
　東日本大震災から12年が経ち、また今年は関東大震
災からちょうど100年の節目の年です。
　巨大地震はいつ起こるか分かりません。
　さまざまな準備や、最新の防災知識など、「備え」を
総チェックしてみませんか。
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いまこそチェック

巨大地震への備備 ええ

千葉県防災ポータルサイト

マンションなどにお住まいの方は…

電気火災を防ぐ感震ブレーカー

南海トラフ地震臨時情報

じぶん防災

北海道・三陸沖後発地震注意情報

千葉県防災ツイッター

住まいが被害を受けたとき

　地震・津波などの防
災情報の他にも、気象
ニュースや交通・ライ
フライン情報などをま
とめたポー
タルサイト
です。

　大規模な災害が起きると、公共交通機関が止ま
り、帰宅が困難になることが予想されます。
　また、災害発生直後に多くの人が一斉に徒歩で
帰宅を始めると、火災や沿道の建物からの落下物、
集団転倒などの思わぬ事故に巻き込まれる恐れ
があります。
　まずは身の安全を確保し、職場や集客施設など
の安全な場所にとどまり、状況が落ち着いてから
帰宅しましょう。

 背の高い家具はＬ字金具
や突っ張り棒などで固定

 開放防止器具を
　付ける

 ガラスに飛散
防止フィルムを
貼る

 移動しないとき
はキャスターを
固定

 就寝場所や出入
り口をふさぐ向
きに家具が倒れ
ないよう配置を
工夫する

 寝室・子ども部
屋に大きな家具
は置かない

高いビルは、震源から離れた場所でも、高層階で大
きく・長く揺れることがあります。（長周期地震動）
家具の固定は念入りに

また、別の部屋を通って避難できるよう
ベランダに物を置かない
 仕切り板・避難用はしごの使い方を把握
しておく

実は地震による火災の多くは電気が原因。強い揺れを感知するとブレーカー
やコンセントの電気を自動的に止める「感震ブレーカー」の設置が効果的です。

分電盤タイプ コンセントタイプ 簡易タイプ

　南海トラフ沿いで大地震が起きた場合などに、周
辺で巨大地震が発生することへの注意を促す情報で
す。「巨大地震警戒」「巨大地震注意」な
どの発表されるキーワードに応じた防災
対応をとってください。

　防災対策について
楽しく学べるサイト
です。防災サバイバ
ルのシミュレーショ
ンもでき
ます。

　北海道・三陸沖で大地震が発生した後に、さら
に大きな地震が発生する可能性が高まっている
ことへの注意を促す情報です。

　県内の気象情報や、
防災に関するお知ら
せを発信しています。

　片付けや修復作業に取りかかる前に、被害状況
を写真に撮っておきましょう。市町村から罹

り

災
さい

証明書を取得したり、損害保険を請求
したりする際に役に立ちます。

県危機管理政策課 043-223-2176

問 い 合 わ せ

災害時の 帰 宅 困難への「備え」

最新の防災 知 識 で「備え」

家 の中の「備え」

事前に家族と安否確認の方法や集合場所について話し合っておく

職場などに、水、食料、地図、スニーカー、懐中電灯などを
備えておく
 帰宅経路にある、支援を受けられるガソリンスタンドや
コンビニなどを確認しておく（「災害時帰宅支援ステー
ション」のステッカーが掲示されています）

県ホームページ▶ 県ホームページ▶ 政府広報オンライン▶

備蓄品の目安

やってみよう！ローリングストック

●食料
　最低3日分、できれば1週間分
水（1人1日3㍑）
米、カップ麺、レトルト食品、
菓子、栄養補助食品、
野菜ジュース など

●生活用品
カセットコンロ
カセットボンベ
ラップ
トイレットペーパー
使い捨てビニール手袋

●災害用品
簡易トイレ
携帯型ラジオ
懐中電灯
モバイルバッテリー
乾電池
ゴミ袋

●ご家庭に合わせて必要なもの
常備薬
生理用品
粉ミルク、離乳食
おむつ、お尻拭き
ペットフード、トイレシーツ
など

　普段から食料品などを多めに
買い置きし、古い物から順に使い、
使った分を補充していく備蓄の
方法を「ローリングストック」といい
ます。このように、日常と災害時の
区別なく、普段使用している物を
災害時もそのまま使用する考え方は
「フェーズフリー」と呼ばれています。

多めに備える

食べる・使う使った分
買い足す

（@chibaken_saigai）

災害用伝言サービスの使い方を確認しておく（毎月１日、
15日などに体験できます） 災害用伝言サービス　 検索
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考えよう 自分の未来を たくす者
4月9日（日）は千葉県議会議員選挙の投票日です。
　県議会議員は、皆さんの意見を県政に届ける代表者です。県議会では、県民生活に直結
する県の条例や予算の審議、議決などを行います。投票は有権者の皆さんの重要な権利で、
県政に参加する大切な機会です。棄権せず、必ず投票しましょう。
投票日時　4月9日（日）7時～20時※一部地域を除く
投票できる方　 平成17年4月10日以前に生まれた方で、県内の同一の市町村に

3月30日（木）時点で3カ月以上住所のある方
　詳しくは、ホームページをご覧ください。 千葉県議会議員一般選挙　 検索

　投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない方は、期日前投票または不在者投
票ができます。投票所の混雑緩和のため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。
期間　4月1日（土）～8日（土）　原則8時30分～20時

