
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
　8月14日（金）
午前10時～午後5時
役場3回 第7会議室
■対象 15歳以上50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21日（金）
午前9時30分～午後3時
役場3階 第7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
　8月8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 8月6日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　8月16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
問新井行政書士事務所
☎74-8518

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書が発行さ
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・お問合せ●各地区取りまと
めによる申込みは8月14日（金）ま
でに、個人での申込みは8月31日
（月）までに総務課交通防災係
　☎�76-2611

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45年9月1日～昭和46年
8月31日までの間に結婚し、令和
2年8月1日現在、夫婦健在で、多
古町に住所を有し、居住している
方

申 込●8月3日（月）～21日（金）まで
に保健福祉センター窓口に申請

お問合せ●保健福祉課福祉係
　☎�76-3185

納税のお知らせ
個人事業税の納期

　個人事業税�第1期分の納期限は
8月31日（月）です。
　納税通知書は8月上旬に送付しま
すので、納期限までに最寄りの金融
機関などで納めてください。
　なお、新型コロナウイルスの影響
により、収入に相当の減少があり、
一時に納税が困難な方については、
「徴収猶予の特例制度」があります。
　詳しくは、お問い合わせください。
お問合せ●香取県税事務所
　☎�0478-54-1314

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

中止

　水道局を語り、「水道管に新型コロナウイルスが付いている可
能性があります。」や「配水管が新型コロナウイルスに汚染されて
います。」等と説明し、不安をあおる悪質な事例が全国で起こっています。
　水道水については各自治体が法令に従い塩素消毒を行い、水道水質基準
にのっとり、安全な水を供給しています。
　現在水道管にコロナウイルスが付くといったケースは確認されていませ
んので根拠のない話には絶対に耳を貸さないでください。
　おかしいと感じましたら一人で悩まずに、ご相談ください。

お問合せ●産業経済課経済振興係☎�76-5404

　浄化槽は微生物を利用して汚水を＂きれいな水＂にします。そのため、浄
化槽清掃を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚水が処理されないまま流れて
しまいます。公共水域の水質保全や悪臭防止のためにも、1年に 1回以上
の浄化槽清掃をお願いします。
　また、清掃は東総衛生組合の許可を受けた下記の業者に依頼してくだ�
さい。
■清掃許可業者
　㈱トーソーエンバイテック…………………………………… ☎ 72-4231
　㈱加藤設備……………………………………………………… ☎ 63-8277
　㈱旭住宅………………………………………………………… ☎ 63-8150
　㈱五十嵐商会海匝営業所……………………………………… ☎ 84-1119
　㈲光クリーンセンター………………………………………… ☎ 84-2244
　旭衛生センター㈱……………………………………………… ☎ 63-9551
　㈲いしげ水質管理センター…………………………………… ☎ 63-2282
　㈲銚子浄化槽管理センター…………………………………… ☎ 73-3840
　㈲ユート ･アメニティ………………………………………… ☎ 84-3270

お問合せ●生活環境課環境係☎ 76-5406
　　　　　東総衛生組合旭クリーンパーク☎ 62-0794

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意‼

浄化槽は定期的な清掃や保守点検が必要です！

屋外広告物の設置には許可が必要です！
　身の回りにある看板などの屋外広告物でルールを守らない広告物は、町並

みや自然の美しさを損ねる大きな要因となるだけでなく、思わぬ事故を招き

人々に危害を及ぼす恐れもあります。

　「千葉県屋外広告物条例」に基づき、広告板などを表示する場合は原則とし

て町の許可と審査を受けなければなりません。

※審査には、手数料がかかります。

※許可後は、更新申請も必要になります。

屋外広告物とは
　看板（壁面看板、屋上看板、立看板）、はり紙、はり札、ポスター、のぼり旗、
電柱、自動車（バス等）を利用する広告物など

お問合せ●都市計画課都市計画係☎�76-5408

ワンポイント
消費者相談

☝

お問合せ●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 0.22

5以下 令和元年10月10日（1号炉）
　　　　10月11日（2号炉）

2号炉 0.36

灰 0.026 3以下

水質

調整池 0.00021 10以下

令和元年11月26日南西600m 0.59

1以下
南西1200m 0.37

地下水
No.1地下水 0.054

令和元年10月3日
No.6地下水 0.09

令和元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

平和を守り、未来を創る自衛官募集

※資格は令和2年4月1日現在の年齢です。
お問合せ●自衛隊千葉地方協力本部�成田地域事務所☎�0476-22-6275

種　　目 資　　　　　　格 受付期間 試験日

航空学生
（パイロット）

空：18歳以上21歳未満の者
海：18歳以上23歳未満の者
　　（見込み含む）

7月1日（水）～
9月10日（木）

9月22日
（火・祝）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の者
※32歳の者は下記に連絡して
　ご確認ください。

月1日（水）
～9月10日（木）

9月18日（金）～
20日（日）のうち
1日

自衛官候補生
年間を通じて
受付

受付時に
お知らせ

募集人数●1名（正規職員）

勤務時間●午前8時30分～

　　　　　午後5時15分（日勤）

　　　　　午後4時30分～

　　　　　午前9時（夜勤）

手当●通勤・住居・扶養手当�等

応募期間●8月3日（月）～9月30日（水）

採用予定●11月1日

応募方法●�履歴書、看護師免許の

コピー

お問合せ●多古中央病院庶務係

　☎�76-2211

　道路上に張り出している樹木の
剪
せん　てい

定についてのお願い
　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。
お問合せ●（国・県道）成田土木事務所
　管理課☎�0476-26-4832
　（町道）多古町都市整備課☎76-5407

【多古中央病院】
看護師を募集します

国道・県道等の
沿道地権者の皆さんへ

くらしの情報
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