
■船舶免許更新・失効講習会■　とき● 4月 23 日（土）午前 9時から　ところ●潮来ホテル　申込締切● 4月 9日（土）
問合せ●水郷ボートサービス㈱☎ 0299-63-1231

■ハローワーク千葉出張相談■　職業の相談や紹介などが無料で行えます。　とき● 4月 28 日（木）午前 10 時～午後 3時（正午～午後 1時ま
でを除く）　ところ●横芝光町役場　東側玄関ロビー相談室　問合せ●ハローワーク千葉　職業相談第 1部門☎ 043-242-1181

The information of the living市外局番の記載がないものは「0479」です。
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お問い合わせください。

●消費者相談
　4月8日（金）

午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室

（控室は第1研修室）
次回は5月13日（金）開催予定
申込期間4月22日（金）～5月6日（金）
■契約トラブル・多重債務など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　4月8日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第1会議室
■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
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　4月22日（金）

午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎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
問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
問社会福祉協議会
☎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
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　4月9日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■4月7日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567

●行政書士相談
　4月17日（日）

午後1時30分～4時
匝瑳市市民ふれあいセンター
■相続・遺言・協議書など
問スギヤマ行政書士
☎72-1639

対象

内容

内容

予約

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ

優しい声と抱っこの温もり
0～1歳児『よみきかせの会』 

　「よみきかせ」だけでなく、行事に
合わせた紙工作や手遊びなども行い
ます。お友達も誘って遊びにきませ
んか。
とき●毎月第 3木曜日
　4月 21 日（木）からスタート
　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ●多古町立図書館
申込み・問合せ● 4月 1日（金）から
　町立図書館☎ 79-3406
　またはコミュニティプラザ内
　生涯学習課☎ 76-7811

グリーンを狙え‼
町民ゴルフ大会 

とき● 6月 9日（木）【雨天決行】
ところ●東京国際空港ゴルフ倶楽部
参加資格●町在住・在勤の方
参加費● 3,000 円（プレー代は別途
自己負担）

競技方法●新ペリア方式 18 ホール
ストロークプレー

部門●一般男子
　　　レディース
　　　シニア（60歳代）
　　　グランドシニア（70歳以上）
申込み・問合せ●4月8日（金）～5月 
10日（火）までに申込書をコミュニ 
ティプラザ内
生涯学習課

　社会体育係
　☎ 76-7811

代表者は必ず出席してください
町民野球大会主将会議 

とき● 4月 8日（金）午後 7時
ところ●コミュニティプラザ研修室
※ 大会参加費 10,000 円は主将会議
当日にお持ちください。
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

お知らせ
4月6日（水）〜15日（金）は

春の全国交通安全運動です

「しんごうが あおでもよくみる みぎひだり」

平成28年度　協会けんぽの保険料率が変わります
　全国健康保険協会千葉支部の保険料率が、平成28年3月分（4月納付分）
から下記のとおり変更となりました。加入者の皆様の医療を支えるため、
今後も疾病予防のための健診の推進やジェネリック医薬品の普及促進な
ど医療費適正化に向けた取り組みを強く進めてまいりますので、今後と
もご理解とご協力をお願いいたします。

※介護保険料は40 歳以上 65 歳未満の方が該当
問合せ●全国健康保険協会千葉支部☎ 043-308-0522

国保ミニドックのお知らせ
　40 歳と 45 歳の方を対象に、がん・糖尿病・循環器疾患などの予防や
早期発見を目的としたミニドック（総合健診）を実施します。対象者には
4月に個別通知で詳細をお知らせします。自分の健康状態を確認する良
い機会ですので、ぜひ受診しましょう。
対象者●国保加入者
　　　　40 歳　（昭和 51 年 4月 2日～昭和 52 年 4月 1日生まれの方）
　　　　45 歳　（昭和 46 年 4月 2日～昭和 47 年 4月 1日生まれの方）
検査項目●視力、聴力、尿、血液、心電図、内臓脂肪（腹部CT）
　 胃がん検診（胃レントゲン）、大腸がん検診（便潜血）、肺がん検診（胸
部レントゲン）
※有料（400 円）ですが、肺がん検診（喀

