
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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■無料の債務相談■　専門相談員が電話や来所で相談を受けています。借金の問題はきちんとした手続きをとれば解決します。秘密は厳守し
ます。まずはお電話ください。　問合せ●財務省千葉財務事務所債務相談窓口☎ 043-251-7830

　千葉県は、自動車税の未納があ
る方に対し、給与等（給与、預金、
自動車）の差押えを12月から一層
強化します。
　自動車税が未納の場合は、至急
納付してください。
問合せ●千葉県香取県税事務所
　☎0478-54-1314
千葉県税務課☎043-223-2127

※自動車の差押え
　（ミラーズロック）

自動車税 給与等の
滞納処分を強化

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。

　　

楽しみましょう！
わぁーかちぃーとからのお知らせ 
■手芸教室
　今回は、お正月飾りに挑戦‼
とき● 12月 9日（月）　正午から
材料費● 500円（受講料は無料）
問合せ●やなぎや
　☎ 76-7066
（手芸教室は月1回開催しています。）
■マジックショー
　久賀の手品師池田丸・有頂天さん
の華麗なるショーをご覧ください。
とき● 12月 10日（火）
　午後 1時 30分
問合せ●菅澤
　;080-5083-7288

統計で みんなで見よう 時代の動き
工業統計調査を実施します 

　工業の実態を明らかにするため、
製造業を営む事業所を対象に毎年
「工業統計調査」を実施しています。
12 月中旬ごろから調査員が「調査員
証」を携帯して伺いますので回答に
ご協力ください。
問合せ●企画財政課企画空港対策係
　☎ 76-5409

こじまあきこパッチワーク展
ギャラリー『トキノオト』オープン 
　ぜひお立ち寄りください。
期間●平成26年 1月 30日（木）まで
　 毎週金曜 :午後1時30分～4時頃
　 毎週土日月曜 :午前 10時 30分～
午後 4時頃
　【入場料無料】
ところ●多古町北中 2086-8
問合せ●小島
　;080-5493-9843

子犬の飼い方など習いませんか
千葉県動物愛護センター 

■パピークラスの犬の飼い方・しつ
け方【予約制】

　※参加者には優先的に子犬を譲渡
とき● 12 月 21 日（土）
　時間はご相談ください。
■一般譲渡
　センターの成犬・成猫を譲ります。
とき● 12 月 19 日（木）
受付●午後 1時～ 1時 30 分
■犬猫飼い主さがしの会【予約制】
　飼い主さんと欲しい方の出会いの
場です。
とき● 12 月 8日（日）
欲しい方の受付●午前9時～9時30分
あげたい方の受付●午前9時30分～ 
10 時

●上記無料で行っています
問合せ●千葉県動物愛護センター
　（富里市御料 709-1）
　☎ 0476-93-5711

お知らせ

●特設住民相談  12月6日（金）

午前9時30分〜午後2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。

■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協議書などでお困りの方は、ご相談ください。
とき● 12 月 15 日（日）午後 1時 30 分～ 4時　ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター　問合せ●スギヤマ行政書士事務所☎ 72-1639

　昭和23年12月10日に国際連
合総会で世界人権宣言が採択され
たことを記念して、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。
　相手の気持ちを考えることや思
いやることの大切さを私たち一人
一人が考え、お互いを尊重し合う
平和で豊かな社会を作りましょ
う。

　12月 1日（日）から31日（火）までの間、地元商店を
ご利用いただくと、1,000円ごとに抽選券を１枚差し
上げます。年末のお買い物は、ぜひ地元商店で !

抽選日●平成 26 年 1月 8日（水）
景品交換●平成 26 年 1月 14 日（火）～ 2月 13 日（木）

1等 現金 100,000 円 3 本
2等 50,000 円 10 本
3等 10,000 円 40 本
4等 5,000 円 360 本

問合せ●多古町商工会☎76-2206

※ このイベントは多古町補助事業です。
日ごろ感じている地元商店へのご意見
ご要望などがありましたら、多古町商
工会までご連絡ください。

歳末連合大売り出し
賞金総額
300万円‼

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・町県民税などの社会保険
料控除の対象となりますが、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険
料を証明する書類の添付が義務付けられています。
　11月上旬に日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明
書』(ハガキ)が送付されますので、年末調整または申告の際まで大切に
保管してください。
◎控除証明書専用ダイヤル　 0570-070-117
　（IP電話からは☎03-6700-1130）
　【受付期限】 平成26年3月14日（金）まで
　【受付時間】 ○月曜日 午前8時30分～午後7時
 ○火～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
 ○第 2土曜日 午前9時30分～午後4時
　　※月曜日が祝日の場合は、火曜日に午後7時まで受付します。
　　※祝日、12月29日～1月3日は利用できません。
問合せ●住民課国保年金係☎76-5405

『国民年金保険料控除証明書』―年末調整や確定申告に必要です！―

農業委員会委員選挙人名簿の登録申請について

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●12月13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●11月29日（金）～12月6日（金）
※予約状況によっては当日の申込みも可能です。次回は1月10日（金）です。
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

働くことに悩みを抱えている若者の支援をします
とき●12月13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●多古町役場1階　第1会議室
申込み●事前の申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション☎0476-24-7880

　年末にかけて、飲酒の機会が多くなります。家族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、
交通事故防止を心がけてください。
　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。

冬の交通安全運動が実施されます！12月10日（火）〜
　 　 31日（火） 許しません　飲酒運転　許す人

12月4日～10日は
『人権週間』

　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26年1月10日（金）【期限厳守】 
です。
　申請書が届かない方やご不明点などについては、
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26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26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6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
　　①10アール（1,000㎡）以上の農地で耕作を営む方
　　② 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●農業委員会事務局 ☎76-5403

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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