
●消費生活相談
　（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
　7月9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
　7月21日（水）
午前9時30分〜午後2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
　7月10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 7月8日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
7月18日（日）
午後1時30分〜4時
八日市場公民館
■内容相続・遺言・協議書など
問新井行政書士事務所
☎74-8518

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ
午前9時〜午後5時
7月25（日）

■国民健康保険税
■固定資産税　■介護保険料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は8月2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。

今月の納税など

　回収日の当日、午前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、
19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
必ず指定の袋を使用してくださ
い。土・日・祝日でも収集しま
す。雨天の場合、衣類・紙類の
ごみは出さないでください。
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
　�伊地山クリーンセンターへ直
接搬入できるごみは粗大ごみ
（布団、ベッド、家具類、自転
車など）です。
　�直接搬入する場合は、搬入申請
書を事前に記入し、搬入される
方の身分証明書をご持参の上、
施設に提出してください。
■搬入申請書の取得先
◦�町または香取広域市町村圏事務
組合のホームページ
◦生活環境課の窓口

料　　金　10㎏につき200円
搬入時間　�午前8時45分〜正午
　　　　　午後1時〜4時30分
処分に関すること
問香取広域市町村圏事務組合　
　☎0478-78-1311
収集に関すること
問生活環境課環境係
　☎76-5406

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

町ホームページ

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。くらしの情報

生涯学習課社会体育係からのお知らせ
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

■夏本番！みんな集まれ！多古町民船越プール (旧第三小プール )�・
　町民常磐プール（旧常磐小プール）
日程● 7月 27 日（火）〜 8月 22 日（日）　午後 1時〜 4時
定休日●毎週月曜日
　山の日 8月 8日（日・祝）はお休みです。
入場料●【中学生まで】100 円　【高校生以上】200 円
その他●小学生以下は保護者同伴
※天候や水温によって実施できない場合があります。
　あらかじめ電話にてご確認ください。

■夏休みジュニア卓球教室【全 3回】
とき● 8月 24 日（火）・25 日（水）・27 日（金）　午前 9時〜正午
会場●町民体育館
対象●町在住・在学の小学生
募集人員● 15 名程度　
持参物●ラケット（貸し出し有り）・タオル・室内靴・飲み物
申込● 8月 13 日（金）までに印鑑を持参の上、生涯学習課社会体育係へ

■初心者・経験者大歓迎！多古剣友会
　いつでも見学・体験受け付けます。剣道具も無料で貸し出します。
とき●【毎週日曜日】午前 9時 30 分〜 11 時
　　　【隔週木曜日】午後 7時〜 8時
ところ●中村小体育館
年会費●4,300円（保険・登録料込）
対象●小学生以上
お問合せ●木村;090-4729-1578

職務内容●消防職初級【4名程度】
　※�救急救命士免許取得者または救急救命士国家試験受験資格取得者、同
受験資格を令和 3年度に取得見込みの者を含む。

受�験資格●平成5年 4月 2日から平成16年 4月 1日までに生まれた方で、
学歴を問わない。
申�込書の配布● 6月 25 日（金）から香取広域事務局、消防本部や各署所、
香取市役所や各支所、多古町・東庄町・神崎町役場の職員採用担当窓口
※香取広域のホームページからもダウンロードできます。
受付期間● 7月 26 日（月）〜 8月 10 日（火）
　※土・日を除く午前 8時 30 分〜午後 5時 15 分
試験日● 9月 19 日（日）　
試験会場●香取市立佐原中学校
採用予定日●令和 4年 4月 1日（金）　
申込方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、
　必要事項を記入の上、持参または郵送
　【8月 10 日（火）の消印有効】
申込・お問合せ●香取広域市町村圏事務組合�消防本部総務課
　　　　　　　　☎ 0478-52-1191

香取広域市町村圏事務組合　職員募集

※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。

無人ヘリコプターによる空中散布

祇園祭の一般観覧・山車の引き回しの中止

　希望があった地域について無人ヘリコプターによる水稲
の病害虫防除を実施します。
散布期間● 7月 19日（月）〜 21日（水）
◦動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。
◦�屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、農薬がかかった場
合はすぐに洗車してください。
◦洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。
◦散歩・通勤・通学時には、農薬がかからないようにご注意ください。
※天候により、延期になる可能性があります。
お問合せ●産業経済課農業振興係　☎ 76-5404

　今年度の多古町祇園祭は、4町役員の皆様方の協議により、コロナ禍での
祭礼実施は難しいとの判断がなされました。
　今年度の祭礼は，神事のみ執り行い、山車の引き回しは中止となります。
神事においても、舞台の設置、演舞などは行わず役員のみで実施となります。
　また、新型コロナウイルス感染症の防止に取り組むため一般の観覧はご遠慮
ください。
お問合せ●地方創生課地方創生推進係　☎ 76-5417

住民票や各種証明書の休日交付を行っています

障害のある求職者の方へ

　原則として毎月の最終日曜日を『休日開庁日』とし、住民課と税務課の窓口
で住民票や各種証明書の交付を行っています。
　（税務課では町税などの納付もできます）
　『休日開庁日』に取り扱う業務は次のとおりです。
開庁日時●7月25日（日）�午前9時〜午後5時

　こころの緊張感や不安感が強い方で仕事を探している方に、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。
日時● 7月 15 日（木）、8月 19 日（木）、9月 16 日（木）
　　　午後1時〜4時
会場●保健福祉センター　定員● 3名 (1 人 1時間 )
申込・お問合せ●保健福祉課福祉係　☎ 76-3185

■住民課　☎�76-5401
　○証明書類交付業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、住所証明）
　○パスポート交付業務
　※パスポートの交付は午前9時〜午後4時30分までです。
　　なお、申請の受付業務は行っておりません。
　○電話予約によるマイナンバーカードの交付も行います。
　　詳しくはP20をご覧ください。

■税務課　☎�76-5402
　○証明書類交付業務
　　納税証明（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税）、
　　所得証明、住民税課税・非課税証明、固定資産課税台帳登載証明、
　　資産証明、固定資産税評価額証明、固定資産税公課証明　
　○�町税等の収納業務（町税、国民健康保険税、介護保険料）

日曜
開いてます‼

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
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