かく

痰
たん

細胞診）も受けられます。
実施時期●平成 28 年 6月頃　実施場所●国保多古中央病院
健診料金● 3,000 円
問合せ●住民課国保年金係☎ 76-5405

種類 旧保険率 新保険料率

健康保険料率 9.97％ 9.93％　（0.04％引き下げ↓）

医療機関 実施日・受付時間・受付方法

多古中央病院
☎76-2211

【月 ･ 火 ･ 木 ･ 金曜日】午後1時30分～2時
（2日前までの午後2時～5時に電話予約）

大木内科医院
☎76-2904

【月･火･水･金･土曜日】午前8時～正午、午後2時～5時
【木曜日】午前8時～正午

さとうメディカルオフィス
☎76-2039

【月～金曜日】午前8時30分～午後0時30分、午後3時～
6時【土曜日】午前8時30分～午後1時

（母子手帳持参で窓口予約）

石橋内科医院
☎76-2767

【月 ･ 水 ･ 木 ･ 金曜日】午後2時30分～5時30分
【火曜日】午後4時～6時　【土曜日】午後2時30分～4時
（母子手帳持参で窓口予約）

問合せ●保健福祉課健康づくり係☎76-3185

◆ 乳幼児のBCG、四種混合（破傷風・ジフテリア・百日咳
ぜき

・ポリオ）、

日本脳炎、麻
ま

疹
しん

風
ふう

疹
しん

混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、水ぼうそうの
予防接種

下記の医療機関で個別に行っていますので、早めに受けましょう。

保健福祉課から予防接種のお知らせです

平成28年度  『農作業賃金』ならびに『機械による農作業料金』 
の標準額をお知らせします

税務課からのお知らせ
■平成 28 年度『土地・家屋価格等縦覧帳簿』の縦覧
期間● 4月 1日（金）～ 5月 31 日（火）【土・日・祝日を除く】
縦覧できる方●①固定資産税の納税者またはその代理人
　　　　　　　　（代理人の場合は委任状が必要）
　　　　　　　②納税者と同居している親族
■平成 28 年度『固定資産課税台帳』の閲覧
期間● 4月 1日（金）～通年【土・日・祝日と年末年始を除く】
閲覧できる方●① 固定資産の所有者またはその代理人（代理人の場合は

委任状が必要）
　　　　　　　②所有者と同居している親族　③納税管理人

〈共通〉
場所●税務課窓口
必要となるもの● 身分証明書、印鑑、代理人の場合は委任状
問合せ●税務課資産税係☎ 76-5402

■平成 28 年度軽自動車税の減免申請
　身体や精神に一定の障害があり、歩行が困難な方（以下、障害者）のた
めに使用される軽自動車については、申請により軽自動車税の減免を受
けることができます。減免は 1人につき 1台のみで、普通自動車で税
の減免を受けている方は対象外です。
　減免の対象となる障害の区分・程度などについては、お問い合わせく
ださい。
申請期限● 4月 25 日（月）
対象車両●次のいずれかに該当する軽自動車
　　　　　①障害者本人が所有し、自ら運転する軽自動車
　　　　　② 障害者本人が所有し、障害者を常時介護する方が運転する

軽自動車（所有する障害者本人の世帯全員が障害者である
場合に限る）

　　　　　③ 障害者と生計を共にする方が所有し、障害者本人が運転す
る軽自動車

　　　　　④ 障害者と生計を共にする方が所有し、障害者のために運転
する軽自動車

必要書類● 運転免許証、車検証、印鑑、身体または精神に障害のあるこ
とが証明できる手帳（身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳）、軽自動車税の納税通知書（納
税通知書が届いてから申請する場合のみ）

問合せ●税務課課税係☎ 76-5402

項　　　　目 標準賃金・料金 備　　　考

農作業賃金
水田作業 8,800 円

8 時間労働（男女同じ）
畑作業 7,500 円

水田耕起
トラクターロータリー 6,300 円
トラクタープラウ 5,700 円

畑耕起 ロータリー 5,300 円
水田代かき トラクタードライブハロー 6,400 円
畦塗り トラクター 40 円 1 ｍ当たり
育苗 800 円 1 箱当たり
植え付け（田植機） 7,800 円 苗代および苗運搬代含まず
　〃　同時肥料散布の場合（加算額） 1,000 円 肥料代含まず
　〃　同時薬剤散布の場合（加算額） 500 円 薬剤代含まず
コンバイン刈取脱穀 18,200 円 もみ運搬代含まず
乾燥調整 2,800 円 60kg 当たり

　※水田および畑耕起・水田代かき・植え付け・コンバイン刈取脱穀は、10アール
　　当たりの金額（オペレーター付き）です。
　※この金額は、あくまでも参考です。

問合せ●農業委員会事務局☎76-5403

内容

くらしの情報
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