）
▶2月12日（日）南房総市三芳農村環境
改善センター（JR内房線館山駅からバス
「三芳病院前」下車徒歩2分）
いずれも10時～15時40分
内介護保険・技術・認知症などの学習や
仕事紹介・見学・就労相談　など
定各回20人程度（会場により異なります）
申電話またはファクス
問（福）初穂会ほっとスペース稲毛ペコ
リーノ（木・日曜日を除く9時～17時）
043-306-8520 043-306-8521

千葉県　介護　入門的研修 　 検索

就職氷河期世代のための
「千葉県合同企業説明会」
　求職者の皆さまと採用担当者が気さく
に話ができ、応募前に企業の強みや魅力
を知ることができます。イベント後の職
場見学や求人への応募も支援します。
対就職氷河期世代（おおむね35～50歳）
で、県内で正社員として働くことを希望
する方
日1月21日（土）
第1部：9時30分～12時30分
第2部：13時30分～16時30分
会ペリエホール（JR千葉駅直結ペリエ
千葉7階）
内参加企業約24社（各部12社程度予定）
企業説明会、採用担当者との交流会、個別
相談　など
申申し込みフォームまたは電話
問35歳からの正社員チャレ
ンジスクエア（ちば就職氷河
期世代雇用安定化促進事業）

043-245-9431
35歳からのチャレンジスクエア 　 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。
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市民公開講座
「つながる・繋

つな

げるてんかん医療
～地域で支えるネットワーク～」
日2月18日（土）13時30分～16時40分
会茂原市東部台文化会館（JR外房線茂原
駅からバス（白子車庫行き）「木崎入口」
下車徒歩8分）
内てんかんに関する5つの講演　など
定169人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
受2月12日（日）まで
問千葉県循環器病センター

0436-88-3111
千葉県　てんかん 　 検索

レ・ヴァン・フランセ　コンサート
　クラリネット奏者のポール・メイエさ
んが中心となり結成された管楽アンサン
ブル。メンバー全員が超一流のソリスト
でもあります。世界最高峰の洗練された
演奏をご堪能ください。
日3月5日（日）14時開演
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）
出演　レ・ヴァン・フランセ
ポール・メイエさん（クラリネット）、
エマニュエル・パユさん（フルート）、
フランソワ・ルルーさん（オーボエ）、
ラドヴァン・ヴラトコヴィチさん（ホルン）、
ジルベール・オダンさん（バソン）、
エリック・ル・サージュさん（ピアノ）
料S席一般5000円（30歳以下2500円）、
A席一般4000円（30歳以下2000円）、
小中高生500円（全席指定）
※未就学児入場不可
問（公財）千葉県文化振興財団

043-222-0077

ちば起業家大交流会
　県内最大級の起業家応援イベント
を開催します。
対起業に興味のある方、起業して間もな
い方、起業家を応援したい方　など
日1月19日（木）11時～17時
会幕張メッセ国際会議場2階（JR京葉線
海浜幕張駅から徒歩5分）
内ビジネスプランコンペティションによる
「ちば起業家大賞」の決定・表彰、起業セ
ミナー、支援ブース各種相談　など
申ホームページから申し込み
問県経営支援課

043-223-2712
ちば起業家大交流会2023 　 検索

ちば「働き方改革」
公労使オンライン講演会
日2月3日（金）13時30分～15時30分
内講演「全員戦力化を目指す職場づくり
～魅力ある職場を目指して～」
講師：守

もり

島
しま

基
もと

博
ひろ

さん（学習院大学経済学
部経営学科教授）　など
定500人（申込先着順）
申ホームページから申し込み
※申し込み確認後、視聴URLをEメール
でお知らせします。
受2月3日（金）12時まで
問ちばの「新しい働き方」推進
事業事務局（（株）パソナ内）

043-238-9865
公労使講演会　千葉県 　 検索

防災とボランティア週間
　毎年1月15日～21日は「防災とボラン
ティア週間」です。災害時におけるボラ
ンティアの活動は、被災者への支援や被
災地の復旧に大きな役割を果たしていま
す。災害時のボランティア活動について
考え、災害に備えましょう。
　なお、防災とボランティア週間中は「災
害用伝言ダイヤル（171）」や「災害用伝言
板サービス」の体験利用ができますので、
この機会にぜひ体験しましょう。
※「災害用伝言ダイヤル」、「災害用伝言板
サービス」は、家族の安否を確認するた
め、各電話会社が提供するものです。
問県危機管理政策課 043-223-3404

