
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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■4月1日以降の登記印紙の取り扱いについて■　4月1日から、登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料は、収入印紙での納付と
なります。ただし、すでにお持ちの登記印紙については、使用することができます。問合せ●千葉地方法務局総務課☎043-302-1311

■過激派のアジト発見にご協力ください！■　過激派は、アパートやマンションなどを活動拠点にしています。少しでも「変だな、おかしいな」と
思うことがありましたら、連絡・通報をお願いします。連絡・通報先●香取警察署☎0478-54-0110　

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。

消防署からのお知らせ
危険物取扱者試験を実施します 
とき● 6月 5日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
試験の種類●甲種･乙種（全類）・丙種
願書受付●4月5日（火）～13日（水）
　【試験に伴う受験者講習会】
　5月 20 日（金）東庄町公民館
受付・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
　【インターネット申請】
　（財）消防試験研究センター
　http://www.shoubo-shiken.or.jp/

調理のスペシャリストを目指せ
平成23年度調理師試験 

試験日時● 7月 20 日（水）
　午後 2時～ 4時
試験会場●幕張メッセ国際展示場
　展示ホール 4
願書配布● 4 月 11 日（月）から香取
　健康福祉センター【香取保健所】
受付期間●5月17日（火）～19日（木）
受付･問合せ●香取健康福祉センター 
地域保健福祉課 【香取保健所】

　（香取市佐原ロ 2127）
　☎ 0478-52-9161

お知らせ

●住民相談　4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

●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

　商品やサービス、契約、多重債務など、消費生活全般のトラブルに 
ついて、毎月第 3金曜日に弁護士が相談に応じます。
　秘密は厳守されますので、1人で悩まずにご相談ください。
　相談は無料で、事前に予約が必要です。
　　（町行政に対する苦情や行政間のトラブルは、対象外です。）
とき● 4月 15 日（金）午前 10 時～午後 3時
　　　　（5月以降の日程については、毎月広報でお知らせします。）
ところ●コミュニティプラザ 2階第 2研修室 【控室は第 3研修室】
申込期間● 4月 1日（金）～ 8日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

　平成 20 年 10 月に設立された全国健康保険協会（協会けんぽ）では、
旧社会保険庁で運営していた政府管掌健康保険の業務を行っており、 
主に中小企業で働く方やそのご家族に加入いただいています。
　このたび、保険料収入の落ち込みや医療費支出の増加などにより、 
千葉支部における平成 23 年 3 月分（4月納付分）以降の健康保険料率が
現行の 9.31％から 9.44％に引き上げられることになりました。
　事業主および加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ●全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部☎ 043-308-0521

■平成 23年度 『土地・家屋価格等縦覧帳簿』 の縦覧
　期間● 4 月 1日（金）～ 5 月 31 日（火） 【 土・日・祝日を除く】
　縦覧できる方●①固定資産税の納税者またはその代理人
　　　（代理人の場合は委任状が必要）
　　②納税者と同居している親族
■平成 23年度 『固定資産課税台帳』 の閲覧
　期間● 4 月 1日（金）～通年 【土・日・祝日と年末年始を除く】
　閲覧できる方●①固定資産の所有者またはその代理人（代理人の場
　　合は委任状が必要）　②所有者と同居している親族　③納税管理人

■平成 23年度 『軽自動車税』 の減免申請
　身体や精神に一定の障害がある方（以下、障害者）のために使用され
る軽自動車については、申請により軽自動車税の減免を受けることが
できます。減免は１人につき１台のみで、普通自動車で
県税の減免を受けている方は対象外です。
　減免の対象となる障害の区分・程度などに
ついては、お問い合わせください。
申請期限● 4月 25 日（月）
対象車両●次のいずれかに該当する軽自動車
　①障害者本人が所有し、自ら運転する軽自動車　②障害者本人が所
有し、障害者を常時介護する方が運転する軽自動車（所有する障害
者本人の世帯全員が障害者である場合に限る）　③障害者と生計を
共にする方が所有し、障害者本人が運転する軽自動車　④障害者と
生計を共にする方が所有し、障害者のために運転する軽自動車

