
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
　（月〜金曜日）
午前8時30分～午後5時15分
■内容消費生活や多重債務、
個人情報の保護など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　6月12日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
■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
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●特設住民相談
　6月4日（木）
午前9時30分～午後2時
電話相談（予約制） 先着7人
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） 
午後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
　6月13日（土）
午後1時～5時
旭市民会館
■内容登記・法律・債務整理など
■予約 6月11日（木）まで
問司法書士飯島事務所
☎25-0567

●行政書士相談
　6月7日（日）
午後1時30分～4時
匝瑳市民ふれあいセンター
■内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

ご協力をお願いします
愛の献血

とき●7月1日（水）　
　午前10時～11時45分
　午後1時～4時
ところ●役場附属棟
今後の予定●10月29日（木）
　11月23日（月・祝）
　令和3年3月12日（金）
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

お子さんの健康確認
子どもの健診

ところ●保健福祉センター
受付時間●個別に通知します
■健診
乳児健診　6月10日（水）

対象●令和元年5月～8月生まれの
　　　　　　　　　 乳児と未実施者

3歳児健診　6月12日（金）

対 象●平成28年11月・12月生まれ
　　　平成29年1月・2月生まれの
　　　幼児と未実施者

問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎�76-3185

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

お知らせ

教科書展示
　小・中学校用検定済教科書等の見本を展示します。
とき● 6月 12 日（金）～ 7月 1日（水）の土・日を除く 14 日間
　　　午前 9時～午後 5時
会場●香取合同庁舎内 1階
問合せ●佐原教科書センター（北総教育事務所香取分室内）
　☎ 0478-54-1529

新型コロナ関連消費者向け情報公式LINEアカウント開設
〜消費者庁「正確な情報をいち早く消費者の元に」〜

　より多くの消費者に直接「新型コロナ関連消費者向け情報」を発信するた
め、消費者庁の公式 LINE アカウントが開設されました。
　最新の情報にアクセスできるようになるほか、定期的に注意喚起メッセ
ージが受け取れるようになります。ぜひ、ご活用ください。
■「友だち登録」の方法■
① LINE アプリをスマートフォン等にインストール
②次のいずれかの方法で
「消費者庁新型コロナ関連消費者向け情報」を「友だち」登録
　◦URL：下記のサイトから「友だち」登録
　　　　　 https://lin.ee/d57rXBD
��◦ QRコード：右のQRコード画像を読み取り「友だち」登録
問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

　廃ビニール類等を搬入するときは事前に登録が必要です。
　産業経済課で受け付けていますので、早めの登録をお願いします。
回収日時● 6月 24日（水）午前 8時～午後 3時
　　　　　　�　25日（木）午前 8時～正午
ところ●多古育苗ライスセンター（旧 JA多古町ライスセンター）
処理料● 1㎏につき 62円（個人負担金）
※�廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）と廃ビニール類は必ず水洗いをして、
土などの付着物を取り除いてから分別し、1枚ずつ重ねて束ねた状態で
出してください。
※�今回から「千葉県園芸用プラスチックリサイクルセンター」での廃プラ処
理料が 44.5 円 /㎏から 89.6 円 /㎏に値上げになります。
　�これまでどおり、処理料には、県・町・JA 全農ちばが各 10 円 /㎏、合
計 30 円 /㎏を助成します。個人負担金額は、処理料から助成額を差し
引いた額に運送料等を加えた額になります。

問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

　例年 6 月に開催していました香取支部ポンプ
操法大会は、新型コロナウイルスの感染が拡大
し、政府から緊急事態宣言が発令された状況を踏
まえ、中止といたしました。なお、千葉県消防操
法大会についても開催中止となります。
問合せ●香取広域市町村圏事務組合多古分署
　☎ 76-3255

農業用廃ビニール・プラ類の回収

令和2年度 香取支部ポンプ操法大会の中止

令和元年度 住民基本台帳の閲覧状況を公表します

　「住民基本台帳法」および「多古町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程」に基づき、
下記のとおり公表します。
※閲覧できる情報は、住所・氏名・性別・生年月日に限られています。

閲覧者氏名
（法人の場合は名称および代

表者または管理者）
閲覧事由（利用目的）の概要

閲覧
年月日

閲覧した住民の範囲

株式会社東京商工リサーチ
千葉支店　支店長
地斉　康生

「令和元年度生活習慣に関するアンケート調
査」の対象者抽出
（委託者：千葉県健康福祉部健康づくり支援
課）

令和元年
8月 2日

多古町全域の住民のうち、15 歳以上
の男女 130 件

一般社団法人中央調査社
会長
大室　真生

「職業と社会（社会的不平等）に関する国際比較
調査」（放送法 20 条に定められた調査）の対象
者抽出
（委託者：NHK放送文化研究所）

令和元年
8月 2日

18 歳以上で住所が「多古町島、中村新
田、南並木」の住民のうち 12 件

株式会社マーケティング
リサーチサービス
代表取締役
岩川　恵理子

「文化芸術の振興に関するアンケート調査」の
対象者抽出
（委託者：千葉県環境生活部県民生活・文化課）

令和元年
8月 15 日

20 歳以上で住所が「多古町南玉造」の
住民のうち 16 件

成田測量株式会社
代表取締役
平良　茂浩

成田土木事務所発注の「土砂災害警戒対策委
託（地権者調書作成）」による占有者調査
（委託者：千葉県成田土木事務所）

令和元年
8月 29 日

住所が「多古町多古、喜多、喜多井野、
喜多大原、水戸、牛尾、船越、御所台、
寺作、谷三倉、本三倉、大門、次浦、
西古内、高津原、南玉造、南中、南借
当、北中」の住民のうち 229 件

株式会社サーベイリサーチ
センター
代表取締役
藤澤　士朗

「男女共同参画社会の実現に向けての県民意
識調査」の対象者抽出
（委託者：千葉県総合企画部男女共同参画課）

令和元年
9月 12 日

20 歳以上で住所が「多古町南玉造」の
住民のうち 20 件

株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長
井上　孝志

「医薬品及び医療機器の費用対効果評価にお
けるQOL尺度の標準値測定のための調査業
務」における「健康に関するアンケート」の対
象者抽出（委託者：国立保健医療科学院保健
医療経済評価研究センター）

令和元年
9月 19 日

住所が「多古町出沼、本三倉、谷三倉、
十余三」の住民のうち
130 件

北千葉測量株式会社
代表取締役
伊藤　信一

成田土木事務所発注の「土砂災害警戒対策委
託（地権者調書作成）」による占有者調査
（委託者：千葉県成田土木事務所）

令和 2年
3月 10 日

住所が「多古町一鍬田、林」の住民のう
ち 5件

問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

☝ワンポイント
消費者相談（公社）多古町シルバー人材センター

入会説明会
　多古町在住で、健康で働く意欲の
ある60歳以上の方々を対象に入会
説明会を開催します。
とき●6月18日（木）
�（1回目）午前10時から
�（2回目）午後2時から

ところ●社会福祉協議会2階会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材
�センター☎�76-6606

あなたの経験・知識・
技能を生かそう！

中止

中止

くらしの情報
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