フグの素人調理は危険です
　フグの毒は、熱に大変強く、調理による
加熱では無毒にはなりません。
　令和3年に国内で発生したフグの食中
毒13件のうち、12件は家庭で発生して
います。フグを調理するには、正しい知
識と技術が必要です。素人判断で調理す
るのは大変危険ですので、絶対にやめま
しょう。
問県各保健所（健康福祉センター）
または県衛生指導課 043-223-3629

照明器具のPCB使用安定器の
処分期限まで残り3カ月です！
　高濃度PCB（ポリ塩化ビフェニル）が
使用されている安定器などは、令和5年
3月末までの処分が法律により義務付け
られており、処分期限まで残り3カ月を切っ
ています。

　昭和52年以前に建築された事業用建
物や倉庫の照明器具にはPCBが使われ
ている恐れがありますので、型番などか
らPCBの有無を確認の上、高濃度PCBが
含まれていた場合は、早急に処分手続き
などを行ってください。
問県廃棄物指導課 043-223-4344
千葉県　PCB　 検索

県庁本庁舎1階県民ホールで
美術品を展示しています
　県民ホールにある展示コーナーでは、
千葉県美術会の協力の下、日本画・洋画・
工芸・書道の部門から選定した作品を展
示しています。展示作品は3カ月ごとに
入れ替わりますので、ぜひご覧ください。
問県管財課 043-223-2087

浄化槽の法定検査を受検しましょう
　浄化槽には、毎年1回の法定検査の受
検が法律で義務付けられています。
　法定検査では、保守点検や清掃が適正
に行われているか、浄化槽からの排出水
の水質が良好かなどの確認を行います。
　年3～4回の保守点検とは別に、知事が
指定した下記の検査機関が行う検査で
す。必ず受検してください。
＜受検申し込み先＞
▶千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、
市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、
南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、
鋸南町の方
（一財）千葉県環境財団

043-246-2079
▶その他の市町村の方
（公社）千葉県浄化槽検査センター

043-246-6283
問県水質保全課 043-223-3813
浄化槽の法定検査　千葉県　 検索

令和5年千葉県警察年頭視閲
　千葉県警察年頭視閲では、年頭に当た
り、県民の安全・安心を担う警察官が治
安維持に万全を期することを誓い、パト
カーや白バイなどと共に勇ましく行進し
ます。また、普段は見ることのできない特
殊車両もご覧いただけます。
日1月17日（火）10時10分（開場9時45分）
※諸事情により中止する場合があります。
事前に県警ホームページをご
確認ください。
会幕張メッセイベントホール
（千葉市美浜区中瀬2-1）
問県警察本部警務課

043-201-0110（代表）
千葉県警察年頭視閲　 検索

事業者の皆さまへ  インボイス制度の
準備はお済みですか？
　10月から消費税のインボイス制度が
始まります。制度開始に合わせてインボ
イス発行事業者となるためには、原則、
3月31日までに登録申請が必要です。登
録申請手続きは、e-Taxまたは書面で行
うことができます。
　国税庁「インボイス制度特
設サイト」に、詳しい制度の内
容や、Q＆A、手続きに関する
情報が掲載されています。また、一般的
なご質問やご相談は、コールセンターで
も受け付けています。
問軽減・インボイスコールセンター

70120-205-553
または県税務課 043-223-2117

省エネ家電の購入を応援します！
　県では、省エネ性能の高い家電製品を
購入した県民の方を対象にキャッシュレ
スポイントなどを交付するキャンペーン
を実施しています。
対購入対象期間中に、キャンペーン参加
店舗で対象となるエアコン、冷蔵庫、エコ
キュートを購入した方（県民の方のみ）
※対象の店舗・申請方法など、
詳しくはホームページをご覧
ください。
日2月15日（水）まで
※ポイント付与額が上限（16億円）に達
する見込みになった場合、予定より早期
に終了することがあります。
ポイント付与額　購入金額に応じて1万
～3万ポイント（円相当）
問ちば省エネ家電購入応援キャンペー
ン事務局 043-375-5280
（土・日曜日・祝日を含む9時～18時）
千葉県　省エネ家電　 検索

千葉外房有料道路が無料開放されます
　千葉外房有料道路は、料金徴収期間の
満了に伴い、2月1日（水）0時から無料で
通行できるようになります。
　なお、料金所施設については順次撤去
しますので、工事期間中は速度を落とし
ての通行にご協力をお願いします。
※回数券の払い戻しなどに関
する情報については、ホーム
ページをご確認ください。
問千葉県道路公社 043-227-9331
（8時30分～17時15分）
（土・日曜日、祝日・年末年始を除く）
千葉県道路公社　 検索
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。

