
 

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
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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき●2月26日（土）午後1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

■狩猟期間は2月15日（火）まで■　狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野外で活動する方は、目立つ服装でラジオを携帯
するなど、事故防止のための対策を行いましょう。　問合せ●県環境生活部自然保護課☎043-223-2972

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。

千葉県生涯大学校東総学園
4月入学生2次募集 

　平成 23年 4月入学生の 2次募集
を行います。
対象●県内に居住する60歳以上の方 
（昭和26 年 4月 1日生以前）
募集学科●福祉科・園芸科
　（週１回登校・2年制）
授業料●年額18,000円
願書受付●2月10日（木）～28日（月）
願書配布・問合せ●千葉県生涯大学校 
東総学園☎0479-25-2035

　（〒288-0813銚子市台町2203）

灰色の団子に注意！
野そ（野ねずみ）駆除を実施します 
　農作物への被害を防ぐため、町内
全域で野そ駆除を行います。
　万が一、野ねずみの死がいや地表
に出た殺そ剤があっても触らない 
でください。特に幼児のいる家庭は
ご注意ください。
　また、犬や猫などのペット（特に
散歩の時など）や家畜などもご注意
ください。
駆除日● 2月 20 日（日）
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

　平成 23 年度多古学童保育所・久賀学童保育所への入所受付を役場
1階の子育て支援課で行います。
対象児童●保護者などが働いているため、放課後の保育が
　できない小学 1年生～ 4年生
定員●多古学童保育所（34 人）・久賀学童保育所（30 人）
申請受付● 2月 3日（木）～ 15 日（火）　
　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土・日・祝日を除く）
保育料●月額 7,000 円（8月は 10,000 円）　傷害保険料●月額 150 円
申請・問合せ●子育て支援課こども係☎ 76-5412

　ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会のマスコット
キャラクターとして大活躍した「チーバくん」が、1月
から千葉県のマスコットキャラクターになりました。
　なお今後チーバくんのデザインや着ぐるみを使用
する場合は、原則として県への申し込みが必要となり
ますので、ご注意ください。
申込み問合せ●県総合企画部報道広報課　千葉の魅力発信室
　　　　　　　☎ 043-223-2242

募集

お知らせ

●住民相談　2月22日（火）
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

●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

帽子と長靴をご用意ください
木材搬出研修会 

とき● 2月 18 日（金）
　午前 9時 30 分～午後 3時
ところ●【講義】多古町役場大会議室
【現地実習】多古町十余三の山林
対象●香取郡市の森林所有者および
林業従事者

募集人員● 150 人 【先着順】
※雨天でも実施しますので、雨具を
ご用意ください。

申込み問合せ●2月 4日（金）までに 
千葉県香取農林振興センター

　☎ 0478-54-1338　

国土交通省からのお知らせ
自動車不具合情報ホットライン 
　迅速なリコールの実施やリコール
隠しなどの防止のため、車に発生し
た不具合情報を収集しています。
　車に不具合が生じた際は、情報を
お寄せください。
問合せ●①10120-744-960
　平日の午前 9時～正午、午後 1時 
～ 5時 30 分

②自動音声☎ 03-3580-4434
　（24 時間・年中無休）
③ホームページ受付
　www.mlit.go.jp/RJ/

平成23年度学童保育所の入所受付

「チーバくん」が千葉県のマスコットキャラクターに！

幼稚園の臨時教諭を募集します

千葉県最低賃金等の改正について

職種●幼稚園教諭（臨時）　募集人員●若干名
雇用期間●4月～平成24年 3月　勤務時間●午前8時～午後4時45分 
日給● 7,480 円　休日●土・日・祝日（有給休暇有り）
待遇●通勤手当・社会保険有り
提出書類●履歴書、幼稚園教諭免許の写し　申込期限● 3月 15 日（火）
申込み問合せ●コミュニティプラザ内教育課学校教育係☎ 76-5411

　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含む）
および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低賃金が
改正されました。なお、最低賃金額には精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、
賞与、時間外手当、深夜手当等は
含まれません。

千葉県最低賃金（時間額）
改正額
７４４円

特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額
調味料製造業 ８０６円
鉄鋼業 ８４６円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ８２３円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業 ８２４円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学
機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、時計・同部品製造業、眼鏡製造業

８０８円

各種商品小売業 ７８２円
自動車（新車）小売業 ８１５円

24 時間テレホンサービス☎ 043-221-4700
千葉労働局ホームページhttp://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/

問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

※一部特定最低賃金が適用されない業種があります。

職種●駐車場内巡回、料金所業務など駐車場管理業務
年齢● 59 歳までの男女　募集人員●若干名
契約期間● 3月 16 日（水）～平成 24 年 3月 15 日（木）
時給● 900 円　待遇●交通費支給、制服貸与
勤務時間●①午前 8時～午後 5時 ②正午～午後 10 時
　※状況により別の時間帯有り
勤務地●成田空港内
申込方法●空港第 2駐車場ビル北棟駐車場管理事務所
　（有）ティ・ティ・エス採用係に履歴書を提出 【郵送可】
　（〒 282-0004 成田市古込 1-1）
申込期限● 2月 18 日（金） 
問合せ●（有）ティ・ティ・エス☎ 0476-34-5225
　　　　企画財政課企画空港対策係☎ 76-5409

（有）ティ・ティ・エス

アルバイト管理員を募集！
（有）ティ・ティ・エス

アルバイト管理員を募集！

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

■１日ハローワークを開設します
　職業の相談・紹介などを行いますので、お気軽にご利用ください。
　詳細は佐原公共職業安定所（☎ 0478-55-1132）へ
お問い合わせください。
とき● 2月 16 日（水）午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階第 1会議室

■緊急雇用創出事業について

～産業経済課からのお知らせ～

問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

くらしの情報

　雇用環境の急激な悪化や高齢者の就業先確保などに対応するため、 
国の『緊急雇用創出事業臨時特例交付金』を活用し、雇用機会を創出する 
事業を実施します。これにより、次のとおり募集します。
募集人員● 2人　就労期間● 4月～平成 24 年 3月
就労委託先●（社）多古町シルバー人材センター
　（60 歳以上の町民で、働く意欲のある健康な方）
就労内容●①「道の駅」周辺や町有地の除草・剪

せん

定
てい

など
　　　　　②イベント時の駐車場管理業務
申込先●（社）多古町シルバー人材センター☎ 76-6606
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