
町長日誌 (11 月 1 日～ 30 日）

1 日 朝礼

課長会議

（有）ティ・ティ・エス常務来庁

多古町地域公共交通会議

2 日 補正予算査定［12 月定例議会提出］

4 日 千葉県功労表彰者受賞報告

多古町老人クラブ連合会役員との意見交換会

職員採用面接

千葉県国民健康保険団体連合会来庁

5 日「歴史を活かしたまちづくり SDGs に即した地方創生の取組み」講演会（匝瑳市）

6 日 衆議院議員 谷田川はじめ講演会（成田市）

7 日 千葉銀行地方創生部長来庁

8 日 横芝・神崎間圏央道建設促進協議会［国土交通省 他］

9 日「夢まる防犯パトロールカー」寄贈式（千葉市）

国土交通省航空局来庁

10 日 圏央道建設促進県民会議「駅頭キャンペーン」［JR 成田駅］

地域ネットワーク タコ足ケアシステム来庁

NAA 来庁

香取広域市町村圏事務組合構成市町長会議（香取市）

11日・12日 多古町航空機等騒音対策協議会視察［中部国際空港他］

14 日 みんなみの里視察（鴨川市）

15 日 執務

16 日 自衛隊協力本部来庁

多古こども園保護者会役員との意見交換会

香取広域消防本部来庁

17 日 全国町村長大会（東京都千代田区）

全国防災・危機管理トップセミナー（東京都千代田区）

18 日 千葉県町村会第 3 回定例会・政務調査会（横芝光町）

19 日 愛と真心の訪問事業

20 日 星宮神社祭礼

千葉県赤十字地域奉仕団赤十字の集い東部ブロック大会

女性首長によるびじょんネットワーク会議【WEB】

21 日 国土交通省 千葉国道事務所訪問（千葉市）

『新しい成田空港』構想検討会（東京都港区）

22 日 千葉県庁訪問

成田空港周辺地域共生財団多古中学校講演会

匝瑳市ほか二町環境衛生組合来庁

多古町役場職員組合からの要望

監査報告

23 日 いきいきフェスタ TAKO2022

24 日 病院職員採用面接

叙勲伝達式　高橋進氏へ

第 2 回区長会議

25 日 国土交通省 豊田副大臣訪問

多古町商工会青年部来庁

26 日 わせがく高等学校創立 20 周年記念式典・講演会

28 日 香取広域市町村圏事務組合議会全員協議会（香取市）

29 日 武田匝瑳市議会議員来庁

「原材料 100％多古町産給食」中村小児童と試食

多古町社会福祉協議会長来庁

来客対応

30 日 会計実地検査

小学生

一般

高校

中学生

■香取小中学校体育連盟優秀選手表彰
優秀選手　宇井龍之介、西村采希（第一小）
■多古町明るい選挙啓発作品
ポスターの部
最優秀　松本愛菜、西村采希（第一小）
優秀　島田結衣、西村彩希、
　　　吉田真乃香（第一小）、萩原愛葉、
　　　萩原綾音（中村小）、𣘺本彩（久賀小）
標語の部
最優秀　豊田左京（第一小）
優秀　豊田右京（第一小）

　　　清宮理沙（第一小）、髙𣘺昴、飯田流加（久賀小）

■ふるさとの田んぼと水 子ども絵画展 2022
最優秀　押田愛未（久賀小）
入選　萩原日向（久賀小）
■トラックの日 2022 交通安全標語・児童絵画コンクール
優秀　小川広翔（中村小）
■郡市書写展覧会
最優秀　飯田琉生、並木楓佳、佐々木結愛、
　　　　石橋茉依、木内実里、栁川詩絵（第一小）、
　　　　並木葉月（中村小）
優秀　小川鈴華、麻野杏紗、平山晃大、並木孝志朗、
　　　西村采希（第一小）、田山陽菜（久賀小）
■夏休みエコ絵画コンクール
入選　山崎楓奈（第一小）
■栗山川汚染防止ポスターコンクール
優良　吉田真菜（第一小）
■未来へつなごう！ふるさとの水土里子ども絵画展 2022
水土里ネット両総理事長賞　吉田悠真（第一小）
入選　安孫子ひなた（中村小）