若年層の投票率が
低くなっているね！
大切な１票だから、
みんな投票に行こう！

問い合わせ　 県選挙管理委員会
043-223-2142

新型コロナウイルス 関連情報

　県では、道路や河川・海岸の美化・清掃などの
ボランティア活動に対するさまざまな支援を
行っています。ぜひご参加ください。

道路
アダプトプログラム

河川海岸
アダプトプログラム

支援の
内　容

•美化活動に必要な道具の貸し出しや資材の支給
•ボランティア活動保険の加入費用の負担  など

対　象
自治会、ボランティア団体、NPO法人、企業、個人
など
※１人でも参加可能です。

場　所

県が管理する国道や県
道、自転車道などの道路
※千葉市内の道路につ
いては、千葉市の制度
があるため対象外です。

県が管理する河川や
海岸

申込方法

参加申込書を提出いただいた後、県と合意書を
取り交わします。参加申込書は県各土木事務所
で配布している他、ホームページからもダウン
ロードできます。

申込先 美化活動をしようとする道路、河川・海岸を
管理する県各土木事務所

　手続きの流れなど、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。

千葉県道路アダプトプログラム　　　 検索

千葉県河川海岸アダプトプログラム　 検索

問い合わせ　県各土木事務所または
【道路アダプトプログラム】

県道路環境課　 043-223-3139
【河川海岸アダプトプログラム】

県河川環境課　 043-223-3155

美化活動に参加してみませんか
「千葉県道路アダプトプログラム」・
「千葉県河川海岸アダプトプログラム」

（　）内は定数

せんきょ君

　新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用の考え方
が3月13日（月）から見直され、マスクの着用は個人の判断が基本
となります。

　本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主
体的な判断の尊重にご配慮をお願いします。
　マスク着用の考え方が見直された後であっても、引き続き「換気」、「三
つの密」の回避、「人と人との距離確保」、「手洗い等の手指衛生」などの
基本的な感染対策を徹底しましょう。
問い合わせ　特措法協力要請電話相談窓口

043-223-4318　千葉県　マスク着用　見直し　 検索

日時　 3月10日（金）：13時～15時、17時～20時（夜間受付）
3月11日（土）：9時30分～12時、14時～16時30分
3月17日（金）：13時～15時、17時～20時（夜間受付）
3月18日（土）：9時30分～12時

場所　モリシア津田沼オフィス棟6階（JR津田沼駅徒歩2分）
問い合わせ 0120-540-197 千葉県営　ワクチン　 検索
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　夜間・休日の救急医療はどの地域も不足しています。
本当に必要としている緊急・重症の方が安心して受診
できるよう、緊急・重症の場合以外は通常の診療時間
内に受診するなど、適正に利用しましょう。
　軽い症状なのに救急車を呼んだり、救急車をタクシー
代わりに利用したりすることが問題になっています。
本当に救急車が必要な方の元への到着が遅れる可能性があるため、
不要・不急の利用は控えましょう。
問い合わせ　県医療整備課　 043-223-3886

　急な病気やけがをしたとき、「救急車を呼んだ方が良い？」「今すぐ
病院に行った方が良い？」などの相談に看護師などが電話でアドバイ
スします。

●夜間・休日の場合　救急安心電話相談
電話番号　（短縮ダイヤル）　 #7009
受付時間　平日・土曜日18時～翌朝6時

　　　　　　日曜日・祝日・振替休日　9時～翌朝6時
　※ダイヤル回線、IP電話、光電話からは　 03-6735-8305

●子どもの具合が悪くなった場合　こども急病電話相談
電話番号　（短縮ダイヤル）　 #8000
受付時間　毎日19時～翌朝6時

　※銚子市、ダイヤル回線、IP電話、光電話からは　 043-242-9939

●ちば救急医療ネット
　休日・夜間に開いている病院の情報など、救急医療に
関する情報を発信しています。  ちば救急医療ネット　 検索

救急車を呼ぶか迷ったら

救急医療は限りある資源です｡
適正に利用しましょうマスク着用の考え方が見直されます

マスクの着用が効果的な場面

•医療機関の受診時や高齢者施設などを訪問するとき
•通勤ラッシュ時など、混雑した電車などに乗車するとき
• 感染流行期に重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する
方、妊婦）が混雑した場所に行くとき

新型コロナワクチン 県集団接種会場でも接種実施中です（3月）

これからの新生活を前に、接種のご検討をお願いします（予約なし可）
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全国に誇る海の恵み
～千葉ブランド水産物～～千葉ブランド水産物～
　千葉県は豊かな自然と海に恵まれ、四季を通じて　千葉県は豊かな自然と海に恵まれ、四季を通じて
豊富な水産物が水揚げされています。豊富な水産物が水揚げされています。
　中でも全国に誇る優れた県産水産物を「千葉ブランド　中でも全国に誇る優れた県産水産物を「千葉ブランド
水産物」として県が認定し、イメージアップと消費水産物」として県が認定し、イメージアップと消費
拡大に取り組んでいます。拡大に取り組んでいます。

　令和4年度に新たに認定された3品目を含め、合計34品目の生鮮水産
物や水産加工品、ふるさと品が認定されています。ご自宅で楽しむだけ
でなく、帰省や出張のお土産などにもお使いいただけるものもあります。
数ある千葉ブランド水産物の中から、お気に入りの一品を見つけてみま
せんか。

