
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。

●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
　3月11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
　3月22日（火）
午前9時30分～午後3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
　3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 3月10日（木）まで
問司法書士林事務所
☎63-5652

●行政書士相談
　3月20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
問あらい行政書士事務所
☎74-8518

市外局番の記載がないものは「0479」です。

午前9時～午後5時
3月27日（日）

　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。

■ごみの出し方
　 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、
21日（月）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。
　�直接搬入の場合は搬入申請書

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
◦役場生活環境課の窓口

料　　金　�10㎏につき200円
搬入日時　月曜日～土曜日
　　　　　�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

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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申込・お問合せ●多古高校園芸科　☎ 0479-76-2557
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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。

種目
受験資格

※年齢は令和 3 年 4 月1日現在
受付期間 試験期日

幹部
候補生
一般

大卒程度 22歳以上26歳未満の者

第1回：
3月1日（火）～
4月14日（木）

第2回：
3月1日（火）～
6月16日（木）

第1回：
4月23日（土）・
24日（日）

第2回：
6月25日（土）

大学院卒
修士課程修了者など（見込含）
で20歳以上28歳未満の者

幹部
候補生
歯科・
薬剤科

専門の大卒者（見込含）は20
歳以上30歳未満、薬剤科は
20歳以上28歳未満の者

第1回：
4月23日（土）

第2回：
6月25日（土）

一般曹
候補生

18歳以上33歳未満の者
3月1日（火）～
5月10日（火）

5月20日（金～
29日（日）

※いずれか1日
を指定されます。

自衛官募集 ～受験願書受付中～

お問合せ●自衛隊千葉地方協力本部 旭地域事務所
　　　　　☎ 0479-62-0971

詳しくはお問い合わせください。

高齢者世帯の住宅に火災警報器を設置します

（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会　
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある 60歳以上の会員（現
在 145 名）が機械除草 ･ 各種農作業・剪

せん

定
てい

・運転
代行などさまざまな分野で活躍しています。
　あなたも会員になって、今までの技能や経験を積
極的に生かしてみませんか。
　また、定例入会説明会以外でも入会を随時受け付
けています。
日時●3月 16日（水）　午前10時～ 11時、午後2時～ 3時
会場●社会福祉協議会2階会議室

　町では、高齢者のひとり暮らし世帯や高齢者のみで
構成される世帯を対象に『住宅用火災警報器』を無料で
設置する事業を実施しています。

新型コロナウイルス感染症防止のため、中止になることがあります。

　町が設置する『住宅用火災警報器』は 1世帯当たり 1個のみで、
寝室への設置となります。詳細はお問い合わせください。

あなたの経験・知識・技能を生かそう ! 

お問合せ●保健福祉課福祉係　☎ 76-3185

お問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター　☎ 76-6606

お問合せ●多古町老人クラブ連合会事務局　☎ 76-5940

　老人クラブではウォーキングなどの健康づくりや料理教室、研修
旅行やバスハイキングなど、イベントがたくさん‼
　おおむね60歳以上の方なら、どなたでも加入できますので、お
住まいの地区老人クラブ、または事務局まで、お問い合わせください。

老人クラブ若手会員大募集‼
●�ペットボトルの本体は「ペットボトル」として資源ご
み袋で出してください。
●�キャップとラベルは「プラスチック容器類」として出
してください。
　キャップ・ラベルは従来から分別をお願いしていま
すが、リサイクルの品質向上のため、より分別を強化
していますのでご協力をお願いします。
　また、町ではキャップを集めてNPO法人を通じ、発展途上国へポリオワ
クチンを支援する活動をしています。回収ボックスは役場・コミュニティプ
ラザ・中央病院・各小中学校に設置していますので、ぜひご利用ください。

ペットボトルキャップ・ラベルの分別

　引っ越しなどにより、新たにくみ取り式トイレを利用する方や利用しなく
なる方は、し尿のくみ取りに関する手続きが必要です。
　住民票の転入・転出・転居の届出だけでは、自動的に加入や取り消しとは
なりません。必ず手続きをお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、中小法人・個人事業者の事業
継続・回復を支援する『事業復活支援金』の申請受付が開始されました。

お問合せ●東総衛生組合事務局　☎ 62-0794

お問合せ●生活環境課環境係　☎ 76-5406

し尿のくみ取りには手続きが必要です

『事業復活支援金』の申請受付開始！

多古高等学校からのお知らせ

※手続きを忘れた場合…
◦�くみ取りが必要になっても、くみ取り作業の手配は、手続きをされた
後となるため、実施までに時間がかかります。
◦�転居後も、今までどおりくみ取りが行われ、料金が発生する場合があ
ります。

設置無料

会場●多古高校校舎裏　実習農場（開放講座、苗販売）

受付時間：午前8時 30分～午後7時（土日祝含む）　

■野菜と草花の苗を販売します
日時●4月 14日（木）～19日（火）

■開放講座　受講生を募集します
日時●5月 11（水）～12月 7日（水）【全8回】
申込期間●4月 1日（金）～8日（金）
募集人員●10人　受講料●1,600円（材料費は別途実費負担）

給付対象●（①と②を満たす中小法人・個人事業者）
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②�令和 3年 11 月～令和 4年 3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
平成30年 11月～令和3年 3月の間の任意の同じ月
　�（基準月）の売上高と比較して50％以上
　または30％以上 50％未満減少した事業者

お問合せ●相談窓口　☎ 0120-789-140

事業復活支援金の
詳細はこちら！

給付額● 上限最大 250 万円 上限最大 50 万円中小法人等 個人事業者等

5月31日(火)
まで

くらしの情報
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