
■障害年金の無料個別相談会■　社会保険労務士が個別に相談に応じます。事前に申し込みが必要です。　とき● 8 月 21 日（火）
午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分　ところ●成田商工会議所　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）

■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● 8 月 25 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

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お問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　8月3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9月7日（金）開催予定
申込期間8月31日（金）まで
■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
　8月10日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第2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
　8月22日（水）

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
　8月18日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■8月16日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　8月19日（日）

午後1時～4時
匝瑳市市民ふれあいセンター
■相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

内容

加入しましたか？
交通災害共済 

　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

転車などの車両による事故で、原
則として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 17 日（金）ま
でに、個人での申込みは 8 月 31
日（金）までに総務課交通防災係　
☎ 76-2611

新たな自覚を持って
危険物取扱者保安講習会 

とき● 10 月 3 日（水） 
ところ●香取市佐原文化会館
　（香取市佐原イ 211 番地）
受�付期間●
　8 月 20 日（月）～ 24 日（金）
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
　☎ 0478-52-1192

結婚50周年を迎えられる方へ
記念品の贈呈 

　「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 43 年 9 月 1 日～昭和 44

年 8 月 31 日までの間に結婚し、
平成 30 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（水）～ 17 日（金）

までに保健福祉課窓口に申請
問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

少人数でも結構です
認知症サポーター養成講座 

　多くの人に認知症を正しく理解し
ていただくため、各団体やサークル
などへ講師を派遣しています。
　お気軽にお申し込みください。
講�座内容●認知症についての講座

90 分程度
申�込方法● 2 カ月前までに、日時 ･

会場 ･ 参加人数 ･ 代表者の連絡先
をお知らせください。
そ�の他●講師派遣についての費用は

かかりません。また、会場の手配
や参加者への連絡は、各団体でお
願いします。
申�込み・問合せ●地域包括支援セン

ター（認知症サポーター養成講座
事務局）☎ 70-6111

事業主・労働者の皆様へ
退職金共済制度 

　中小企業退職金共済制度等は国の
制度です。お申し込み・ご相談は以
下の各事業本部へお願いします。
問�合せ●独立行政法人勤労者退職金

共済機構
中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234
建設業退職金共済事業本部
　☎ 03-6731-2866
清酒製造業退職金共済事業本部
　☎ 03-6731-2887
林業退職金共済事業本部
　☎ 03-6731-2887
勤労者財産形成事業本部
　☎ 03-6731-2935

障害のある求職者の方へ
ハローワーク出張カウンセリング 

　こころの緊張感や不安感が強い
方、仕事を探したい方にこころの専
門知識を有する相談員による出張 
カウンセリングを実施します。
※事前予約が必要です。
とき● 9 月 4 日（火）
　午前 10 時 30 分～午後 3 時 30 分
ところ●保健福祉センター
定員● 4 名（1 人 1 時間）
申込み・問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

受講しましょう
甲種防火管理再講習 

とき● 9 月 14 日（金）
　午後 1 時 30 分～ 4 時 5 分
ところ●市民ふれあいセンター
　（匝瑳市八日市場ハ 793-35）
受�付期間●
　8 月 13 日（月）～ 15 日（水）
受講料● 6,500 円
定�員● 100 名
※定員になり次第締め切り
申�込み●組合管内消防署にある受講

申込書に記入の上、( 一社 ) 千葉
県消防設備協会 ( 千葉市中央区道
場南 1-9-15 千葉県電工会館 2 階 )

　持参または FAX（043-223-6610）
問�合せ●香取広域市町村圏事務組合

消防本部予防課
　☎ 0478-52-1192

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

多古町民　感謝月間のお知らせ
　鴨川シーワールドでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて、8 月を町民感謝
月間として入園料金を割り引きします。
期間● 8 月 1 日（水）～ 31 日（金）
入園料金●大人（高校生以上）2,000 円（通常 2,800 円）
　　　　　小人（4 歳～中学生）1,000 円（通常 1,400 円）
入�園方法●入園チケット売り場にて、在住証明書（運転免許証、健康保険

証など）をご提示ください。
※別途、駐車料金がかかります。（普通車 1 日 1,000 円）
問合せ●鴨川シーワールド☎ 04-7093-4803

　個人事業税第 1 期分の納期限は
8 月 31 日（金）です。
　納税通知書は 8 月上旬に送付し
ますので、お早めに最寄りの金融
機関などで納めてください。なお、
個人事業税の納税は、口座振替制
度を利用されると便利です。詳し
くは、お問い合わせください。
問合せ●香取県税事務所
　☎ 0478-54-1314

個人事業税の納期のお知らせ

　道路上に張り出している樹木の
剪
せん

定
てい

についてのお願い
　道路や歩道に張り出した樹木に
は次のような危険があります。
　◦通行の妨げになる
　◦通路の見通しを悪くする
　◦標識を覆ってしまう　等
　これらが原因で交通事故が起き
たときは、所有者の責任を問われ
ることがあります。樹木が繁茂す
る時期です。伐採または枝払いな
ど適正な管理をお願いします。
問合せ●千葉県成田土木事務所
　管理課☎ 0476-26-4832

国道・県道等の
沿道地権者の皆様へ

問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生組合☎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・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。
　検査結果はすべ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）
　　　水質・地下水：pg-TEQ/l（1pgは1兆分の1g）
※TEQとは、毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位のこと。
　 ダイオキシン類の毒性には、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 0.97

5以下 平成29年11月2日
　　　　　12月1日

2号炉 0.37
灰 0.52 3以下

水質
調整池 0.10 10以下

平成29年11月9日南西600m 0.27

1以下
南西1200m 0.28

地下水
No.1地下水 0.12

平成29年9月21日
No.6地下水 0.077

平成29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

　「成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価準備書」に対する住民等
意見についての事業者見解を記載した書類がご覧いただけます。
期間● 8 月 14 日（火）～ 28 日（火） 午前 9 時～午後 5 時　※土・日は除く
縦覧場所●千葉県環境生活部環境政策課窓口（千葉県庁 本庁舎 3 階）
　　　　　多古町生活環境課窓口（多古町役場 庁舎 1 階）
問合せ●千葉県環境生活部環境政策課☎ 043-223-4138
　　　　多古町生活環境課☎ 76-5406

環境影響評価に係る事業者見解書の縦覧のお知らせ

平成31年度小学校へ入学する皆さんへ
　来年度、多古町の小学校に入学予定のお子さんを対象に、法律に基づき
就学時健康診断を行います。当日は、保護者または代理の方が必ず付き添
いの上、受診をお願いします。
　なお、通知文および問診票は、10月上旬に郵送予定です。
対象●平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの方
とき●10月12日（金） 午後1時15分～45分まで受付
ところ●保健福祉センター
検査内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科など
持参物●母子手帳、問診票
問合せ●コミュニティプラザ内　学校教育課学校教育係☎ 76-5411

第7回演芸大会
千葉県生涯大学校 東総学園 

とき● 8 月 6 日（月）
　午後 1 時～ 3 時
ところ●東総学園本校舎
　（銚子市台町 2203）
出演クラブ紹介●
　・詩吟
　・太極拳
　・ピアダンス
　・盆踊りとフラダンスを踊る会
問合せ●千葉県生涯大学校
　東総学園☎ 25-2035

くらしの情報

1415 2018.8