　各認定品の特徴や問い合わせ先など、詳しくはホームページ
をご覧ください。 千葉ブランド水産物認定品　 検索

 県水産課 043-223-3045

問 い 合 わ せ

木更津おかそだちサーモン

銚子つりきんめ姿煮  浜のかあちゃん仕立て

プレミアムふかひれ姿煮

•木更津市のかずさアカデミアパークにある陸上施設で養殖された
サーモントラウトです。
•独自のろ過システムにより、人工海水を循環させて養殖するため、
排水を出さない環境に優しい養殖方法で育てられています。
•一度も冷凍せず、鮮度が高いまま消費地に届けられるため、凝縮された
うまみと弾力のある食感を楽しめます。

•原料には千葉ブランド水産物「銚子つりきんめ」を、味付けには地元の
ヒゲタしょうゆを使用しています。
•銚子市漁業協同組合のキンメダイ漁師と女性部の協力を得て、銚子
の漁師飯としてなじみのある姿煮を製品化しました。
•低温でじっくり調理することにより、ふっくらとした柔らかい食感
に仕上げています。

•銚子漁港に水揚げされる新鮮なヨシキリザメを使用しています。
•高級食材であるフカヒレを、家庭で気軽に味わえるように、レトルト
パックで製品化しました。
•地元の土産物屋、ホテル、道の駅などでの取り扱いの他、ふるさと
納税の返礼品にも利用されています。

千葉ブランド水産物認定制度

千葉の水産物を味わおう！

千葉ブランド水産物はこんなにも！

　「生鮮水産物」、「水産加工品」、「ふるさと品※」の
3種類を対象として、県内産または県内加工で
かつ衛生管理体制が確立されており、おいしい物
が選ばれています。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

千葉ブランド水産物認定制度　 検索

※生産量や流通範囲などが限定されるが、千葉らしい優れた
特性を有する産品

　県では、皆さんに県産水産物を選んでいただき、
食べていただき、おいしさを知っていただくため、
「千葉ブランド水産物認定品」や県内の漁港で水揚
げされた新鮮な「朝揚げ水産物」などを販売する
小売店や飲食店を「千葉さかな倶

く

楽
ら

部
ぶ

協力店」と
してホームページで紹介しています。
　また、中にはインターネット販売を行っている
協力店もありますので、ぜひご覧くだ
さい。

千葉さかな倶楽部協力店　 検索

品　　目 産　　地
銚子つりきんめ 銚子

外房イセエビ いすみ、御宿、勝浦

外房あわび 御宿、勝浦

大佐和漁協江戸前あなご 富津

房州黒あわび 南房総

太東・大原産真
ま

蛸
だこ

いすみ

江戸前船橋瞬〆すずき 船橋

外房つりきんめ鯛
だい

勝浦、御宿、鴨川

いすみ産マダイ いすみ

三番瀬ホンビノス貝 船橋、市川

鋸南町勝山漁協 養殖江戸前真鯛 鋸南

竹岡つりタチウオ 富津

【生鮮水産物】

品　　目
房州和田浦つち鯨

房州産鰹節・花かつお

房州産鯖
さば

節・鯖花削り

天然あわび海女の味
み

噌
そ

焼き

いすみ産大さざえ

九十九里焼き田作り

【ふるさと品】
品　　目

九十九里いわしのごま漬

手入れ海
の

苔
り

（焼のり）

さばてり焼きスモーク

いわし野菜漬

金田産一番摘みあま海苔（焼海苔）

九十九里産いわしオイルサーディン

九十九里かねとの煮干（青口、白口）

金田産焼ばら乾海苔

九十九里浜蛤
はまぐり

酒蒸し

千葉銚子水揚げピリ辛いわし

【水産加工品】

●勝浦産ひき縄カツオ（勝浦）
　春先に黒潮と共に房州沖に北上する初
ガツオ。勝浦は江戸時代からカツオ漁業
が盛んで、全国有数の水揚げ量を誇りま
す。ひき縄漁法で1尾ずつ丁寧に釣り上げ、
その日のうちに水揚げする「日戻り」なの
で、鮮度が抜群です。旬は3月～6月です。

●九十九里地はまぐり（九十九里、旭）
　貝類が生息しやすい遠浅の砂浜が約
60㌔㍍にわたって続く九十九里浜は、全
国有数のハマグリの産地です。九十九里
の荒波にもまれて育ったハマグリは、身
が厚くプリプリとした食感で、濃厚な
だしも楽しめます。

●房州ひじき（鴨川）
　春の大潮時に合わせて一気に刈り採り、
すぐに加工する房州独自の製法により、
おいしさを凝縮させています。水で戻す
だけで柔らかくなり、サラダでいただくこと
ができ、カルシウムなどのミネラルも豊富
なので、健康志向の方におすすめです。

令和4年度  新規認定品のおいしさの秘密
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幕張新都心に新しい駅が誕生します！
　3月18日（土）、JR京葉線の新習志野駅と海浜幕張駅の間に、
JR東日本千葉支社として25年ぶりの新駅となる「幕

まく

張
はり

豊
とよ

砂
すな

駅」
が開業します。
　新駅開業を記念して、「幕張豊砂駅開業まつり」が開催されます。
スタンプラリーや地産品を取り扱うマルシェ、地元学生による
演奏会など、さまざまなイベントや企画が楽しめます。ぜひお越しください！
会場　幕張豊砂駅、幕張豊砂駅駅前広場、イオンモール幕張新都心　など
開催日　3月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）
※詳しくは、イオンモール幕張新都心のホームページをご覧ください。
問い合わせ
 駅の開業について：県企業局土地事業調整課　 043-296-8479
 開業まつりについて：県地域づくり課　 043-223-2393

