
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
生活環境課 76-5406
都市整備課 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

皆さんの子育てを応援します

一時保育と
　園庭開放のお知らせ
◆一時保育（中央保育所のみ）

このような方は、お気軽にご相談ください。
　●仕事が週1～3日程度
　●母親自身または家族の入院 ･ 通院 ･ 看護のため
　●冠婚葬祭のため
　●育児に少し疲れ気味なので、一日または半日体を休めたい
問合せ●中央保育所☎76-4444

◆園庭開放（中央 ･北 ･東保育所）
　6月以降の毎月第２・第４水曜日　午前9時～11時
　保育所の子どもたちと遊ばせたり、子育ての情報交換をしたり、楽しい 
ひとときを過ごしてみませんか？

問合せ●中央保育所☎76-4444　北保育所☎75-1476
　　　　東保育所☎76-9513

もうお済みですか？

犬の登録と
狂犬病の予防接種
とき●5月10日（日）
　午前9時～11時30分
ところ●役場附属棟前
※詳しくは広報4月号を参照
問合せ●生活環境課環境係
　☎76-5406

困ったことや悩み事をご相談ください

特設住民相談
　弁護士および人権擁護委員が対応
します。弁護士への相談は、事前に 
予約が必要です。
とき●6月1日（月）
　午前9時30分～午後2時
ところ●役場1階第2会議室
相談料●無料
予約開始日時●5月11日（月）
　午前9時～
申込み問合せ●住民課住民係
　☎76-5401

※ 6 月上旬より参加者募集予定。詳しくは広報たこ 6 月号でお知らせします。
問合せ●企画財政課企画空港対策係☎ 76-5409

多古町民ふれあい号の旅第27
回

7月15日（水）～17日（金）
～北海道　道央方面の旅～

皆さんの参加を
　　お願いします。
皆さんの参加を
　　お願いします。

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。

加入するとき、やめるときには14日以内に届け出を
　世帯主は、必ず14日以内に役場住民課窓口へ届け出てください。
■国保に加入するとき
　① ほかの市区町村から転入してきたとき
　　  （職場の健康保険などに加入していない場合）
　②職場の健康保険などをやめたとき（退職日の翌日）
　③子どもが生まれたとき　④生活保護を受けなくなったとき
■国保をやめるとき
　 ①ほかの市区町村へ転出するとき
　②職場の健康保険などに加入したとき
　③生活保護を受け始めたとき　④死亡したとき（7日以内）

●住民相談　5月22日（金）
午前9時30分～午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　5月19日（火）
午前10時～午後3時
  （受付は午後2時30分まで）
役場1階第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
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

春の夜空を満喫しませんか？
スター☆ウォッチング（春編） 

　春になると冬の透き通った空とは
違って、暖かみのある優しい空にな
ります。春の夜空を満喫しましょう。
とき● 5 月 30 日（土）午後 4 時～
ところ●小見川少年自然の家
定員● 70 名
　（定員になり次第締め切り）
申込み問合せ●小見川少年自然の家
　☎ 0478-82-1343

みんなで町をキレイに
ゴミゼロ運動に参加しよう 

とき● 5 月 31 日（日）
集積場所●各地区の指定場所
問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

■公開成年後見制度説明会■　成年後見制度についての疑問に、家裁調査官や裁判所書記官等がお応えします。　とき● 5 月 14 日（木）午後 1 時 30 分～
ところ●千葉家庭裁判所本館　問合せ●千葉家庭裁判所総務課庶務係　☎ 043-222-0165 内線 5530

募集
植えてはいけない「ケシ」
不正大麻ケシ撲滅運動 

　ケシの仲間には、春から夏にかけ
て鮮やかで美しい大きな花を咲かせ
るものがあり、観賞用として人気が
ありますが、一部のケシは、麻薬の
原料となることから、法律で栽培が
禁止されています。
　皆さんの周りで、不正に栽培され
たり、自生しているケシを発見した
場合は、お知らせください。
問合せ●香取健康福祉センター
　総務企画課☎ 0478-52-9161

地域包括支援センターから
出前説明会・相談会のお知らせ 

　皆さんに「健康」「福祉」「介護」「介
護予防」などを知っていただく出前
説明会・相談会を行っています。
申込み問合せ●多古町地域包括支援
　センター☎ 70-6111

暴力に関する相談
平成21年度移動暴力相談所 

　暴力団からの被害防止や保護救済
を図るため、移動暴力相談所を開設
します。
とき● 5 月 13 日（水）
　午前 10 時～午後 4 時
ところ●北総県民センター香取事

務所
問合せ●千葉県暴力団追放県民会

議事務局10120-089354

調理のスペシャリストを目指せ
H21年度調理師試験 

試験日時● 7 月 22 日（水）
　午後 2 時～ 4 時
試験会場●幕張メッセ国際展示場
願書配布●県内の各保健所
受付期間●5月19日（火）～21日（木）
受付・問合せ●香取健康福祉センター

地域保健福祉課☎ 0478-52-9161

農作物への被害防止のため
有害鳥獣捕獲を実施します 

とき● 5 月 9 日（土）・10 日（日）・16 日 
（土）・17日（日）午前 6 時～午後 5 時
捕獲方法●銃器・おりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

刑事裁判を傍聴してみませんか？
法廷傍聴会を開催 

　千葉地方・家庭裁判所八日市場支部
では、法廷傍聴会を開催します。
内容●刑事法廷傍聴（傍聴前に裁判

手続等の説明、終了後に質疑応答）
とき● 5 月 25 日（月）
　午前 10 時～、午後 1 時 30 分～
　（どちらも 30 分前に集合）
ところ●千葉地方裁判所八日市場支部
定員●午前・午後ともに 20 名程度
申込期間●5月1日（金）～22日（金）

午前 9 時～午後 4 時
申込み問合せ●千葉地方・家庭裁判所

八日市場支部☎ 0479-72-1300

■深夜業に従事する労働者の自発的健康診断受診支援助成金について■　健康診断費の 3/4 が助成されます。詳しくはお問合せください。
問合せ●千葉産業保健推進センター　☎ 043-245-3551（6 月 1 日以降は☎ 043-202-3639）

お知らせ

ネコを
捨てないで!!
　ダンボールなどに入れて猫を
捨てるケースが増えています。
　『動物の愛護及び管理に関する
法律』により、愛護動物を遺棄し
た者には50万円以下の罰金が科
せられます。
　飼い主は最後まで責任を持っ
て飼いましょう。

短期人間ドックの助成制度があります
■助成を受けられる方
　 35歳以上の多古町国民健康保険加入者で、この人間ドック助成制度

を利用してから１年以上経過し、国民健康保険税を滞納していない方
■助成の範囲
　人間ドックに要した経費の70％（ただし、最高7万円）
■申請に必要なもの
　①領収書　②通帳（振込口座の分かるもの）　③印鑑
　④多古町国民健康保険証
　⑤人間ドック成績表の写し（40歳以上の方は腹囲測定結果のあるもの）
　※ 人間ドックの成績は、特定健康診査を受診されたものとして採用 

させていただきます。なお、特定健康診査を受診された方は、 
人間ドックの助成は受けられません。

問合せ●住民課国保年金係☎76-5405

国民健康保険から

問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

問

くらしの情報
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