必要となるもの●運転免許証、車検証、印鑑、身体または精神に障害
のあることが証明できる手帳（身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
育手帳・精神障害者保健福祉手帳）、軽自動車税の納税通知書（納税
通知書が届いてから申請する場合のみ）

問合せ●税務課課税係☎ 76-5402

時間●午前 8時 30 分～午後 5時 15 分　場所●税務課窓口
必要となるもの●身分証明書、印鑑、代理人の場合は委任状
問合せ●税務課資産税係☎ 76-5402

　多古町中小企業資金融資制度の
新規申し込みは、平成 23 年 4 月
1日以降、当分の間受け付けを行
いませんので、ご注意ください。
　なお、平成 23 年 3月 31 日まで 
に本融資制度による貸し付けの決
定を受けた中小企業者への利子補
給や信用保証料の補償については
継続されます。
問合せ●産業経済課経済振興係
　☎ 76-5404

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

予防接種のお知らせ　～ 保健福祉課 ～　　　　

　1歳と就学前の 2回接種を行っていますが、大学生や高校生の麻疹が 
流行したため、1 回しか接種していない生徒に対し、平成 20 年から 
中学 1年生相当と高校 3年生相当に 2回目の予防接種を行っています。
　対象となる方には個人通知をしますので、説明書をよく読んで接種 
してください。
対象● 中学1年生相当（平成10年 4月 2日～平成11年 4月 1日生まれ）
　　　 高校3年生相当（平成 5 年 4月 2日～平成 6 年 4月 1日生まれ）
接種方法●【中学生】学校での集団接種　【高校生】医療機関で個別接種
　　　　　 　※町外の中学校に通学している方は、ご連絡ください。 

医療機関 実施日・受付時間・受付方法

多古中央病院 ☎76-2211
【月 ･火 ･木 ･金曜日】午後1時30分～2時
（2日前までの午後2時～5時に電話予約）

大木内科医院 ☎76-2904
【月 ･火 ･水 ･金 ･土曜日】午前8時～正午、午後2時～5時
【木曜日】午前8時～正午

さとうメディカルオフィス
☎76-2039

【月～金曜日】午前8時30分～午後0時30分、午後3時～6時
【土曜日】午前8時30分～午後1時（母子手帳持参で窓口予約）

石橋内科医院 ☎76-2767
【月 ･水 ･木 ･金曜日】午後2時30分～5時30分
【火曜日】午後4時～6時　【土曜日】午後2時30分～4時30分
（母子手帳持参で窓口予約）

問合せ●保健福祉課健康福祉係☎76-3185

◆乳幼児のBCG、三種混合（破傷風・ジフテリア・百日咳
ぜき

）、 　
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混合の予防接種

下記の医療機関で個別に行っていますので、早めに受けましょう。

項　　　　目 標準賃金・料金 備　　　考

農作業賃金
水田作業 8,800円 8時間労働（男女同じ）
畑作業 7,500円 　　　　〃

水田耕起
トラクターロータリー 6,200円
トラクタープラウ 5,600円

畑耕起 ロータリー 5,200円
水田代かき トラクタードライブハロー 6,700円
畦塗り トラクター 40円 1ｍ当たり
育苗 800円 1箱当たり
植え付け（田植機） 7,700円 苗代および苗運搬代含まず
　〃　同時肥料散布の場合（加算額） 1,000円 肥料代含まず
　〃　同時薬剤散布の場合（加算額） 500円 薬剤代含まず
コンバイン刈取脱穀 18,500円 もみ運搬代含まず
乾燥調整 2,600円 60kg 当たり

　※水田および畑耕起・水田代かき・植え付け・コンバイン刈取脱穀は、10アール
　　当たりの金額（オペレーター付き）です。

問合せ●多古町農業委員会事務局☎76-5403

平成23年度 『農作業標準賃金』 ならびに
  『機械による標準農作業料金』 が決まりました！
平成23年度 『農作業標準賃金』 ならびに
  『機械による標準農作業料金』 が決まりました！

～全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部～
健康保険料率が引き上げられます

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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4月から『消費者相談窓口』を開設します！

多古町中小企業資金融資制度
のご利用について

くらしの情報

～税務課からのお知らせ～
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