受動喫煙を生じさせる恐れのある場所

　受動喫煙させないための周囲への配慮は健康増進法で義務付けられています。
コンビニエンスストアなどの屋外喫煙場所や自宅・レジャー先での喫煙につい
て、苦情が増加しています。喫煙者から７㍍以内で煙の臭いを感知し、４㍍以内
で刺激症状が出ると言われています。
● たばこを吸う方へ　喫煙するときは、屋外の喫煙場所などの喫煙が可能な
場所であっても、周りの人にたばこの煙を吸わせないよう気を配りましょう。

● 施設を管理する方へ　屋外に灰皿を置く場合
は、施設を利用する人や近くを通る人などに、
たばこの煙を吸わせないよう配慮しましょう。

問い合わせ　 県健康づくり支援課　 043-223-2660

•建物の出入り口付近　•人通りの多い場所　•周囲に人が集まる場所
• 煙が施設の屋内に流れ込む場所（窓や換気扇の近く）　など
　子どもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするよう
な場所は、特に気を付けてください。

そのたばこの煙、周囲の人を困らせていませんか？

各種相談窓口
県政に関する相談　県報道広報課広聴室（県庁本庁舎2階）

犯罪被害者相談（県くらし安全推進課）
〈9時～12時、13時～17時〉 043-223-2267………… TEL

消費生活相談（県消費者センター）
〈9時～16時30分、土曜日は16時まで〉 047-434-0999… TEL

児童相談（子ども・家庭110番）
（児童相談所虐待対応ダイヤル）〈24時間365日〉 189
（児童相談所相談専用ダイヤル）〈毎日8時30分～20時〉

043-252-1152

………… TEL

………………………………………………………………… TEL医療相談（県医療安全相談センター） 
〈9時～12時、13時～16時30分〉 043-223-3636
※千葉市・船橋市・柏市に在住の方や所在する医療機関に関することは
各市の医療安全相談窓口にご相談ください。

… TEL

高齢者電話相談（県高齢者福祉課） 043-221-3020… TEL

弁護士による無料法律相談（県報道広報課広聴室）
〈月2回、予約制〉 043-223-2249・2250……………… TEL

産廃110番（産廃残土県民ダイヤル）（県廃棄物指導課）
　〈24時間・365日受付〉 043-223-3801…………………… TEL

ちば認知症相談コールセンター〈月・火・木・土曜日
　10時～16時〉

交通事故相談〈受付時間9時～12時、13時～16時30分〉
　（県交通事故相談所本所） 043-223-2264
　（ 〃 東葛飾支所） 047-368-8000
　（ 〃 安房支所） 0470-22-7132………

……

…………………

TEL

TEL

TEL

こども急病電話相談〈365日受付、19時～翌朝6時〉 
#8000 または 043-242-9939………………………………… TEL

救急安心電話相談〈月～土曜日18時～翌朝6時、日曜日・祝日・GW・ 
年末年始9時～翌朝6時〉 #7009 または 03-6735-8305… TEL

宅地建物取引に関する法律相談（県建設・不動産業課）
　〈月1回、予約制〉 043-223-3238………………………………… TEL

男性〈火・水曜日 16時～20時〉 043-308-3421

女性・男性のための電話相談（県男女共同参画センター）

………… TEL

女性〈火～日曜日 9時30分～16時〉 04-7140-8605… TEL

DV（配偶者などからの暴力）等女性相談（県女性サポートセンター）
　〈24時間・365日受付〉 043-206-8002………………… TEL

教育相談（県子どもと親のサポートセンター）
〈24時間・365日〉 0120-415-446…………………………

※特に記載がない場合、
　相談日時は月～金曜日
　（祝日を除く）9時～17時です。

電話de詐欺相談（県警察本部） 0120-494-506
　〈月～金曜日 8時30分～17時15分（祝日・年末年始を除く）〉

……

で

TEL 043-223-2249・2250　 043-227-3613

TEL

TEL

TEL

TEL

葛南地域振興事務所（船橋市）
東葛飾 （松戸市）

印旛 （佐倉市）

香取 （香取市）

海匝 （旭市）

山武 （東金市）

長生 （茂原市）

夷隅 （大多喜町）

安房 （館山市）

君津 （木更津市）

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

047-361-2111

0478-54-1311

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

TEL

0475-22-1711
0470-82-2211

0438-23-1111

TEL047-424-8368

TEL043-483-1111

TEL0479-62-0261

TEL 0470-22-7111

TEL 0475-54-0222

FAX

子ども・若者総合相談（ライトハウスちば）
　〈火～日曜日 10時～17時（月曜日が祝日の場合は営業し、翌
　火曜日休み）〉　 043-420-8066……………………………………… TEL

#7100または 043-238-7731TEL…

千葉 コレ
千葉県水産情報通信センター 100

漁業の安全を守る
情報発信基地
　千葉県水産情報通信セン
ターは、夷隅郡御宿町の高
台に位置し、漁船の安全確
保や漁業の効率化支援を目
的に、それまで県内3地区
にあった漁業無線局を統合し平成4年に運用を開始しました。
　漁業無線を使い、海上の気象や水揚げ情報の提供に加え、
海難事故などの緊急対応にあたるため、24時間365日体制
で千葉県の漁業の安全を守っています。