丸部分の4文字を組み合わせて、
答えになる言葉をつくってください。クイズ＆プレゼント

締め切り　1月16日（月）（必着） ※投函はお早めに。

1 2 3  4

5    6

7    8  9

10   11

12    13

 14

1   2 3  4

  5  6

7 8

9      10

 11 12  13

14

ギ ヨ カ イ  ダ
ユ  ク ン セ イ
ウ ミ ホ タ ル
ヒ ト  イ  バ
 オ キ  ア ジ
ウ シ ワ カ マ ル

12月号の正解
ユキダルマ（雪だるま）

※ 当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
いただいた個人情報は、賞品の発送のみに使用します。

土製のこんろ。
⑫ 粉の割合によって、二八や十割など
の種類があります。
⑬中国では山の神とされていました。

［ヨコのカギ］
① 親子などの関係性で結ばれる集団。
血筋。
④ じめじめとした場所や、石に生える
植物。
⑤小粒でもピリリと辛いです。
⑦目は○○ほどに物を言う。
⑧ 鳥が畑を荒らすのを防ぐために立て
ます。
⑩この問題は○○のカギの10番。
⑪ 賢く、理解がはやいこと。「○○を聞
いて十を知る」。
⑫ 積み重なっているもの。バウムクー
ヘンは何重もの○○でできています。
⑭ ちばレジ袋削減エコスタイル（ちば
レジエコ）のキャラクターです。

ヒント＝長い歴史が詰まっています。

［タテのカギ］
① コンクールなどで入選の次に優れて
いる賞。
② 市町村をまたぐ行政事務を取り扱う
役所。
③病気の診察や治療をする人。
④ 洋上を船で渡ること。
⑥仕事の合間などの自由に使える時間。
⑨ 炭火で食材を焼くときに使われる、

正解者は4239人でした。

　県ホームページ「ちば県民だよりク
イズ応募ページ」からご応募いただく
か、はがき（63円）に、答え、郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号と「ちば県民
だより」への意見・感想を必ず書いて、
〒260-8667（住所記載不要）県報道
広報課クイズ係へ（応募は１人１通ま

で）。正解者の中から抽選で50人に特製クオカー
ドを贈呈。いただいたご意見などは、今後の編集
の参考にさせていただきます。

応募ページ

応募方法

203

問い合わせ　県報道広報課　 043-223-2241

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

揚
げ
餅
の
み
ぞ
れ
あ
ん

〈材料〉2人分
三つ葉 1/2束（10㌘）
鶏ささ身 30㌘
ニンジン 15㌘
生シイタケ 1枚（15㌘）
長ネギ 5cm（10㌘）
水溶き片栗粉 小さじ2
大根おろし 60㌘

だし汁 150cc
薄口しょうゆ 小さじ1
みりん 小さじ2
塩 少々

切り餅（1個50㌘） 2個
小麦粉 小さじ1/2
油 大さじ1

（1人分／約210㌔㌍　脂質12.5㌘　食塩相当量0.4㌘）

【作り方】
① 三つ葉は2㌢ほどの長さに切る。鶏ささ身、ニンジン、生シイ
タケ、長ネギは千切りにする。

② 鍋にニンジンとAを入れて火にかける。沸騰したら鶏ささ身、
生シイタケ、長ネギを加え、1分ほど煮る。火を弱めてから水
溶き片栗粉を入れ、よくかき混ぜながら火を通す。とろみが
ついたら大根おろしを加え、火を止めてから三つ葉を入れる。

③ 餅は6等分して小麦粉をまぶす。フライパンに油を引き、餅
がくっつかないように並べ、弱火から中火で軽く色が付くま
で揚げ焼きにする。

④ 餅を器に盛り付け②のみぞれあんをかける。

<コツ>
　小麦粉を付けると餅がくっつきにくくなるので、まんべんな
くまぶしましょう。餅は小さいので火が通りやすくなっていま
す。焼いた餅を使ってもおいしく食べられます。鶏ささ身は胸
肉でも代用できます。〔調理協力・千葉伝統郷土料理研究会〕

三つ葉の豆知識
　県産の三つ葉の生産量は全国第1位。千葉県全体で主に水
耕栽培されたものが通年出荷されています。日本原産で、茎
と葉が食用とされ、爽やかな香りが特徴のβ-カロテンを多
く含む緑黄色野菜です。

