
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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■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 24 日（月）～ 10 月 12 日（金）　発売単価● 1枚 300 円　抽選日● 10 月 19 日（金）

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 24 日（月）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階第 2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

県立旭高等技術専門校
平成25年度推薦入校生を募集 

　校内の見学もできますので、お気
軽にお越しください。
募集科目●①NC機械加工科（1年間） 
②自動車整備科（2年間）

募集期間●①②ともに9月24日（月） 
～ 10 月 5日（金）

問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

補助金を交付します
生ごみ処理機設置事業 

　家庭用生ごみ処理機を新規に購入
した方や、これまでに補助金の交付
を受けてから 7 年が経過し、故障
などにより買い替えた方に補助金を
交付しています。
　補助基数には限りがありますの
で、早めにお申し込みください。（詳
しくはお問い合わせください）
補助金額●購入価格（消費税を除く）
の 2分の 1 に相当する額（100 円
未満切捨て、上限 25,000 円）

問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

相談は無料です
司法書士による電話相談 

とき●9月3日（月）より毎週月曜日、 
水曜日（祝日、年末年始を除く） 
午後 2時～ 5時

相談・問合せ●千葉司法書士会
　☎ 043-246-2666

お知らせ

●住民相談　9月21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

●交通事故相談　9月12日（水）
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
■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

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

　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●9月14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

　9月26日に任期が満了する両総土地改良区の総代選挙を次の通り行います。
選挙期日（投票日）●9月19日（水）
投票できる方●両総土地改良区組合員の方
立候補届出期間●9月12日（水）および13日（木）午前8時30分～午後5時
立候補できる方●昭和62年9月20日以前に生まれた方で両総土地改良区組合員 
の方

※両総土地改良区の区域は、香取市から長生郡一宮町までの14市町村、54選
挙区に区分され、選挙で選出される総代の定数は201名です。なお、立候補
届出用紙は選挙管理委員会にあります。

問合せ●多古町選挙管理委員会事務局☎76-2611

両総土地改良区総代選挙

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（木）～26日（水）
　　　　　※ 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●（公社）千葉県獣医師会☎043-232-6980
　　　　　　　（財）千葉県動物保護管理協会☎043-214-7814

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●9月7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●8月24日（金）～31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』

　10月1日現在で就業構造基本調査
が行われます。この調査は国民のふ
だんの就業・不就業の実態を明らか
にすることにより、雇用政策などの
基礎資料を得ることを目的に実施し
ます。調査対象世帯には、9月上旬
から「調査員証」を携帯した調査員が
お伺いしますので、ご協力をお願い
します。
問合せ●企画財政課
　企画空港対策係
　☎76-5409

　多古町に在住する、健康で働く意欲のある60歳以上の方々に就業の機
会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センターは設立さ
れました。季節によって繁忙の違いはありますが、機械除草・各種農作業・
剪
せん

定
てい

・障子はり・運転代行など、さまざまな分野で現在
約180人の会員が活躍しています。今までの技能や経験
を積極的に生かし、あなたも会員になりませんか？
とき●9月25日（火） 午前10時
ところ●社会福祉協議会2階　会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター☎76-6606

（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会

秋の
9月21日（金）～30日（日）

～ 広めよう 早めのライトと 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

小学校へ入学する皆さんへ
平成25年度

　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、通知文および問診票は、10 月上旬に郵送
する予定です。
対象●平成 18 年 4月 2日～
　　　平成 19 年 4月 1日生まれの方
とき● 10 月 26 日（金）
　　　 受付：午後 1時 15 分～ 45 分
ところ●多古町保健福祉センター
健診内容●内科 ･歯科 ･眼科 ･耳鼻科
持参物●母子手帳、問診票
問合せ●コミュニティプラザ内学校教育課
　学校教育係☎ 76-5411

就業構造基本調査に
ご協力ください

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

問

平成25年度
多古中央病院の正規職員を募集
職種●①看護師・准看護師【2名】
　　　②臨床検査技師【1名】
　　　③調理員【2名】
提出書類●①②履歴書・資格証明
書（25 年度春季資格取得見込み
含む）の写し

　③ 履歴書・調理師免許の写し
申込期限● 9月 28 日（金）
申込み問合せ●多古中央病院
　庶務係☎ 76-2211
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