
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
　11月13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
　11月20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
　11月14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 11月12日（木）まで
問司法書士櫻井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　新型コロナウイルス感染症の
感染防止のため、当面の間中止
となります。
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。

とき● 11 月 25 日（水）午前 8時 30 分～午後 3時
　　　　　　26 日（木）午前 8時 30 分～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● 1kg につき 62 円（個人負担分）
※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。
　�また、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。

※�廃ビニールには、「農業者登録番号」と「廃ビニールＡ（Ｂ）」を油性マジッ
ク等により記載してください。

　匝瑳市の九十九里ホーム病院では、町民の皆さんの体力増進を目的に、
リハビリスタッフによる体力測定や運動のアドバイスを行います。
日時● 12 月末までの毎週月曜日（祝日を除く）午後 3時～ 4時
場所●九十九里ホーム病院リハビリテーション室
対象● 40 歳以上の町民（1日 10 名まで）　　　費用●無料
　※ご希望の方は事前予約をお願いします。
お問合せ●九十九里ホーム病院　☎ 72-1131

　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの 1本のお電話で
救われる子どもがいます。
=児童相談所全国共通 3桁ダイヤル １
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お住まいの地域の児童相談所につながります。

【標語】　１８９（いちはやく）　知らせて守る　こどもの未来

●人が犬にかまれる事故が、令和元年度は県内で 131件発生
　◦犬の放し飼いは禁止です。
　◦�犬を飼う場合、事故を起こさないようなしつけ・飼い方が重要です。
　◦�飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、狂犬病の疑いがないかど
うか獣医師の検診を受けさせることが必要です。

●犬の登録と年１回の狂犬病予防接種は、法律にある飼い主の義務です。
●�猫は屋内で飼いましょう。（糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染
症等の危険から猫や人を守ります）
●犬猫合わせて 10 頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。
　（91 日齢未満の犬猫を除く）
●�ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所、警察、動物愛護センターに
電話等で届け出ましょう。
●�動物に迷子札を付ける、動物病院で「マイクロチップ」を装着・登録する
などして、飼い主がわかるようにしましょう。
●�動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催し
ています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて、
学校、地域の勉強会に講師を派遣します。

お問合せ・相談先●香取健康福祉センター　☎ 0478-52-9161
　　　　　　　　　県動物愛護センター　　☎ 0476-93-5711

　農業用廃ビニール類の回収

元気に暮らすための体力健診 〜立って 歩いて 自分を知ろう！〜

11月は「児童虐待防止推進月間」です

マナーを守り動物による事故や迷惑を防止しましょう

犬のふんは必ず持ち帰りましょう

　　

「千葉県里親制度説明会」を開催します

　最近、公園等に犬のふんがそのまま残されていることが多くなってます。
　飼い犬を散歩させるときは、スコップやビニール袋を携帯し、犬のふん
は飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。
　美しいまちづくりのためにマナーを守り、皆さんが気持ちよく暮らせる
ようご協力をお願いします。
お問合せ●都市計画課都市計画係　☎ 76-5408

　11 月 23 日（月・祝）に予定していた献血は、中止となりました。
今後の予定●令和 3年 3月 12 日（金） 役場附属棟で実施
お問合せ●保健福祉課健康づくり係　☎ 76-3185

　里親制度を一般の方に広く知っていただくため、また里親委託の推進を
目的として里親制度説明会を開催します。
　里親になりたい方、里親についてちょっと知りたいと思っている方、お
気軽にご参加ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更が生じる場合が
ありますので、必ず事前予約をお願いします。
日時●11月 21日（土）午後1時～3時　　場所●銚子市保健福祉センター
申込●NPO法人子ども家庭サポートセンターちば「オレンジの会」
　☎ 0470-28-4288

午前9時～午後5時
11月29日（日）

■町県民税　■介護保険料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料

※�口座振替日は11月30日（月）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、
3日（火）・23日（月）は休日です
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
する場合は前日までに事前予約
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

－弁護士による無料相談－

とき● 12 月 10 日（木）
午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●役場 3階第 7会議室
※�相談は予約制で、相談時間は
一人あたり 30 分程度です。

予約受付● 11 月 9日（月）
　午前 9時から【先着 7名】
申込・お問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

　個人事業税�第 2期分の納期限は
11 月 30日（月）です。
　納付書は11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

特設住民相談 個人事業税の納期 －納税はお早めに－

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

　本年度から「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／ kg から 89.6 円／ kg に値上がりました。これま
でどおり、処理料には、県・町・JA 全農千葉が各 10 円／ kg、合計 30
円／ kg 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。

登録・お問合せ●産業経済課農業振興係　☎ 76-5404

11 月は動物による危害防止対策強化月間

※資格は令和 3年 4月 1日現在の年齢で、日本国籍を有する者です。
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

■陸上自衛隊高等工科学校生徒

受験願書受付中

種　目 資　格 受付期間 試験日

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒（推薦）

15歳以上17歳未満の
中卒者（見込み含む）
※ただし推薦は学校長が
　推薦できる者

11月1日（日）
～30日（月）

令和3年1月10日（日）・
11日（月）のいずれか
1日

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒（一般）

15歳以上17歳未満の
中卒者（見込み含む）

11月1日（日）
～令和3年
1月6日（水）

令和3年1月23日（土）

中止献血は
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