東日本大震災での大活躍
　東日本大震災では、太平洋沿岸に津波が押し寄せ、千葉県で
も多くの船が被害を受け当センターも、その対応にあたって
いました。そのような中で、通信手段が途切れた岩手県にお
いて、釜石漁業無線局からの緊急無線連絡を受信し、被災情報
や救助要請を岩手県庁へ中継することで、被災者の人命救助・
安全確保などに貢献。このことが評価され（一社）全国漁業
無線協会などから表彰されました。
　日本で漁業無線局が開設されてからもうすぐ100年を迎え
ます。長く利用されている
システムのため信頼性が
高く、災害時などにおける
その重要性が改めて見直さ
れており、今後の水産情報
通信センターの更なる活躍
が期待されています。
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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

自衛官などの採用試験（第1回）
対各試験区分によって異なります。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。
日①一般幹部候補生「大卒程度試験」、
「院卒者試験」：4月22日（土）、23日（日）
②歯科・薬剤科幹部候補生：4月22日（土）
③医科・歯科幹部：6月23日（金）
④一般曹候補生：5月19日（金）～28日
（日）のうち、いずれか1日を受付時に指定
⑤自衛官候補生：受付時に指定
申願書を問い合わせ先または県内の各
自衛官募集事務所へ持参または郵送。
③以外については専用ホームページから
の申し込み可。
※願書は問い合わせ先に請求
受①②4月14日（金）まで（必着）
③6月8日（木）まで（必着）
④5月9日（火）まで（必着）
⑤年間を通じて行っています
問〒263-0021千葉市稲毛区轟

とどろき

町1-1-
17 防衛省自衛隊千葉地方協
力本部 043-251-7151
自衛隊　千葉　 検索

令和5年度前期技能検定
対各職種において所定の実務経験など
を有する方
等級　1級～3級、単一等級
職種　造園、機械加工、電気機器組み立
て、塗装など51職種
申指定の振込先へ受検手数料を納付し
た証明と、受検申請書・写真票など指定
の書類を簡易書留など配達記録が残る方
法で送付
※受検案内・受検申請書など
はホームページをご覧くださ
い。
受4月3日（月）～14日（金）消印有効
問〒261-0026千葉市美浜区幕張西4-1-
10 千葉県職業能力開発協会

043-296-1150

二級建築士・木造建築士試験
日▶二級建築士／学科：7月2日（日）、設
計製図：9月10日（日）
▶木造建築士／学科：7月23日（日）、設
計製図：10月8日（日）
申ホームページから申し込み
※インターネットによる申し
込みが行えない場合は、4月
10日（月）までに問い合わせ先に連絡
料1万8500円
受4月3日（月）～17日（月）16時まで
問（公財）建築技術教育普及センター

050-3033-3822
建築技術教育普及センター　 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
※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（県健康福祉セ
ンター）、住まい情報プラザ、県立中央図
書館などで3月下旬から配布します。
受4月1日（土）～15日（土）消印有効
※菊

きく

間
ま

（市原市）・蔵
くら

波
なみ

（袖ケ浦市）県営住
宅および薬

やく

円
えん

台
だい

地域特別賃貸住宅（船橋
市）は常時募集を行っています。
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

暮らしとこころの相談会
　悩み事やお困り事を抱え、日々の暮ら
しがつらくなってしまっていませんか。
　3月は自殺対策強化月間です。一人で
悩まずに、ご相談ください。
日3月25日（土）13時～16時（最終受付

15時30分）※事前申込不要
会らいふあっぷ習志野（京成線京成津田
沼駅から徒歩1分）
内暮らしと家計の問題、こころの相談に、
弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士、臨
床心理士、医療ソーシャルワーカーが複
数でお話を伺います。
問千葉県弁護士会 043-227-8431
県健康づくり支援課 043-223-2668

不動産に関する無料相談会
　不動産鑑定士による不動産の価格や賃
料などの相談会を開催します。
日会▶4月11日（火）松戸商工会議所4階
小会議室（JR常磐線松戸駅から徒歩8分）
▶4月12日（水）市川市役所第一庁舎5階
第2委員会室（JR総武線本八幡駅から徒
歩10分）
▶4月14日（金）千葉中央駅前ビル5階会
議室（京成線千葉中央駅から徒歩1分）
※全て10時～16時
申直接会場で申し込み（当日申込先着順）
問（公社）千葉県不動産鑑定士協会

043-222-5795

点訳・音訳ボランティア養成講座
　視覚障害者のための「点字図書」「声の
図書」製作ボランティアを養成します。
対点訳・音訳に興味があり、パソコンの
基本的な操作ができる方
日4月から令和6年3月まで  隔週全20回
点訳：火曜日午前、音訳：木曜日午前
定点訳20人、音訳20人
申申込書をメールまたは郵送。
※募集要項・申込書はホームページから
ダウンロードしてください。
料教材費など（点訳は約1万円、音訳は約
2千円）
受4月7日（金）まで（必着）
※詳しくは募集要項をご覧く
ださい。
問〒284-0005四街道市四街道1-9-3
視覚障害者総合支援センターちば
点訳係 043-308-8358
tenyaku-yousei@tisikyo.jp

音訳係 043-424-2390
onyaku-yousei@tisikyo.jp

千葉県視覚障害者福祉協会 　 検索

千葉ロッテマリーンズ県民特別招待
　令和5年千葉ロッテマリーンズの新シー
ズン開始と県誕生150周年を記念して、
県民の皆さまを特別招待します。
対県内に在住、通勤または通学している方
日①4月8日（土）（14時開始）対東北楽天
ゴールデンイーグルス戦

