
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

学校教育課 76-5411
生涯学習課 76-7811
プラザ図書室 79-3406
プラザFAX 76-7813

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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国保旭中央病院から時間外選定療養費導入のお知らせ
　総合病院国保旭中央病院では、8月より緊急性の低い軽症の患者の方が時間
外に当院救急を受診された場合、“時間外選定療養費”として保険診療分とは別
に時間外救急外来受診1回あたり一律 5,250 円（税込）をご負担いただくことと
なりました。（その場合、別途保険適用分の時間外加算金はかかりません。）
対象●救急外来受診者のうち軽症の方（旭市民および 15歳未満の小児を除く）
対象時間●平日午後 6時～午前 7時 59分、および土曜・日曜・祝日
「軽症」の定義●診療時に、検査・処置等の必要が無く、医師による診療のみの
場合。または診療と投薬のみの場合。

　※負担適用外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ●総合病院国保旭中央病院　☎ 0479-63-8111（代表）

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。

お子さまの悩み一緒に考えませんか
家庭児童相談室 

とき●月曜日～金曜日（祝日・年末
年始を除く） 午前 9時～午後 4時

ところ●香取健康福祉センター
※来所の場合は事前に予約をお願い
します。

問合せ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）
　☎ 0478-52-9161

働きたい高齢者の方へ
初めてのパソコン教室 

とき●9月3日（月）～9月11日（火）
　午前 9時 30 分～午後 4時 30 分
ところ●成田国際福祉専門学校（成
田市郷部 583）

対象者●県内在住の 55 歳以上の無
職の方（受講条件があります。詳
細はお問合せください）

参加費●無料　募集人員● 20 名
申込み問合せ●8月14日（火）までに 
（公社）千葉県シルバー人材セン
ター連合会☎ 043-227-5112

結婚50周年を迎えられる方へ
記念品を贈呈します 

　「敬老の日・老人福祉週間」行事の
一環として、結婚 50 周年を迎えら
れるご夫婦に記念品を贈呈します。
要件●昭和37年9月1日～38年8月 
31日までの間に結婚し、平成24年
8月1日現在において夫婦健在で、
多古町に住所を有し、居住している方

申込み●8月1日（水）～20日（月）ま 
でに保健福祉センター窓口に申請

問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

お知らせ

●住民相談　8月22日（水）
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
■生涯学習課社会教育係☎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

問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生組合　☎0479-72-3036

　千葉県では、7月から「子育て応援！ チーパス
事業」を開始しました。
　子育て家庭優待カード「チーパス」を「チーパス
の店」（協賛店舗・施設）で提示すると、商品代や
飲食代の割引、ポイントサービスなどの特典が受
けられます。
使用期間●7月2日（月）～平成27年3月31日（火）
チーパスの配布対象●県内在住の妊娠中の方、中
学校以下のお子さんがいる家庭

チーパスの配布●①町内の幼稚園、保育所、小中
学校を通じて配布しています。

　② 妊娠された方は、母子手帳の交付とあわせて
保健福祉課の窓口で配布します。

　③未就園児や妊娠中の方などは役場子育て支援
課の窓口で配布します。

チーパスの店●県の専用ホームページでご覧くだ
さい。http://www.chiba-kosodate.jp

問合せ●子育て支援課こども係 ☎76-5412
　千葉県県健康福祉部児童家庭課　少子化対策室
「子育て応援！
　　チーパス事業」　担当
 ☎043-223-2317

　匝瑳市ほか二町環境衛生組合では、松山清掃工場の排ガ
ス・灰・土壌・放流水・地下水に関するダイオキシン類検
査を実施しています。
　検査結果は全て基準値以下でした。

【単位】  排ガス・灰：ng-TEQ/n㎥（1ngは10億分の1g）
 土壌：pg-TEQ/g（1pgは1兆分の1g）
 水質・地下水：pg-TEQ/l
 TEQ：毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位。
　ダイオキシン類の毒性：生殖機能・免疫機能等への影響、発がん性な
どがあるとされています。

項目 地点 検査結果 規制値 検査年月日

排ガス
1号炉 0.23

5以下 平成23年
11月1日

2号炉 0.36
灰 0.0074 3以下

土壌

清掃工場東側 21

1,000以下
平成23年
11月11日

南南東400m 38
東北東330m 8
北北西340m 14
西南西350m 27
西南西600m 5.2

水質
調整池 0.16 10以下
南西600m 0.064

1以下
南西1200m 0.18

地下水
No.1地下水 0.047 平成23年

10月4日No.6地下水 0.054

■職種・採用予定者数
　①一般行政職上級 【2名】
　②技術職（土木）上級 【1名】
　③一般行政職初級（身体障害者対象）【1名】
■受験資格
　①一般行政職上級　②技術職（土木）上級
　　● 昭和57年4月2日から平成3年4月1日
　　　までに生まれた方で、学歴を問わない。
　　● 平成3年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期

大学を除く）を卒業した方。（平成25年3月までに卒業見込みの方を含
む）

　③一般行政職初級（身体障害者対象）
　　●次のすべての条件を満たす方で、学歴を問わない。
　　　❶平成3年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた方であること。
　　　❷ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級まで

であること。
　　　❸活字印刷文の出題への対応ができること。
　　　❹自力により通勤ができ、介護者なしに職務遂行が可能であること。
■試験日時　9月16日（日）午前10時から　
■試験会場　千葉県立佐原白楊高等学校
■申込書の配布　7月1日（日）から役場2階の総務課で配布
　　　　　　　　【午前8時30分～午後5時15分】
　　　　　　　　　※土・日・祝日は、日直にお申し出ください。
　　　　　　　　● 町ホームページ（http://www.town.tako.chiba.jp/）から

もダウンロードできます。
　　　　　　　　● 郵送により申込書を請求する場合は、住所・氏名を明記

した返信用封筒（A4サイズが入るもの）に140円切手を
貼って、同封してください。

■申込書の受付　 7月24日（火）から8月10日（金）まで役場2階の総務課で受
付（土・日を除く）【午前8時30分～午後5時15分】

　　　　　　　　　※郵送の場合は、8月10日（金）の消印まで有効です。
お問い合わせ●総務課庶務係（〒289-2292　多古町多古584番地）
　　　　　　　☎76-2611

町職員募集！

　職業的な自立を目指す若者や、ひきこもりに悩む保護者の方などを対象に
キャリアカウンセラーの資格をもった相談員が無料で相談に対応します。相
談を希望される方は、事前の申し込みが必要です。
とき●8月10日（金）（毎月第2金曜日）午後1時～5時
対象●15歳以上40歳未満の自立（就労）に悩みを抱えている若者またはその 
保護者

ところ●多古町役場1階　第1会議室
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション　☎0476-37-6844

働くことに悩みを抱えている若者（ニート・ひきこもり等）の支援

子育て応援カード
「チーパス」を配布しています

平成23年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合
ダイオキシン類検査結果

　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受けられるように、で
きるだけ事前の申し込みをお願いします。

とき●8月3日（金）　午前10時～午後3時
ところ●コミュニティプラザ1階　会議室 （控室は第1研修室）
申込期間●7月20日（金）～7月27日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

相談は無料です『消費者相談窓口』

　個人事業税第1期分の納期限は
8月31日（金）です。
　納税通知書は8月中旬に送付し
ますので、最寄りの金融機関でお
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

個人事業税の納期のお知らせ

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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