
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

プラザ図書室 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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■無料法律相談会■　相続、債務整理、登記、成年後見など司法書士業務に関わる法律問題について、ご相談ください。事前に電話でご予約
ください。　とき● 9月 10 日（土）午前 10 時～午後 3時　ところ●コミュニティプラザ　予約・問合せ●西尾;090-2554-1612

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。

一時保育と
園庭開放の
お知らせ

一時保育と
園庭開放の
お知らせ

あなたの意欲に力を貸します
１日ハローワーク 

とき● 9月 6日（火）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階第１会議室
問合せ●ハローワーク佐原
　☎ 0478-55-1132
　産業経済課経済振興係☎ 76-5404

動物と触れ合うチャンス！
なかよし動物フェスティバル2011 
内容●犬のしつけ方実演、犬の触り
方と手入れ実演、犬の団体競技 
（実演）、乗馬体験、動物相談、動物 
愛護紙芝居、地元特産品販売など

とき● 9月 23 日（金）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●千葉県動物愛護センター
　（富里市御料 709-1）
問合せ●千葉県動物愛護センター
　http://www.pref.chiba.lg.jp/
aigo/　☎ 0476-93-5711

農作物への被害防止のため
有害鳥獣捕獲を実施します 

　ご家庭で飼育している動物は、期
間中放さないようお願いします。
とき● 9月 10 日（土）・11 日（日）
　17 日（土）・18 日（日）
　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

原爆被爆二世の方々へ
平成23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

申込期限●平成24年1月31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 
手帳番号を記入し、封書にて郵送

※検査の種類により、一部自己負担
があります。

申込み問合せ●県健康福祉部健康福
祉指導課☎ 043-223-2349

　〒 260-8667 千葉市中央区市場町 1-1

国家検定制度です
平成23年度後期技能検定試験 

等級●特級（該当職種）、1級、2級、
3級（一部職種）および単一等級

職種●機械保全、建築大工、配管、
和裁、パン・菓子製造、金型製作、
工場板金、めっき、ロープ加工、
機械検査、電気機器組立て、半
導体製品製造、自動販売機調整、
鉄道車両製造・整備、空気圧装置
組立て、油圧装置調整、農業機械
整備、冷凍空気調和機器施工、婦
人子供服製造、帆布製品製造、プ
ラスチック成形、強化プラスチッ
ク成形、かわらぶき、型枠施工、
鉄筋施工、コンクリート圧送施
工、防水施工、カーテンウォール
施工、ガラス施工、テクニカルイ
ラストレーション、機械・プラン
ト製図、電気製図、金属材料試験、
塗装、鍛造、エーエルシーパネル
施工、バルコニー施工、特級（該
当全職種）

受験資格●原則として各職種とも所定
の実務経験が必要

受付期間●10月3日（月）～14日（金）
試験日程● 12月5日（月）～平成24年
2月 19 日（日）の指定する日

受験手数料●【実技】16,500 円
　【学科】3,100 円
受付・問合せ●千葉県職業能力開発
協会技能検定課☎ 043-296-1150

　http://www.chivada.or.jp

お知らせ

●住民相談　9月22日（木）
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　9月13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

■オータムジャンボ宝くじ■　ご購入は千葉県内の宝くじ発売所で‼＊この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。
発売期間● 9月 26日（月）～10月 14日（金）　発売単価●1枚 300円　抽選日●10月 21日（金）

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

相談は無料です『消費者相談窓口』

消防本部からのお知らせ

｢ちば電子調達システム｣を利用した平成24･25年度入札参加資格審査申請説明会開催のお知らせ

不妊・去勢手術費用の一部を助成します

　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、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。
※ 当日の申し込みも可能ですが、適切なアドバイスができるように、 
できるだけ事前の申し込みをお願いします。