②4月9日（日）（14時開始）対東北楽天
ゴールデンイーグルス戦
③4月14日（金）（18時開始）対オリックス・
バファローズ戦
④4月15日（土）（14時開始）対オリックス・
バファローズ戦
⑤4月16日（日）（14時開始）対オリックス・
バファローズ戦
会ZOZOマリンスタジアム（JR京葉線海
浜幕張駅から徒歩15分）
定各日2000人（申込多数抽選）
※一度の申し込みにつき2～4人応募可能
※席種：内野指定席（フロア4）
申ホームページから申し込み
受3月6日（月）10時～19日（日）22時まで
※抽選発表：3月下旬にメール送信
問マリーンズ・インフォメー
ションセンター

0570-026-226

中央博物館 春の展示
「ちばの植物 探・検・隊！」
　これまで、牧

まき

野
の

富
とみ

太
た

郎
ろう

をはじめさまざまな
研究者が県内を探索
し、なんと2500種類以
上の植物が発見されて
います。展示では、珍しい植物の標本や、
植物の見分け方、調査で使う道具などに
ついて解説。3月11日には先着200人に
オリジナル缶バッジをプレゼントします！
日3月11日（土）～5月28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）、5月9日（火）
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

海の博物館 企画展示
「房総の魚 名魚・珍魚・ふつうの魚」
　房総で1例しか発見されていない魚
や、珍しいピンク色のカツオ、ふつうの魚
の意外な生態など、名魚・珍魚からふつ
うの魚まで約50種が大集結！
日5月7日（日）まで
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

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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千葉交響楽団第113回定期演奏会
「あふれる才気を楽しむ」
日5月27日（土）14時開演（13時15分開場）
会市川市文化会館（JR総武線本八幡駅か
ら徒歩10分）
出演：山

やま

下
した

一
かず

史
ふみ

さん（指揮）、大
おお

森
もり

啓
けい

史
じ

さ
ん（ナチュラルホルン）
曲目：J.C.バッハ／シンフォニア変ロ長調
作品18-2（歌劇「ルーチョ・シルラ」序曲）
モーツァルト／ホルン協奏曲第3番変ホ
長調K.447
ベルリオーズ／幻想交響曲作品14
料S席4千円、A席3千円、B席2千円（全席
指定）
問（公財）千葉交響楽団事務局

043-222-4231
千葉交響楽団 　 検索

千葉県債（10年債）を発行します
受付期間　3月6日（月）～13日（月）
償還方法　10年満期一括
償還期日　令和15年3月25日
購入可能額　1万円～上限なし（1万円単位）
利払い　年2回（9月､3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、みずほ、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。
※令和5年度の発行計画は4
月号に掲載予定です。
問取扱窓口または県財政課
043-223-2074 千葉県債　 検索

自動車の登録手続きを忘れずに
　自動車税（種別割）の納税通知書は、4
月1日現在の登録に基づいて送付されま
す。自動車を譲渡・廃車したとき、住所
を変更したときなどは、管轄の運輸支局
などで必ず登録手続きをしてください。

※詳しくはホームページをご
覧ください。
問千葉運輸支局

050-5540-2022
または次の自動車検査登録事務所
野田 050-5540-2023
習志野 050-5540-2024
袖ヶ浦 050-5540-2025
自動車税　千葉県　 検索

不動産の相続登記の申請が
義務化されます
　令和6年4月1日から、不動産の相続登
記申請が義務化されます。義務化後は、
相続によって所有権を取得したことを知っ
た日から3年以内に相続登記の申請をし
なければならなくなります。この相続登
記の申請義務は、既に所有者が亡くなっ
たにもかかわらず、相続登記の申請をし
ていない場合にも適用されます。
　また、正当な理由がないのに義務に違
反した場合、10万円以下の過料が適用さ
れる場合があります。
※詳しくは最寄りの法務局に問い合わせる
か、法務省のホームページをご覧ください。
問千葉地方法務局不動産登記
部門 043-302-1312
法務省　所有者不明　 検索

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

納付書からP
ペ イ ジ ー

ay-easyで支払い
できる対象項目が増えました
対会議室や体育館、道路や河川、港湾施
設などの使用料
利用できる金融機関　①ATMおよびイ
ンターネットバンキング（千葉銀行、京
葉銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱
UFJ銀行、りそな銀行、群馬銀行、ゆうちょ
銀行、各農業協同組合）
②インターネットバンキング（千葉興業
銀行、常陽銀行、筑波銀行、きらぼし銀行、
東日本銀行、中央労働金庫、各信用金庫、
各信用組合、PayPay銀行、楽天銀行　など）

※コンビニエンスストアに設置されてい
るATMでは納付できません。
※インターネットバンキングを利用する
場合は、各金融機関の利用契約が必要です。
問県出納局 043-223-3310

福祉人材センター、外国人介護人材支援セ
ンター、保育士・保育所支援センター移転
　4月に予定されている新社会福祉セン
ター（千葉市中央区千葉港4-5）への移転
に伴い、3月11日（土）および4月1日（土）
は臨時休業となります。
　また、3月13日（月）から3月31日（金）
までは現社会福祉センター（千葉市中央
区千葉港4-3）で通常どおり営業します。
問（福）千葉県社会福祉協議会
043-245-1101（代表）