A

問い合わせ　県立白井高等学校
047-491-1511　白井高校　 検索

地域と協力した体験学習
　白井高校は、PTAや
地域の方と協力して
特色あるさまざまな
活動を行っています。
　福祉体験学習では、
2人組になって、車い
すの利用や視覚障害
の疑似体験と、お互いを学校から駅まで誘導
する体験を行います。また、大学と連携した
取り組みとして、大学教授を招いての講座や、
大学に在籍する留学生との国際交流体験など
多様な教育活動も展開しています。

伝統技術を学ぶ
　白井高校の校章のモチーフにもなっている
藍は、白井市で古くから栽培されていました。

　白井高校では1年生を対象に、藍染め体験を
実施しています。生徒たちは、地域の藍染め
研究会の方々から指導を受けながら、バンダ
ナを思い思いの模様に染めていきます。
　参加した木

き

立
たち

さん（1年）は「思い通りに染ま
らず、白色の部分が難しかった」と藍染めの
難しさを語ってくれました。また、川

かわ

鍋
なべ

さん
（1年）は白井高校の魅力について「学校にいる
人みんなが温かく、体育祭などの行事もとて
も楽しい」と話してくれました。
　白井高校では、さま
ざまな特色ある学習
活動などを通して社
会の一員として有為
な人材を育てていき
ます。

福祉体験学習の様子

指導を受けながら染めます

～白井高等学校～
今年創立40周年を迎える白井市唯一の県
立高校。数学と英語では少人数制授業を取
り入れ、きめ細かな指導をしています。プロ
ジェクターなどICTを活用した授業も取り入
れるなど、生徒たちが学びやすい環境づくり
に取り組んでいます。

県立白
し ろ

井
い

高等学校

「青は藍より出でて藍より青し」

　鴨川中学校周辺の田畑を活用した、約1万坪の広大な敷地を
菜の花が黄色く染め上げます。ミニトレイン「ドクターイエ
ロー」の乗車体験もあり、フォトジェニックな風景を写真に収
められます。
　会場では毎日花摘み体験ができる他、
食用の菜の花や野菜・果物の販売も行
われており、自宅でも菜の花を楽しむこ
とができます。
　鮮やかな黄色に囲まれて、思い切り春
を感じられるスポットです。

2菜な畑ロード2023（鴨川市）
な ばたけ かも がわ

1月7日（土）～3月5日（日）（花摘み体験は9時30分～15時）実施期間

ドクターイエローの乗車
体験も人気

場所　鴨川市広場2163付近 菜な畑ロード
交通 JR外房線・内房線安房鴨川駅から徒歩20分。会場付近に若干の駐車

スペースあり。混雑時鴨川市役所の駐車場利用可
料金 【花摘み】10本150円　【乗車体験】1回200円（運行日：1月7日（土）、

2月5日（日）、12日（日）、19日（日）、26日（日）。1月7日は無料）
問い合わせ　鴨川市観光協会　 04-7092-0086

勝浦
県道181号

国道128号県道24号

鴨川
市役所

市立
鴨川中

館山

JR外房線

JR内房線

安房鴨川駅

→

←

菜な畑ロード

1成東ストロベリーロード（山武市）
時　期

なる とう さん む

5月中旬ごろまで

　山武市内には20軒以上ものいちご園があり、冬から春にか
けては完熟いちごを味わいに多くの方が訪れます。市内各地

の農園では、いちご狩りだけでなく、と
れたていちごの直売や手作りジャムな
どの販売もしています。
　中でも国道126号線沿いはいちご園
が密集し、ストロベリーロードの愛称が
付けられるほど。農園ごとに異なる品種
のいちごを食べ比べるのもおすすめです。
　家族や友人と一緒に、旬を味わってみませんか。
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↑

↑
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ストロベリーロード
（国道126号）

場所　山武市内国道126号線沿い
交通 JR総武本線・東金線成東駅から徒歩約15分。圏央道「山武成東IC」から車で約10分。
料金 農園や時期によって異なります。農園によって食べられる品種は異な

ります。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。
問い合わせ　山武市成東観光苺組合　 0475-82-2071

大粒のチーバベリーも
人気です

今日はチーバくんの ど こ 行 ？く

※お出かけの際は新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。

一足早い春の訪れを感じられます

いちご狩りは朝イチがおすすめ！

成東ストロベリーロード　 検索


