
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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■狩猟期間は平成 24年 2月 15日（水）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

　　
～東日本大震災で被災された方へ税務署からのお知らせ～

職種●①看護師（正規・臨時）【若干名】
　　　　外来または病棟勤務（2交代制）
　　　②調理員（臨時）【3名】
　　　③事務職（臨時）【1名】受付事務
提出書類●①履歴書・免許証の写し
　　　　　②③履歴書
申込期限● 12 月 26 日（月）
申込み問合せ●多古中央病院
　庶務係　☎ 76-2211

　年末にかけて、飲酒の機会が多くなります。家庭や職場などで飲
酒運転を「しない・させない・許さない」ことを徹底しましょう。
　また、高齢者の交通事故が大変多くなっています。歩行中・自転
車乗車中の子どもや高齢者に対する保護意識を高め、交通事故防
止を心掛けてください。
　慌ただしい年末年始には「ひったくり」「車上狙い」
「空き巣」「悪質商法」などの犯罪が予想されます。
不審者を見かけた場合は、犯罪を未然に防止する
ためにも110番、または多古幹部交番☎ 76-2128
へご一報ください。

12月10日（土）〜31日（土）
冬の交通安全運動が実施されます！

多古中央病院からのおしらせ

『一滴が　涙に変わる　その飲酒』『一滴が　涙に変わる　その飲酒』

　平成 24 年 1 月から整形外科外来の診
療は、毎週火曜日（予約のみ）、毎週木曜
日、毎月第 2・第 4土曜日、毎月第 1金
曜日（予約のみ）となります。

■整形外科からのお知らせ

■平成24年度正規・臨時職員を募集

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。

譲渡会・飼い主さがしの会
千葉県動物愛護センター 

　新たな飼い主を探す機会を提供す
る場として「譲渡会」と「飼い主さが
しの会」を開催します。
とき● 12 月 11 日（日）
ところ●千葉県動物愛護センター
　（富里市御料 709-1）
内容●【譲渡会】午前 9時 30 分
　【飼い主さがしの会】午後 1時
対象●県内に在住している方（成人）
持参物●印鑑、ケージ・リードなど、
費用 500 円（テキスト代）

申込み期間● 12 月 1 日（木）～ 10
日（土）午前 9時～午後 5時（土日
休み）

問合せ●千葉県動物愛護センター
　☎ 0476-93-5711

戦後強制抑留者の皆様へ
特別給付を支給しています 

対象者●旧ソ連邦またはモンゴル国
の地域における戦後強制抑留者
で、平成 22 年 6 月 16 日に日本
国籍を有するご存命の方

請求受付期限●平成24年 3月 31日
問合せ●独立行政法人平和祈念事業 
特別基金事業部特別給付金認定担
当　0570-059-204（IP 電話、PHS 
からは 03-5860-2748）午前 9 時
～午後 6時（土日・祝日は除く）

司法書士による無料相談
全国一斉労働トラブル110番 

　労働問題に関する相談に無料で応
じる「全国一斉労働トラブル110番」
を実施します。賃金未払いやサービ
ス残業など、労働トラブルを抱えた
方々のご相談を面談や電話でお応え
します。
とき● 11 月 23 日（水・祝）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●千葉司法書士会会館
　（千葉市美浜区幸町 2-2-1）
相談電話番号●☎ 043-243-4144
問合せ●千葉司法書士会ちば司法書
士総合相談センター

　☎ 043-246-2666

参加は無料です
チェーンソー目立て研修会 

　森林整備時の振動障害の予防・防
止のために、チェーンソーについて
の講義と実習を行います。
とき● 12 月 15 日（木）午後 1時
ところ●さんぶの森中央体育館
　（山武市埴谷 1904-3）
対象●山武郡市、香取郡市、海匝郡
市、長生郡市の森林所有者

締切日● 12 月 1日（木）～ 7日（水）
　先着 20 人
持参物・服装●チェーンソー、燃料、
目立て用やすり、上履き、筆記用
具、目立て作業ができる服装

申込み問合せ●千葉県北部林業事務所
☎ 0475-82-3121

東総運動場で開催します
ストレッチング講習会 

　日本体育協会公認指導員によるユ
ニークなストレッチの講習会です。
電話で予約をお願いします。
とき● 12 月 23 日（金・祝）
　午後 1時 30 分
参加費● 200 円（保険料含）
定員● 20 人（小学生以上）
申込み問合せ●東総運動場
　☎ 68-1061

入場は無料どなたでも参加できます
第1回香取圏域ふれあい祭り 

　障がいを持つ人たちと地域の方々
との交流を深めるためのお祭りで
す。お誘い合わせの上、ご来場くだ
さい。
とき●12月3日（土）午前10時30分 
ところ●香取市佐原文化会館
内容●芸能発表・展示や販売など
問合せ●香取ネットワーク
　☎ 0478-50-2800

お知らせ

●特設住民相談　12月6日（火）
午前9時30分〜午後2時【要予約】
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

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』

農業委員会委員選挙人名簿の登録申請について

　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。

　農業委員会委員選挙人名簿は「農業委員会等に関する法律」により、毎年1月 
1 日を基準日として、農家の皆さんからの申請に基づき作成しています。
　申請書の用紙は、11 月下旬から各区長を通じて配布します。
　下記の「登録資格要件」をすべて満たす方は、必要事項を記入の上、各地区 
の取りまとめ方法や期限に従って提出してください。
　農業委員会事務局への提出期限は、平成24年 1月 10日（火）【期限厳守】
です。
　申請書が届かない方やご不明な点などについては、農業委員会事務局まで 
ご連絡願います。

■登録資格要件■
１．平成 24 年 1月 1日時点において多古町に住所を有する方
２．平成 24 年 3月 31 日（名簿確定日）時点において満 20 歳以上の方
　　（平成 4年 4月 1日以前に生まれた方）
３．次のいずれかに該当する方
　　❶ 10 アール (1,000㎡ ) 以上の農地で耕作を営む方
　　❷ 上記①に該当する方の同居の親族または配偶者で、
　　　年間おおむね 60 日以上耕作に従事する方
問合せ●多古町農業委員会事務局☎ 76-5403

　東日本大震災により住宅や家財などの損害を受けた方は、災害減免また
は雑損控除のどちらか有利な方法で、所得税の軽減または免除を受けられ
る場合があります。なお、平成 22 年分または平成 23 年分のいずれかの
年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。
　平成 22 年分の還付手続きについては、平成 24 年 3月 31 日となる方も
おりますので、お早めに手続きをお願いします。
　申告時期になりますと、税務署が大変混雑しますので、お早めに手続き
をお願いします。
【雑損控除の対象となる資産】住宅や家財、屋根瓦、自家用車、車庫、
　　　　　　　　　　　　　ブロック塀、墓石の修理など
　申請の際の必要書類については、広報たこ 11 月号と一緒に配布された
｢東日本大震災税務相談会｣をご覧ください。
問合せ●佐原税務署☎ 0478-54-1331

所得税の軽減または免除が受けられる場合があります

とき● 12 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● 12 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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12月4日〜10日は『人権週間』
　昭和 23 年 12 月 10 日に世界連
合の総会において「世界人権宣言」
が採択されたことにちなみ、毎年
12 月 10 日を最終日とする一週間
を『人権週間』と定めています。
　私たち一人ひとりが、今一度「人
権」について考え、住みよい社会
を作りましょう。
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