（日曜日除く10時～18時）
千葉県　福祉人材センター　 検索

千葉県文化会館の休館
　千葉県文化会館は、施設老朽化に伴い、
令和5年度から全館休館し、大規模改修
工事を予定しています。
日4月1日（土）～令和7年6月30日（月）（予定）
問県文化振興課 043-223-2406
千葉県文化会館 043-222-0201

進学・進級時における少年の
非行・被害防止対策の推進
　進学・進級の時
期は、生活環境の
変化に伴い、少年
が深夜はいかい、
喫煙、飲酒などの
不良行為や、万引き、大麻をはじめとする
薬物乱用などの非行に走りやすく、また、
SNSなどのコミュニティサイトの利用を
きっかけに、家出をしたり、犯罪に巻き込ま
れたりするケースも少なくありません。
～保護者の皆さまへ～
　お子さまのインターネットなどの利用に
起因する被害や家出、トラブルの防止には、
●ペアレンタルコントロール（保護者に
よる管理）
●積極的なフィルタリングの利用
●時間管理機能、課金制限機能などによ
る適切な利用
●話し合いによる家庭内のルール作り
などを保護者が責任をもって行うことが
重要です。
問県警察少年センター　ヤング・テレホン
（電話相談） 70120-7

ナヤミヨクナル

83497
月曜日～金曜日
（休祝日、年末年始を除きます。）
※面接での相談は予約をお願いします。

里親制度って、知っていますか？
　里親とは、さまざまな事情で家庭で生
活できない子どもたちを、保護者の代わ
りに家庭的な雰囲気の中で愛情深く育て
てくださる方をいいます。
　里親の下で育つことにより、子どもは
特定の大人との愛着関係を育み、自分を
受け入れてもらえるという安心感や、人
間関係における信頼感が得られます。　
また、子どもが将来自分で家庭を築くと
きに備え、「家庭」のモデルを知ることが
できます。
　さらに、身近な地域社会の中で成長す
ることで社会性を養い、いろいろな生活
経験を経て生活技術が身に付きます。
　一方で、まだ里親の数が足りていない
のが現状です。里親に関心をお持ちの方
は管轄の児童相談所にお問い合わせくだ
さい。
問県各児童相談所または
県児童家庭課 043-223-2322
里親制度　千葉県　 検索

千葉県献血推進強調月間
　県では、3月を「千葉
県献血推進強調月間」
と定めて、献血の協力
を呼びかけています。
　春先は気候の関係や
風邪などで体調を崩す
方が増えることや、年度替わりで学校や
企業の協力が得られにくいことから、献
血者が減少し、血液が不足する傾向にあ
ります。
　皆さまの献血への積極的なご協力をお
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
お問い合わせください。
問千葉県赤十字血液センター献血推進課

047-457-9927
県薬務課 043-223-2614

千葉県　献血　 検索

「ちば県民だより」2月号
掲載内容の訂正とおわび
　令和5年2月5日発行の2月号7面「お知
らせ」に掲載いたしました「千葉県債（5年
債）を発行します」に誤りがありました。
　正しくは次の通りです。訂正しておわび
いたします。
●訂正箇所
（誤）返還方法　（正）償還方法
（誤）債還期日　（正）償還期日

けんけつちゃん
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。

1    2  3

  4  5

6 7  8

9     10 11

  12

13

丸部分の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　3月15日（水）（必着） ※投函はお早めに。

1 2  3  4

 5 6

7     8

9

    10

11    12

ア カ  コ サ ジ
 モ ケ イ  ン
ミ  ン  ナ べ
リ ー ダ ー  エ
ヨ  マ  ヒ ザ
ク モ  ナ ナ メ

2月号の正解
アヒージョ

※ 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。

※画像はイメージです。

⑧牛や豚の舌の部位のこと。
⑨貴重品の盗難を防ぎます。
⑩主君や領主の敬称。「○○様」。
⑬ 東京湾を横断する道路。昨年4年ぶ
りにマラソンイベントが開催されま
した。

［タテのカギ］
① 大きな翼を持ち、平均時速は800㌔
を超えます。
②太陽の光が当たる場所。
③ 養老渓谷や清水渓流にあるものが
有名です。
⑤ クイズの答えが分からない時、助け
になります。
⑦泡立てるとメレンゲになります。
⑪お店の軒先にかける布。
⑫ とげが特徴的な植物。本数や色に
よって花言葉が変わります。

ヒント＝関東と関西では味が違います。

［ヨコのカギ］
① 何かを説明する時に、他の物事に例
えて表現する方法。
④ 「オーエス」の掛け声とともに、二組
に分かれて戦います。
⑥表の反対。

正解者は4465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20人に「寝た芋けんぴ
詰め合わせ（甘味・塩味）」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

食のちばの逸品2022  一般部門  金賞

プレゼント！
「寝た芋けんぴ詰め合わせ」

問い合わせ　県報道広報課　 043-223-2241

房
総
の
漁
師
メ
シ

カ
ツ
オ
の
ま
ご
茶

〈材料〉2人分
カツオの刺し身 100㌘
長ネギ 20㌘
ショウガ 10㌘
ニンニク 1片
みそ 10㌘

かつお節 5㌘
水 200cc
塩 少々
三つ葉 3～4枚
ご飯 200㌘

（1人分／約230㌔㌍　脂質0.8㌘　食塩相当量0.7㌘）

<房総半島の漁師料理「まご茶」>
　「まご茶」とは船の上で「まごまご」せずに食べられるよう、イワシやアジ
などをのせたご飯にだし汁をかけた房総半島南部の漁師料理です。そん
なまご茶を同じく郷土料理のなめろう仕立てにしてみました。薬味の風
味が加わり、一味違ったおいしさが味わえます。お好みの魚を使って、皆
さんの１杯を楽しんでください。〔調理協力・千葉伝統郷土料理研究会〕