　住宅火災による被害の軽減を図るため、住宅用火災警報器の設置調査
を実施します。このため、多古町の全世帯を対象に、普及員が戸別訪問
を行いますので、ご協力をお願いします。
　なお、調査は室内に入ることは絶対にありません。また、火災警報器
などの販売やあっせんも行いませんので、ご注意ください。
調査期間● 9月 5日（月）～平成 24 年 2月 29 日（水）
　　　　　【土・日・祝日・年末年始は除く】午前 9時～午後 5時

　入札参加資格申請の概要や変更点、申請方法などについての説明会
です。資料は、千葉県電子自治体共同運営協議会ホームページ (http://
www.e-chiba.org/) からダウンロードの上、ご持参ください。
※説明会の参加申し込み方法、日程や会場などの詳細については、多古
町ホームページ (http://www.town.tako.chiba.jp/) および千葉県電子
自治体共同運営協議会ホームページ (http://www.e-chiba.org/) をご
覧ください。
問合せ●千葉県電子自治体共同運営協議会☎ 043-441-5551
　　　　総務課管財係☎ 76-2611

　県では、飼育できないなどの理由で施設に引き取られる犬や
猫が年間 1万匹もいます。そのうち約 8割が子犬や子猫です。
　このような犬や猫をなくすため、毎年「動物愛護週間」行事の一環とし
て、不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
助成対象● 千葉県獣医師会の会員動物病院で年内に手術可能な犬・猫約

800 匹（毎年応募多数で抽選） 
助成金額● 手術費用のうち 5,000 円
　　　　　※ 手術と同時にマイクロチップを装着される方は、マイクロ

チップの一部（1,000 円）も助成されます。
対 象動物● 【飼い犬】今年度の狂犬病予防注射済みで、登録済みの手術可

能なオス・メス　【飼い猫】 手術可能なオス・メス
応募期間● 9月 20 日（火）～ 26 日（月）
　　　　　※  1 世帯当たり 1匹（１通）のみの応募とし、2匹以上や他人 

名義での応募と判断される場合は無効となります。
申込み問合せ●千葉県獣医師会　☎ 043-232-6980

　普及員は、2人1組です。また、「住宅用火災警報器普及員」のロゴ
入りの帽子と作業服、ベスト、身分証、名刺を身に付け、巡回車両に
は啓発ロゴ入りのマグネットシートを貼り付けて活動をします。

とき● 9月 16 日（金）　午前 10 時～午後 3時
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● 9月 2日（金）～ 9日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

①事前予約申し込み

②相談内容記入用紙送付

③相談内容記入済用紙送付

※相談内容は、弁護士のみの把握
　となります。
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9月21日（水）～30日（金）

～ 夕暮れは 早めのライトに 反射材 ～

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動

皆さんの子育てを応援します！

  ◆一時保育（中央保育所のみ）
　次のような方は、お気軽にご相談ください。
　　●仕事のため、週 2～ 3日の保育を必要とする方
　　●冠婚葬祭や入院 ･通院 ･看護などで一時的に家庭
　　　保育が困難な方
　　●リフレッシュのために体を休めたい方
　問合せ●中央保育所☎ 76-4444

  ◆園庭開放（中央･北･東保育所／毎月第2･4水曜日
　　　　　　午前9時30分～11時）
　遊び場やふれあいの場として、家庭で保育をしている
幼児と保護者に各保育所の園庭を開放します。
　問合せ●中央保育所☎ 76-4444　北保育所☎ 75-1476
　　　　　東保育所　☎ 76-9513

平成24年度
小学校へ入学する皆さんへ
　来年度、多古町の小学校に入学予定のお子さん
を対象に、法律に基づき就学時健康診断を行い 
ます。
　当日は、保護者または代理の方が必ず付き添い
の上、受診をお願いします。
　なお、通知文書および就学時健康診断票は、
10 月上旬に郵送予定です。
対象●平成 17 年 4月 2日～
　　　平成 18 年 4月 1日生まれの方
とき●10 月 21 日（金）
　　　午後 1時 15 分～ 45 分まで受付
ところ●多古町保健福祉センター
検査内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科
持参物●母子手帳、就学時健康診断票
問合せ●コミュニティプラザ内教育課学校教育係
　☎ 76-5411

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

問
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