
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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■東日本大震災被災者・避難者支援無料電話相談■　被災・避難された方を対象に、無料で電話相談を実施します。　とき● 11 月 30 日（水）
まで 平日午後 3時～ 7時（土・日・祝日除く）　相談専用電話●10120-971-438　問合せ●千葉司法書士会☎ 043-246-2666

　　

11月9日（水）～15日（火）　秋季全国火災予防運動が実施されます

税務課からのお知らせ

　火災予防を心掛け、死傷事故や大切な財産の損失を防ぎましょう。
　運動初日の 9日（水）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

『消したはず　決めつけないで　もう一度』

　

水道メーターを交換します

子育て支援課からのお知らせ

千葉県最低賃金の改正について
　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●豊田町 ･島 ･ 水戸 ･ 林 ･ 染井 ･
　　　　　船越 ･牛尾
交換期間● 12 月 1日（木）～ 7日（水）
　※ 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ので、施工業者
と個別の契約をお願いします。

問合せ●生活環境課水道工務係☎ 76-5406

　「たこ・こどもルーム」では、わらべ歌研究家による 
親子で楽しむわらべ歌遊びの講習会を開催します。情緒
をはぐくむ日本古来のリズムに乗って、楽しみましょう。
参加を希望する方は、事前に予約をしてください。
とき● 11 月 15 日（火）
　午前 10 時～ 11 時 30 分
ところ●中央保育所
対象● 0～ 6歳児の親子

　平成 24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、入所案内をお配りします。
入所案内等の配布● 11 月 15 日（火）から
　　　　　　　　　（中央保育所・北保育所・東保育所）
入所申請の受付● 12 月 15 日（木）午前 9時～午後 4時
　　　　　　　　（中央保育所おゆうぎ室）
　※ 在園児で、すでに入園時に来年度の保育を承諾されて
いる場合は、申請の必要はありません。

■子育て講座開催『親子で楽しむわらべ歌遊び』 ■保育所入所案内等の配布 －みんなで楽しく遊ぼうよ－

「必ずチェック最低賃金！　使用者も、労働者も」
　千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート、ア
ルバイトなどを含む）および、その使用者に適用される
地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が時間額 748 円に改
正されました。
　詳しくは、お問い合わせください。
問合せ● 24 時間テレホンサービス☎ 043-221-4700
　千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328
　千葉労働局ホームページ
　http：//chiba-roudoukyoku,jstite.mhlw.go.jp

申込み問合せ●子育て支援課こども係☎ 76-5412

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。

マナーを守りましょう！
狩猟期間のお知らせ 

　11 月 15 日（火）から平成 24 年 2
月 15 日（水）までは狩猟期間です。
　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

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき● 11 月 23 日（水・祝）
　午前 10 時～ 11 時 45 分
　午後 1時～ 3時
ところ●保健福祉センター
今後の予定●平成24年3月2日（金）
　役場附属棟
問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

設置費用の一部を補助します
住宅用太陽光発電システム 

　町では、住宅用太陽光発電利用を
促進するため、新たに住宅用太陽光
発電システムを設置する際の補助制
度を 10 月 1日より開始しました。
　申請方法や必要書類など詳しくは
町ホームページをご覧いただくか、
生活環境課環境係までお問い合わせ
ください。
補助額● 1kwあたり 4万円
　（上限 14 万円）
申込み問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

どなたでも参加できます
県立銚子特別支援学校公開 

　学校施設や授業を公開します。参
加希望の方は、事前にご連絡をお願
いします。
とき● 11 月 9日（水）
　午前 9時 20 分～ 11 時 45 分
　（受付は午前 9時～）
申込み問合せ●県立銚子特別支援学
　校・小出☎ 0479-22-0243

11月14日（月）～20日（日）
女性の人権ホットライン強化週間 
　夫などからの暴力やストーカー行
為などの相談に応じます。
とき●【11月14日（月）～18日（金）】
　午前 8時 30 分～午後 7時
　【11 月 19 日（土）・20 日（日）】
　午前 10 時～午後 5時
相談専用電話●　0570-070-810
問合せ●千葉県人権擁護委員連合会
事務局☎ 043-247-3555

東日本大震災心の相談電話
心のケア♥コールセンター 

　千葉県では、被災された方やその
ご家族、支援活動に関係する方々な
どの、震災による不安や悩みなど心
の健康について、電話相談を実施し
ます。お気軽にご利用ください。
とき●【月・水・金曜日】
　午後 6時～ 9時
　【日曜日、月・水・金が祝日の場合】
　午後 1時～ 7時
相談専用電話●10120-753-657
問合せ●千葉県健康福祉障害福祉課
　☎ 043-223-2680

お知らせ

●住民相談　11月22日（火）
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15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

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』
　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。

1個人事業税の納期のお知らせ
　個人事業税第 2 期分の納期
限は 11 月 30 日（水）です。納
付書は 11 月中旬に送付します
ので、お早めに納付してくださ
い。
　個人事業税の納税は、口座振
替を利用されると便利です。
問合せ●香取県税事務所
　☎ 0478-54-1314

2従業員の個人住民税は
　『特別徴収』で納税を
　事業者が行う所得税の源泉徴
収と同じく、給与所得者に代わ
り毎月従業員に支払う給与から
住民税を徴収（天引き）し、納入
する制度です。
　事業者の方は、パートやアル
バイト従業員からも特別徴収を
する必要があります。町が税額
を計算し通知しますので、ご協
力をお願いします。
問合せ●税務課課税係
　☎ 76-5402

3震災個別税務相談会
　被害を受けた資産の取得時期や取得
価格が分かるもの、工事に関する領収
書や見積書、り災証明書、印鑑、還付
金振込みの口座番号などが分かるも
の、22 年分の確定申告の写しや源泉
徴収票などをご持参ください。
とき● 12月 2日（金）午前9時 30分～
正午（ご都合のよい時間にお越しください）

4青色決算・消費税説明会
　所得税の青色申告決算書の作成や消
費税および地方消費税などについて、
説明会を開催します。会場では、年末
調整関係書類、給与支払報告書などの
用紙を配布します。当日は、筆記用具
をご持参ください。
とき●12月 2日（金）【午後1時30分】
所得税の青色決算書作成要領、震災
関係の経理処理、e-Tax 関係
　【午後3時】消費税関係、年末調整関係

34共通
ところ●役場 2階第 4会議室
問合せ●佐原税務署個人課税第 1部門
　☎ 0478-54-1331

とき● 11 月 18 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● 11 月 4日（金）～ 11 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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