
■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・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● 5 月
27 日（土）午後 1 時～ 4 時　ところ●船橋市勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

■障害年金の無料個別相談会■　とき● 5 月 16 日（火）・6 月 20 日（火）　午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分　ところ●成田商工会議所　定員● 10 名 
申込み・問合せ● NPO 法人みんなでサポートちば☎ 070-1541-7661（申込専用）

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
　5月12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6月8日（木）開催
申込期間5月25日（木）～6月1日（木）
■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
　5月12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
　5月22日（月）

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
　5月13日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■5月11日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567

●行政書士相談
　5月21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

　代替地登録制度とは、公共事
業に土地を提供する方が、代替
地を希望する場合に代替地候補
となる土地の情報を町が提供す
る制度です。
　自己の所有している土地で代
替地の提供を希望される方につ
きましては、この制度に所有す
る土地を登録することができま
す。登録する土地は「1区画の
面積が200㎡以上であり、公道
に接し概ね正方形または長方形
であること」などの要件があり
ますので、詳しくはお問い合わ
せください。
問合せ●都市整備課土木管理係
　☎76-5407

代替地登録制度のお知らせ

●ふれあい看護体験 2017
　看護師の仕事に興味のある方や将来看護師になりたいと
思っている方は病院で看護師の体験ができます。申し込み
など詳しくはお問い合わせください。
とき● 5 月 8 日（月）～ 12 日（金）　午前 10 時～午後 2 時
ところ●多古中央病院
申込み・問合せ● 5 月 2 日（火）までに総師長 村山まで
　☎ 76-2211

●第 27 回県民が集う「看護の日」
　血圧や体脂肪などの健康チェックや介護などの各種相談にも応じます。
とき● 5 月 13 日（土）　午前 10 時～午後 3 時
ところ●イオンモール銚子 1 階　いるかの広場
問合せ●（公社）千葉県看護協会☎ 043-245-0025

赤ちゃんを迎えるために
ママパパ教室 

とき● 5 月 8 日（月）・18 日（木）
　いずれも午後 1 時 15 分から受付
対象●妊娠中期の方
申込み・問合せ●事前に電話にて予約
　保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

高齢者のくらしを支えるために
出前講座の開催 

　皆さんに「健康」「福祉」「介護」「介
護予防」などを知っていただくため、
出前講座を行っています。
　お気軽にご相談ください。
申込み・問合せ●多古町地域包括支援 

センター☎ 70-6111

学校施設と授業を公開
銚子特別支援学校 

とき● 6 月 7 日（水）・8 日（木）
　午前 9 時 20 分～正午
　（受付は午前 9 時から）
※ 参加希望の方は事前に申し込みが

必要です。
申込み・問合せ●千葉県立銚子特別支 

援学校☎ 22-0243

ご協力お願いします
ゴミゼロ運動の実施 

とき● 5 月 28 日（日）
集積場所●各地区の指定場所
問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施 

とき● 5 月 20 日（土）・21 日（日）・
　27 日（土）・28 日（日）
　午前 6 時～午後 5 時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

ご相談ください
特設住民相談 

　弁護士による無料相談です。
とき● 6 月 1 日（木）
　午前 9 時 30 分～午後 2 時
ところ●役場 1 階　第 2 会議室
※ 相談は予約制で、相談時間は一人

あたり 20 分程度です。
予約受付● 5 月 10 日（水）
　午前 9 時から〔先着 10 名〕
申込み・問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

精神通院医療を受けている方へ
制度利用のご案内 

　精神科等へ継続して通院している
方が安心して医療を受けられるよ
う、医療費の自己負担分が軽減され
る自立支援医療（精神通院医療）制度
をご利用ください。
対象者●精神障害（てんかんを含む）

により継続的に通院している方
制度の内容●医療費の自己負担額が

原則 1 割（所得や病状に応じて月
額の負担上限額を決定）

申請方法●自立支援医療（精神通院）
の診断書、保険証、印鑑、マイナ
ンバーが分かるものを持参の上、
保健福祉課福祉係まで

問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

元気っ子、集まれ～！
3Ｂ体操 

とき● 5 月 9 日（火）・23 日（火）
対象・時間●
　〔生後半年～1歳半の子どもと母親〕
　午後 1 時～ 2 時
　〔3 歳児～小学 3、4 年生〕
　午後 3 時 45 分～ 4 時 45 分
ところ●コミュニティプラザ　2 階
　第 3 研修室
持ち物●飲み物、タオル
※事前に申し込みが必要です。
申込み・問合せ●桜井
　;090-2527-3945

無料相談いろいろ

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。

お知らせ

内容

全国健康保険協会千葉支部からのお知らせ

●加入者のご家族様（被扶養者）へ特定健診のお知らせ
　加入者のご家族（40～74歳の被扶養者）を対象に特
定健診を実施しています。健診は、疾病の予防や早
期発見に欠かせないものであり、日ごろの生活習慣
を見直す機会でもあります。健診費用の一部を補助
していますので、年に1度は必ず受診しましょう！
　受診券は4月上旬に加入者のご自宅へ郵送しました。
　詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ●全国健康保険協会千葉支部健診専用ダイヤル☎043-308-0525

●平成29年度保険料率について
　平成29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。

問合せ●全国健康保険協会千葉支部 企画総務グループ☎ 043-308-0522

災害からいのちを守る赤十字
● 5～ 6月は赤十字運動月間です
　日本赤十字社は、国内の災害時における救護・国外の紛争・自然災害・
病気などで苦しむ人々への救護活動だけでなく、その後の復興支援や防
災・予防等の開発協力などを行っています。
　これらの人道的活動は、皆様の温かい善意によって支えられています。
活動資金へのご協力をお願いします。
問合せ●日本赤十字社千葉県支部☎ 043-241-7531
　 http://www.chiba.jrc.or.jp

●多古町赤十字奉仕団の団員募集
　赤十字の使命とする人道的な活動を身近な社会の中で実践しようとす
るボランティア組織で一緒に活動しませんか。入団について詳しくはお
問い合わせください。
団員の条件●多古町にお住まいの 18 歳以上の方で、赤十字奉仕団の趣旨

に賛同していただける方。性別は問いません。
活動内容●福祉施設等での奉仕作業、救急法の受講や普及
活動日数●年 15 日程度（活動の多くは平日）
問合せ●日本赤十字社千葉県支部多古町分区事務局
　（多古町保健福祉センター内）☎ 76-3185

外出支援サービスをご利用になりませんか？
　多古町社会福祉協議会では、国の許可を得て福祉車両による病院や施
設などへの送迎を有料で行うサービスを実施しています。
■利用対象者　町在住で、単独では公共交通機関の利用が困難な次の方
　　　　　　　①介護保険法の要介護認定を受けている方
　　　　　　　②身体障害者手帳の交付を受けている方
　　　　　　　③ 肢体不自由・内部障害・精神障害・知的
　　　　　　　　障害により、単独での外出が困難な方

■利用の手順

■利 用 料 金　基本料 300 円と乗車 1 キロ当たり 30 円の合計金額
問合せ●多古町社会福祉協議会☎ 76-5940

登録手続き � 利用申請 � 利用券購入 � 利　用

看護の日イベント

種類 旧保険料率 新保険料率

健康保険料率 9.93％ 9.89％（0.04％引き下げ↓）

介護保険料率 1.58％ 1.65％（0.07％引き上げ↑）
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