
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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■「相続登記はお済ですか月間」無料相談■　とき● 2月 1日（金）～ 28 日（木）までの間でご希望の当会所属司法書士と相談し、日程を決定
ところ●ご希望の当会所属司法書士事務所  問合せ●千葉県司法書士会☎ 043-246-2666

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 2月 23 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

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。

秘密は守られます
消費者相談窓口 

　商品やサービス、契約、多重債務
などのトラブルについて弁護士が無
料で相談対応。当日の申し込みも可
能ですができるだけ事前の申し込み
をしてください。
とき● 2月 1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●1月18日（金）～25日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興
係☎ 76-5404

ご存じですか？
成年後見制度研修会 

とき● 2月 24 日（日）
　午後 1時 20 分～ 4時 30 分
ところ●千葉市生涯学習センター
定員● 300 人（申込み先着順）
申込期限● 2月 14 日（木）
資料代● 500 円
申込み問合せ●千葉県社会福祉協議
会千葉県後見支援センター

　☎ 043-204-6012

相談は無料です
働くことに悩みを抱える若者の支援 
　キャリアカウンセラーの資格を
持った相談員が無料で相談に応じま
す。事前の申し込みが必要です。
とき● 2月8日（金）　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●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

高齢者を地域で支える
福祉・介護の人材育成啓発研修 
　地域福祉・地域づくりについての
理解を深め、老いについて考えま
しょう。現場の職員による在宅介護
の実技指導もあります。お気軽に参
加ください。
とき●2月23日（土）午後1時～4時
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
参加費●無料
問合せ●NPO法人香取の地域福祉を 
考える会☎ 0478-52-3888

生徒が作った製品を頒布します
香取特別支援学校『かよう商店街』 
■高等部
とき● 2月 5日（火）・6日（水）
　午前 10 時～午後 4時
ところ●イオンモール成田
　ガーデンコート
頒布製品●ベンチ・陶芸製品・花苗・
手織り製品ほか

■中学部
とき● 2月 7日（木）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●イオンモール成田
　スカイコート
頒布製品●籐製品・手すき紙製品・
花かごほか

問合せ●千葉県立香取特別支援学校
　☎ 0478-72-2911

作品展示および販売会「銚特フェア」
千葉県立銚子特別支援学校 

とき● 2月 5日（火）、6日（水）
　午前 10時～午後 3時
ところ●イオンモール銚子 イルカ
の広場C1出口前ほか

内容●紙工芸品・藍染品・草木染品・
陶芸品・コケ玉・花苗・寄せ植え・
培養土などの展示や販売

問合せ●千葉県立銚子特別支援学校
　高等部・北見☎ 0479-22-0243

お知らせ

●住民相談　2月22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

●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。

　東日本大震災の大津波に耐えた岩手県陸前高田市の一本松は、現在衰弱が進
み枯死にいたってしましました。そこで今回「奇跡の一本松保存募金」により一
本松の保存および周辺の環境整備をし、復興のシンボルである一本松を後世に
残していきたいと思います。皆さまのご協力をお願いいたします。
■募金方法（口座振込）　※振込手数料はお客様にご負担いただきます。
　岩手銀行 【口座】岩手銀行 高田支店（033）
　　　　　　　　 普通　2051836
　　　　　 【名義】奇跡の一本松保存募金
　　　　　　　　 代表 陸前高田市長 戸羽太
　ゆうちょ 【口座記号番号】02290-9-127013
　　　　 　【名義】奇跡の一本松保存募金
問合せ●陸前高田市都市計画課☎0192-54-2111

　ちょっとした好奇心で薬物に手を出したばかりに、脳や神経が侵され、二
度と元の健康な体を取り戻すことができなくなります。
　一人ひとりが薬物の危険性を正しく理解し、地域が一体となって薬物乱用
を絶対に許さない社会環境をつくることが大切です。
薬物の相談機関●①県精神保健福祉センター ☎ 043-263-3893
　　　　　　　　②香取健康福祉センター ☎ 0478-52-9161
　　　　　　　　③県警ヤング・テレホン 1 0120-783-497
問合せ●県薬務課☎ 043-223-2630

平成25年度学童保育所の入所受付

「奇跡の一本松保存募金」にご協力ください

違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）は「ダメ。ゼッタイ。」‼

　職業の相談・紹介などを行いますので、
お気軽にご利用ください。詳細は佐原公共
職業安定所（☎0478-55-1132）へお問い合
わせください。
とき●2月13日（水）午前10時～午後3時
ところ●役場1階 第1会議室
申込み問合せ●産業経済課経済振興係
　☎76-5404

1日ハローワークを開設します

　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含
む）および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低
賃金が改正されました。
　なお、最低賃金額には精・皆勤手当、通
勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深
夜手当等は含まれません。

千葉県最低賃金等の改正について

　平成25年度多古学童保育所・久賀学童保育所への入所受付を役場1階
の子育て支援課で行います。申請書は子育て支援課で配布しています。
対象児童●保護者などが働いているため、放課後の保育ができない小学 
　1年生～4年生
定員●多古学童保育所（34人）・久賀学童保育所（30人）
申請受付●2月 4日（月）～15日（金）　
　午前8時 30分～午後5時 15分
　（土・日・祝日を除く）
保育料●月額7,000円（8月は10,000円）
傷害保険料●月額150円
申請・問合せ●子育て支援課こども係
　☎76-5412

「必ずチェック最低賃金！使用者も　労働者も」

千葉県最低賃金
（時間額）

改正額

７５６円

特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額

調味料製造業 ８１７円

鉄鋼業 ８５７円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ８３３円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業

８３６円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学
機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、時計・同部品製造業、眼鏡製造業

８１９円

各種商品小売業 ７９５円

自動車（新車）小売業 ８２７円

24 時間テレホンサービス☎ 043-221-4700
千葉労働局ホームページhttp://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

※一部特定最低賃金が適用されない業種があります。
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無料相談
いろいろ
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