
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
都市計画課 76-5408
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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■入場料無料の公開講座「PM2.5 とタバコの害について」■　氏名、住所、電話番号、参加人数を申込み先へ　とき● 8月 21 日（水）午後 2時 
30 分～ 4時　ところ●幕張メッセ国際会議場　申込期限● 8月 12 日（月）　申込問合せ●千葉県健康づくり支援課☎ 043-223-2660

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。

よさこいに興味のある方を募集！
錦照会鳴子連 

　一緒によさこいを踊ってみません
か？参加費は無料です。
とき●9月7日（土）、9月28日（土）、
10 月 19 日（土）、11 月 9 日（土）
午前 10 時～ 12 時

ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 3研修室
申込み● 8月 31 日（土）まで
問合せ●田野中
　;090-9309-5404

いっしょに企画してみませんか？！
“お月見どろぼう” 

　10 月に開催を予定しているイベ
ントの実行委員を募集します。
受付期間●8月 1日（木）～9日（金）
募集人数● 5名
詳細問合せ・申込●多古町商工会
　☎ 76-2206
主催●多古町商店街　起志回生の会

加入しましたか？
交通災害共済会員 

　交通事故に遭った場合、最高 150
万円の見舞金が支払われます。
年会費● 700 円
共済期間●9月 1日から翌年の8月 
31 日までの 1年間

対象事故●自動車やオートバイ、自
転車などによる人身事故で、自動
車安全運転センターから交通事
故証明が発行された事故

見舞金●①死亡見舞金 150 万円
　　　　② 傷害見舞金 2 万円～ 50

万円
　　　　③ 身障見舞金（傷害見舞金

のほかに）50 万円
　　　　④ 交通遺児見舞金（1 人に

つき）10 万円
申込み問合せ●各地区取りまとめに
よる申込みは8月 15 日（木）まで
に、個人での申込みは 8月 31日
（土）までに総務課交通防災係
　☎ 76-2611

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38年 9月 1日～昭和39
年8月31日までの間に結婚し、平
成25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（木）～20日（火）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

地域ぐるみで問題解決を
「地域で子育て孫育て」 

　講師にかとり助産院長齋藤葉子さ
んを迎え講演会を行います。
とき●8月3日（土）午後1時30分～
4時
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
対象●子・孫育て中の多古町民の方
　80 名
問合せ●多古町女性ネットワーク
　こだま会;090-5804-6490

新たな自覚を持って
危険物取扱者保安講習会 

とき● 10 月 4日（金） 
ところ●銚子市青少年文化会館
　（銚子市前宿町 1046）
受付期間●8月26日（月）～30日（金）
※詳細はお問い合わせください。
申込み問合せ●香取広域市町村圏事
務組合消防本部予防課

　☎ 0478-83-2245（直通）

募集

お知らせ

●住民相談　8月22日（木）
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

働くことに悩みを抱えている若者の支援
とき●8月9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

会場●多古町役場　1階　第1会議室
申込み●事前に申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション☎0476-24-7880

個人事業税の納期のお知らせ
　個人事業税第1期分の納期限は9月2日（月）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

井戸水を飲用する皆様へ
　井戸水やわき水は、有害物質の地下浸透や井戸などの管理が不十分なこと
により、汚染されるおそれがあります。飲用井戸の衛生確保は、設置者自ら
が実施していただくことになりますので、次の点に気を付けましょう。
　①井戸を衛生的に管理しましょう。　②水質検査を実施しましょう。
問合せ●香取健康福祉センター（保健所）☎0478-52-9161
　　　　生活環境課環境係☎76-5406

町村合併60周年記念企画　第31回「多古町民ふれあい号」の旅

返しきれない借金で悩んでいませんか？
　千葉財務事務所では、無料の債務相談窓口を開設しています。専門相談員
が電話や来所で相談を受け、必要に応じ法律の専門家に引継ぎを行っていま
す。秘密は厳守します。
受付時間●午前8時30分～12時、午後1時～4時30分の平日
問合せ●財務省千葉財務事務所債務相談窓口☎043-251-7830

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●8月9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26日（金）～8月2日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

～湯布院・別府・耶
や

馬
ば

渓
けい

を巡る北九州の旅～
募集人数●先着80名　参加費●60,000円（一人）
対象者●多古町在住・在勤の方　募集締切●8月5日（月）まで
期日●平成25年9月29日（日）～10月1日（火）2泊3日

問合せ●企画財政課企画空港対策係　☎76-5409

1日目　 多古町役場＝成田空港＝福岡空港＝金鱗湖＝別府　地獄
めぐり＝別府温泉　泊

2日目　 ホテル＝宇佐八幡宮＝中津城＝耶馬渓橋（オランダ橋）＝
青の洞門・競秀峰＝羅漢寺・渓石園＝杖立温泉　泊

3日目　 ホテル＝九重夢大吊り橋＝天領日田、豆田町　散策＝大
宰府天満宮＝福岡空港＝成田空港＝多古町役場　解散

問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生組合　☎0479-72-3036

　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 0.35

5以下
平成24年10月16日2号炉 0.33

灰 0.043 3以下

土壌

清掃工場東側 25

1,000以下

平成24年11月27日

南南東400m 31
東北東330m 8.9
北北西340m 13
西南西350m 11
西南西600m 4.9

水質
調整池 0.0007 10以下
南西600m 0.67

1以下
南西1200m 0.59

地下水
No.1地下水 0.043

平成24年10月11日
No.6地下水 0.065

平成24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

行
　
程

各世帯にお配りしたチラシに付いている申込書にご記入の上、参加費を添えて企画
財政課までお申し込みください（申込書は企画財政課窓口にも用意してあります）。

国保多古中央病院
臨時職員募集！

職種●調理員 1名
仕事内容●食器洗浄、調理や盛り
付け

賃金●日給 6,800 円
勤務時間●シフト制
　①午前5時45分～午後2時30分
　②午前9時45分～午後6時30分
　※①②どちらでも勤務可能な方
詳細問合せ●国保多古中央病院
　庶務係☎ 76-2211

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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