
The information of the living

●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
　9月11日（金）
午前10時～午後5時
役場3階 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
　9月23日（水）
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
　9月12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 9月10日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　9月13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

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。くらしの情報

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。

中止

とき● 9月 12 日（土）・13 日（日）・19 日（土）・20 日（日）
　　　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器 ･箱わな・くくりわな
お問合せ●産業経済課農業振興係　☎ 76-5404

　町では、法律に基づき製造から 8 年を経過する水道メーターを無料で
交換します。委託業者が交換に伺いますが、当日不在の場合もメーターを
交換させていただきますので、ご理解をお願いします。
該当地区●川島・塙・宮本・柏熊・坂・方田・多古台
交換期間● 10 月 19 日（月）～ 31 日（土）
※�メーターボックスの交換を希望する場合は有料となります
　ので、施工業者へ直接連絡をしてください。
お問合せ●生活環境課水道係　☎ 76-5406

対 象者●令和 2年 4 月 1 日において、戦没者等の死亡当時のご遺族で公
務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番で先順位の
ご遺族 1人に支給されます。
　①弔慰金の受給権者　②戦没者等の子
　③�戦没者等の（1）父母�（2）孫�（3）祖父母�（4）兄弟姉妹（戦没者等の死亡当
時、生計を共にしていたか等の要件を満たしているかにより順番が入
れ替わります。）

　④�上記の①から③以外の戦没者等の三親等内親族（戦没者等の死亡時ま
で引き続き 1年以上生計を共にしていた方に限ります。）

支給内容●額面 25 万円　5年償還の記名国債
請求期限●令和 5年 3月 31 日
お問合せ●保健福祉課福祉係　☎ 76-3185

有害鳥獣捕獲を実施します－農作物への被害防止

水道メーターを交換します

第十一回 特別弔慰金が支給されます

稲わらの適切な管理を －台風が来る前に対策ください－

テレビ受信障害対策工事が行われます

　稲刈りが終わると、田んぼに残るのが「稲わら」です。台風などの大雨に
より、周辺一帯の稲わらが特定の田んぼに集まってしまい、所有者の方が
その処理に困ってしまうという事態が生じる場合があります。
　各田んぼの所有者あるいは耕作者の方は、稲刈りが終わりましたら、�
速やかに適切な稲わらの処理をされますようご協力をお願いします。
お問合せ●産業経済課農業振興係　☎ 76-5404
　　　　　生活環境課環境係　☎ 76-5406

　町内において 700MHｚ（メガヘルツ）帯携帯電話基地局が開設されま
す。新しい電波の利用が始まると、一部の地域においてテレビ画像が「乱
れる」「映らない」などの受信障害が発生する可能性があります。
　そこで、一般社団法人 700MHｚ利用促進協会が、その影響を防止する
ための受信障害対策工事を行います。受信障害の発生する可能性がある地
域のお宅へは、お知らせチラシの配布とともに、協会指定の工事作業員が
ご説明にお伺いします。
　なお、本件にかかる工事で、視聴者の方の費用負担はありません。
　ご不明な点は、コールセンターまでお問い合わせください。
お問合せ● 700MHｚ（メガヘルツ）テレビ受信障害対策コールセンター
　　　　　フリーダイヤル10120-700-012
受付時間●午前 9時～午後 10 時（年中無休）
　お問い合わせ先につながらない場合は 050-3786-0700（有料）
におかけください。

平和を守り、未来を創る自衛官募集

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

防衛大学校
（推薦）

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）で、学校長が
推薦できる者

9月5日（土）～
11日（金）
（締切日必着）

9月26日（土）
��　27日（日）

防衛大学校
（総合選抜） 18歳以上21歳未満の高卒者

（見込み含む）
自衛官は23歳未満

9月26日（土）

防衛大学校
（一般）

7月1日（水）～
10月22日（木）
（締切日必着）

11月7日（土）
����　8日（日）

防衛医科
大学校

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

7月1日（水）～
10月7日（水）
（締切日必着）

10月24日（土）
������25日（日）

看護学生
（自衛官候補看
護学生）

7月1日（水）～
10月1日（木）
（締切日必着）

10月17日（土）

午前9時～午後5時
9月27日（日）

■町県民税　■介護保険料
■国民健康保険税　■水道料
■後期高齢者医療保険料

※�口座振替日は9月30日（水）です。
　�納期限後の再振替はできませんので、
ご注意ください。

今月の納税等

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。収集日以外はごみ
を置かないようご協力をお願い
します。

■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。なお、
21日（月）と22日（火）は祝日で
すが、通常どおり収集します。

■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用し
てください。土・日・祝日でも
収集します。
久賀地区●5日・19日
多古地区●6日・20日
中・常磐地区●7日・21日

■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ

設 置場所　役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター 他

■粗大ごみの搬入
　�松山清掃工場へ直接搬入でき
るごみは以下のとおりです。
　�粗大ごみ（布団、ベッド、家具
類、自転車等）
　�一般家庭からの直接搬入は、
　粗大ごみが対象です。
　��なお、松山清掃工場へ直接搬入
する場合は事前予約してくだ�
さい。

予　　約　�月曜～金曜まで電話
にて予約

　　　　　午前8時～午後4時30分
搬入時間　�午前8時～11時30分
　　　　　午後1時～4時30分
問匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　☎72-3036
　生活環境課環境係
　☎76-5406

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

　　第11回多古町チャリティーゴルフ大会

　ぜひご参加ください。
とき● 10 月 14 日（水）
ところ●多古カントリークラブ
参加費● 3,000 円（チャリティ分含みます）
申込期間● 9月 1日（火）～ 9月 17 日（木）

募集

ゴルフ教室参加者募集
とき● 10 月 6日（火）から下記の各火曜日【全 10 回】午後 6時 30 分～ 8時
　�（10 月 6 日・13 日・20 日・27 日・11 月 3 日・10 日・17 日・24 日・
12 月 1日・8日）

ところ●ダイナミックゴルフ成田
対象●町在住・在勤・在学の中学生以上の方４名
費用● 3,500 円　※初回受講時に集金します。
持参品●筆記用具・クラブ
申込期限● 9月 30 日（水）まで

試験日●11月1日（日）午前9時30分（受付は午前8時40分～）
試験会場●東総衛生組合（旭市二の5933番地）
採用予定人数・職種●1名・事務職（一般行政職初級）
受験資格●平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、
学歴は問いません。
受付期間●9月7日（月）～9月25日（金）消印有効
※土・日・祝日を除く。
申込・お問合せ●東総衛生組合事務局�庶務班　☎�62-0794

令和3年4月採用　東総衛生組合職員募集

20日から月末にかけて検針員が各家庭�
のメーターを確認にうかがいます。

今月は水道の検針月です

■公証役場無料相談会■　公証人が大切な契約や遺言書の相談に応じます。
ご希望の方は10月2日（金）午後3時までにお申し込みください。
とき●10月3日（土）午前9時～午後5時
ところ●銚子公証役場（銚子市西芝町3-9銚子駅前大樹ビル2階）
お問合せ●　☎0479-23-6071

申込・お問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課社会体育係� ☎ 76-7811
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。
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