
県有財産を入札で売却します

所在地 面積（㎡） 地目（種類） 最低売却価格（万円） 開札日時

多古町多古字
町田338-2

694.44 宅地
109万円 11月 20日（木）

午前10時 30分117.76
共同住宅

176.64

外国人を雇用する場合は在留資格の確認を !!
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0479-76-2611（代表）

総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
地域振興課 76-5408
水 道 課 76-5406
建 設 課 76-5407
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役 場 FAX 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

教 育 課
76-5411
76-7811

公 民 館 79-3406

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

■旭中央病院講演会■	とき●11月 8日（土）【受付】午後1時 30分【講演】午後 2時　ところ●旭中央病院 3号館 5階大会議室　演題●『地域で生
きる』①自立支援センターと地域病院との関わり（特定非営利活動法人『自立支援センターむく』木村利信理事長）②私の自立生活（武藤耕造氏）
問合せ●国保旭中央病院リハビリテーション科☎ 63-8111

●住民相談　11月20日（木）

午前9時30分～午後3時
役場1階第1会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　11月18日（火）

午前10時～午後3時
（受付：午後2時30分まで）
役場1階第1会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・木・金曜日）

午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■教育課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）

午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月～金曜日）

午前9時30分～11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係☎76-3185

あなたの経験を生かそう‼
公立小 ･ 中学校講師を募集	

　北総教育事務所管内小･中学校の
講師を募集します。教員免許状をお
持ちの方の登録をお願いします。
職種●①臨時的任用講師
　　　②非常勤講師
資格●①②ともに 60 歳未満で教員
免許状を有する方

給与等●①【月額】22万円程度
　（大学新卒の場合で週 40時間）
　②【時給】2,830 円等（週 10時間）
　　【月給】172,000 円（週 30時間）
問合せ●県教育庁北総教育事務所管
理課☎ 043-483-1148

気軽に参加してみませんか？
介護者のつどい	

とき● 11月 12日（水）
　午後 1時 30分～ 3時
ところ●保健福祉センター
テーマ●『床ずれの予防と介護』
参加費●無料
申込み問合せ●多古町地域包括支援
センター☎ 70-6111

募集

■糖尿病フェスティバル■　とき●11月 15日（土）午前 9時～午後 3時　ところ●【講演･展示等】成田赤十字病院看護専門学校講堂
【昼食会】成田赤十字病院F棟 6階講堂※予約制　内容●日赤討糖会の活動紹介と体験交流、講演『糖尿病フットケア』、展示･相談など
問合せ●成田赤十字病院社会課☎ 0476-22-2311内線 7502

平成20年住生活総合調査にご協力を

　個人･法人を問わず参加できます。本地の上に存する建物、工作物付きの
売買となり、最低売却価格以上で、かつ最高金額の入札をした方が落札者と
なります。
入札案内書●県庁総務部管財課および県民センター（事務所）にて配布
入札期間●10月 31日（金）～11月 13日（木）

　12月1日を基準日として、5年に1度全国で住生活総合調査が行われます。
この調査は、住宅の住み心地や、最近の居住状況の変化など、今後の住宅
対策を進める上での貴重な基礎資料とさせていただくものです。
　対象となった世帯には、知事が任命した調査員が 11月下旬から調査票を
持って伺いますので、ご協力をお願いします。
※調査内容は統計作成のみに使用するもので、その他の目的には一切使用しません。
問合せ●建設課管理係☎ 76-5407

LPガス業者とのトラブルが急増しています
　最近、仲介手数料目的のガス切り替え勧誘専門業者を
めぐるトラブルが急増しています。
★新たな販売店を選ぶときは、次の点に注意しましょう。
　①提示された料金が急に値上げされることはないか
　②契約内容に不利な点はないか
　③保安やサービス内容はどうなっているか

※「消費者センター」「○○協会」「NPO法人○○」など公的機関に
似た名称を名乗る勧誘電話に十分ご注意ください。

▼もしものときの相談は…◎千葉県消費者センター	 ☎ 043-434-0999
	 ◎ LPガスお客様相談窓口	☎ 043-246-1579

※物件情報は、県のホームページでもご覧になれます。
　:http://www.pref.chiba.lg.jp/koumoku/ken-yuuchi
問合せ●県庁総務部管財課財産管理室☎ 043-223-2078 ･ 2092

11月9日（日）～15日（土）　秋季全国火災予防運動が実施されます

　運動初日の 9日（日）午前 7時には、管内一斉のサイレン吹鳴を行います。
■住宅防火　いのちを守る　7 つのポイント■
	 ①寝たばこは、絶対にやめる
	 ②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
	 ③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
	 ①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器等を設置する
	 ②寝具･衣類･カーテンからの火災を防ぐため、防炎製品を使用する
	 ③火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器を設置する
	 ④	お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる
問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部予防課☎ 0478-83-2245