カツオの豆知識
　カツオは低脂肪、高タンパク質で健康に良いとされています。４面で
紹介した千葉ブランド水産物の「勝浦産ひき縄カツオ」は一尾ずつ丁寧に
釣り上げた上に、その日のうちに市場に並ぶことから「日戻りカツオ」と
も呼ばれ、鮮度抜群。もちもちとした食感と爽やかな甘みが特徴で、ショ
ウガやニンニクと一緒に刺し身やたたきで食べるのもおすすめです。

205

【作り方】
① 長ネギ、ショウガ、芯の部分を取り除いたニンニクをみじん
切りにし、みそと混ぜ合わせる。

② カツオは粗めのみじん切りにし、①と包丁でたたいて混ぜる。
③ 鍋に水を入れて火にかけ、沸騰したらかつお節を入れて
だしを取り、塩を加え味を調える。

④ ご飯を器に盛り付けたら②をのせ、③のだし汁をかけ彩りに
三つ葉を添える。

問い合わせ　県立京葉工業高等学校
043-251-4197　京葉工業高校　 検索

ものづくり、そして商品化へ
　京葉工業高校では、
「ものづくり」を通し
て、社会で求められ
るような生徒の育成
に取り組んでいます。
　その一環として、
企業と連携し、商品
開発やコスト計算、製造・出荷までの流れを
学ぶ企業連携授業を行っています。
　この授業では、生徒が自ら新商品を考案し、
商品開発の提案や市場調査など製作に関わる
全ての工程に携わっています。

刺激を与え合う発表
　毎年1月に開催される「課題研究発表会」で
は、さまざまなテーマによる発表が行われ、生

徒たちの研究の集大成の場となっています。
　スマート農業についての発表を行った電子
工業科の吉

よし

田
だ

さん（3年）は「発表会を通して、
自分の努力の成果を見てもらえることがうれ
しい」と話してくれました。また、吉田さんの
グループは県内各工業高校の代表者たちによ
って行われる「生徒研究発表会」に出場し、最
高得点を獲得しました。機械科の宍

しし

倉
くら

さん（3
年）は学校の魅力について「普通科では触れら
れないような珍しい機械を使えることが良い経
験になる」と語って
くれました。
　京葉工業高校では
今後もさまざまな体
験を通して、社会から
期待される工業技術
者を育てていきます。

現場のプロからの指導を受けます

工業での学びを農業にも生かします

～京葉工業高等学校（千葉市）～
機械科、電子工業科、設備システム科、建設
科の4学科からなる全日制の高校。実習は
10人以下の少人数制を取り入れています。
進学や就職に向けて、大学や企業、官公庁な
どを見学する「産業見学」も行っています。

県立京葉工業高等学校

「社会に1番近い学校」

　2011年の東日本大震災で津波の被害を受けた旭市で、その
甚大な被害の記憶を後世に伝える防災資料館。最大の津波が
到達した17時26分で止まったままの「忘れじの時計」や避難
所生活を再現した模型など、風化させて
はいけない震災の記憶と共に、震災後の
風評被害や復旧・復興の歴史が写真や
映像・実物資料で展示されています。
　いつ起こるか分からない災害に備えて、
私たちにできることを考えてみませんか。

2旭市防災資料館（旭市）
あさひ

9時～17時開館時間

津波で被災し止まった
ままの時計

場所　旭市萩園1437　　入館料　無料
交通　 銚子連絡道路「横芝光IC」から車で45分または東関東自動車道「大栄IC」

から車で55分（無料駐車場あり）。JR総武本線旭駅からバス「食彩の宿
いいおか入口」下車徒歩5分（バスは本数が少ないためご注意ください）。

休館日　月曜日（祝日の場合は開館し、翌日以降で最初の平日が休館日）
問い合わせ　旭市防災資料館　 0479-57-6712

旭市防災資料館
（いいおか潮騒ホテル）

飯岡駅

国道
126号

JR総武本線

道の駅
季楽里あさひ

銚子

成東

→

←

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。

津波を伝える石碑が市内に建てら
れています

1白井総合公園（白井市）
見　頃

しろ い

4月上旬～4月下旬（ソメイヨシノ）

　「今井の桜」や「桜台地区の桜並木」など、桜の名所が多数ある
白井市。白井市役所裏通りの桜並木と、隣接する白井総合公園

も、そのうちの一つです。
　ソメイヨシノが植栽された白井総合
公園の園路は、春になるとお花見に訪
れる方でにぎわいます。芝生広場では
レジャーシートを広げてくつろぐこと
ができたり、全長15㍍のローラー滑り
台や複合遊具で遊べたりと、地域の憩
いの場となっています。

白井総合公園

小室駅
白井駅

白井
市役所

北総線

国道464号

国道16号

新鎌ヶ谷

→

←
印旛日本医大

場所　白井市復1422-10
交通　 北総線白井駅から徒歩15分またはバス「白井市役所」下車徒歩1分

無料駐車場あり（250台）
問い合わせ　白井市都市計画課　 047-492-1111（代表）

総面積7.8㌶の開放的な公園 市役所前の桜並木