３つの
習慣

４つの
対策

『火のしまつ　君がしなくて　誰がする』

　外国人を雇用する事業主は、必ずパスポート･外国人登録証明書等で在留
資格の確認をしましょう。
＜雇用できない外国人＞
・不法滞在の状態にある外国人
・在留資格が文化活動･短期滞在･留学･修学･研修･家族滞在の外国人
・外国人登録証明書上の在留資格欄に在留資格なしと記載されている外国人
問合せ●香取警察署☎ 0478-54-0110

原爆被爆二世の方々へ
平成20年度健康診断を実施します	

対象者●原爆被爆者の実子で、県内
に住所を有し受診を希望される方
（受診希望者多数の場合は、昨年
度未実施者を優先）

実施期限●平成21年 3月 10日（火）
申込期限●平成21年 2月 10日（火）
申込方法●受診を希望される方の郵
便番号･住所･氏名･生年月日･電話
番号および被爆者である親の郵便
番号･住所･氏名･被爆者健康手帳
番号を書き封書にて郵送
※検査種類により一部自己負担有り。
申込み問合せ●〒260-8667千葉県庁
　健康福祉部健康福祉指導課
　☎ 043-223-2349

給与支払者（源泉徴収義務者）が対象
年末調整等説明会	

とき● 11 月 11 日（火）
　【用紙配布】午後 1時 30 分～ 2時
　【説明会】午後 2時～ 4時
ところ●香取市佐原文化会館
※都合がつかない方は11月5日（水）
午後2時～4時（香取市山田公民館）
に出席されても差し支えありません。
問合せ●佐原税務署
　☎ 0478-54-1331

ご相談ください
特設住民相談	

　弁護士・人権擁護委員・行政相談
委員による無料相談です。
とき● 12月 5日（金）
　午前 9時 30分～午後 2時
ところ●役場 1階第 2会議室
※弁護士への相談は予約制です。予
約の受付は、11月 13 日（木）の午前
9時からです。
申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

知っていますか？
11月は『児童虐待防止推進月間』	
　児童の虐待は、子どもの生命が奪
われたり、心身の発達や人格の形成
に重大な影響を与え、社会全体で早
急に解決すべき重要な課題となって
います。
　今年の標語は「助けての	小さなサ
イン	受け止めて」。一人ひとりが児
童虐待問題についての理解を深め、
もしも虐待に気付いたら役場子育て
支援課☎ 76-5412 へ連絡ください。

お知らせ

農業用廃ビニール類の回収
　廃ビニール類を搬入するときには登録が必要です。
　産業経済課で事前に受付けていますので、早めの登録
をお願いします。
とき●【12 月 8日（月）】午前 9時～午後 4時
　　　【12 月 9日（火）】午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター
処理料● 1kg につき 9円
※廃プラ類（肥料・培土袋も含む）はビニール袋には入れ
ず、1枚ずつ重ねて束ねた状態で出してください。
問合せ●産業経済課農産係☎ 76-5404

水道メーターを無料交換します
　使用してから 8年を経過する水道メー
ターを無料で交換します。当日お留守の
場合もメーターを交換させていただきま
すので、ご協力をお願いします。
該当地区●井戸山･台作･西古内･高津原
　二本松・大穴･大門･桧木･出沼･本三倉
　谷三倉
交換期間● 12 月 1 日（月）～ 7日（日）　
※メーターボックスの交換を希望する場合は有料となり
ます。その際は施工業者と個別の契約をお願いします。
問合せ●水道課工務係☎ 76-5406

保育園入所案内の配布
　平成 21 年 4 月から、新たに町内の保育所に入所を希
望する方を対象に、入所案内を配布します。
入所案内の配布● 12 月 1 日（月）から
　（中央保育所･北保育所･東保育所）
入所申請の受付● 12 月 17 日（水）午前 9 時～午後 4 時
　（中央保育所おゆうぎ室）
※在園児で、すでに来年度の保育
を承諾済みの場合は、申請の必要
はありません。
問合せ●子育て支援課こども係
　☎ 76-5412

多古中央病院 皮膚科外来を開設
診察を希望される方は、総合窓口で受付をお願いします。

開設曜日 受付時間 担当医師
水曜日 午前	8 時 30 分～ 11 時 30 分 山本
金曜日 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 〃

【おわび】広報たこ 10 月号で開設曜日
が火曜日となっていましたが、正し
くは水曜日でした。おわびして訂正
します。
問合せ●多古中央病院
　☎ 76-2211（午後 3時～ 5時）
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