■レスリング全日本大学選手権
79㎏級 3 位　山倉孝介

■多古町明るい選挙啓発作品
ポスターの部
最優秀　藤﨑朱美怜
優秀　下川准平

■郡市駅伝大会
女子団体準優勝　陸上部
■オリンピック杯争奪陸上競技大会
男子共通砲丸投 1 位　　髙橋涼大朗
女子共通 100 ｍ 3 位　 山﨑蒼海
女子共通 1500 ｍ 3 位　佐藤芽以
■県 U13 ソフトテニス選手権大会 地区予選会
男子ダブルス準優勝
内藤庵・鈴木真斗
男子個人ダブルス 3 位
鈴木海晴・龍謙誠
■県アンサンブルコンテスト東部地区大会
銀賞　木管三重奏（ブラスバンド部）
銅賞　金管八重奏（ブラスバンド部）
銅賞　木管・打楽器六重奏（ブラスバンド部）
■多古町明るい選挙啓発作品
ポスターの部　最優秀 髙荷さくら
　　　　　　　優秀　菅澤ひかり、
　　　　　　　鹿嶋渚彩、立花成達
標語の部 最優秀 柳田椎果
　　　　 優秀 郡司大和、宇井絢音
　　　　　　　平山千真、平山陽己、髙橋月馨
■県子どもの人権ポスター原画コンテスト
最優秀　菅澤ひかり
優秀　多田優海
■栗山川汚染防止ポスターコンクール
優秀　多田優海
優良　柴有波
■中学生の税の標語
佐原税務署長賞　山倉凜花
■中学生の税についての作文
香取地区教育委員会連絡協議会会長賞　香取沙優
多古町長賞　野平芽依
■伊藤園お～いお茶新俳句大賞
佳作特別賞　鎌田一成
■成田空港周辺中学生英語スピーチコンテスト
暗唱部門 2 位　山倉凜花
■郡市書写展覧会
最優秀　加瀨穂乃華
優秀　野平芽依、麻生桃香

県審査会
提出

県審査会提出

県審査
会提出

県審査会提出

9 日 「夢まる防犯パトロールカー」寄贈式

19 日　愛と真心の訪問事業

23 日 いきいきフェスタ TAKO2022

25 日 国土交通省 豊田副大臣訪問

10 日 圏央道建設促進県民会議
　　　「駅頭キャンペーン」［JR 成田駅］

県大会出場

県大会出場

職種 合格者数

一般行政職
上　級 2人

初　級 7人

保　育　教　諭 3人

　地方公務員法第 58 条の 2 の規定により、町職員に関する
人事行政運営等の状況を公表します。

お問合せ●総務課庶務係　☎ 76-2611 

多古町職員の給与・人事 多古町職員の

　職員の病気、負傷、出産、死亡などに関することや退職年金に関する

ことについては、地方公務員法第43条の規定により共済制度が設けられ

ることになっており、町職員は千葉県市町村共済組合に加入しています。

　町では、職員の健康障害や疾病の早期発見のため、定期健康診断や生

活習慣病予防検査を実施するとともに、福利厚生事業を行う職員組合へ

役場職員分540千円、病院職員分1,481千円、また千葉県市町村職員互

助会へ451千円を、厚生費として公費負担しています。（令和3年度）

❼職員の福祉および利益の保護の状況

　職員の公務能率の向上や能力開発を目的に、千葉県自治研修センター
における課長研修、係長研修などの階層別研修や所管事務の専門研修の
ほか、香取広域市町村圏事務組合における新任職員共同研修、初級職員
共同研修、中級職員共同研修、接遇共同研修などに参加しています。
また、町独自の研修として、セルフマネジメント研修・接遇研修を実施
しています。
　令和3年度は、延べ494人の職員が各種研修を受講しました。

❻職員研修の状況

　令和3年度に実施した職員採用試験の
状況は次のとおりです。

❽職員採用試験の状況	

　千葉県市町村公平委員会に対して、多
古町職員からの「勤務条件に関する措置の
要求」および「不利益処分に関する不服申立
て」はありませんでした。

❾千葉県市町村公平委員会からの報告	

❶採用・退職者数

採用者数

町長部局など

教育委員会

水道事業

病院事業

合　　計

　令和3年度中に採用および退職
した職員の状況は次のとおりです。

15人

1人

0人

8人

24人

7人

3人

0人

11人

21人

退職者数
❷勤務時間

開始時刻

午後5時15分午前8時30分 正午〜午後1時

　令和4年4月1日現在の勤務時間は
原則として次のとおりです。

休　憩 終了時刻

❸職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分

　令和3年度の分限処分および懲戒処分の状況は次のとおりです。

降任

0人

懲戒処分

免職

0人

休職

8人

降給

0人

戒告

0人

減給

0人

停職

0人

免職

0人

❹年次休暇

平均取得日数

町長部局など

教育委員会

水道事業

病院事業

　令和3年の年次休暇の取得状況は
次のとおりです。

8.5日

10.7日

5.2日

15.1日

21.6％

28.1％

14.0％

42.2％

取得率

❺育児休業・部分休業・育児短時間勤務
　令和3年度の育児休業、部分休業および育児短時間勤務の取得状況は
次のとおりです。

0人

0人

0人

0人

0人

男
育児休業 部分休業 育児短時間勤務

女

7人

0人

0人

4人

11人

男

0人

0人

0人

0人

0人

男

0人

0人

0人

0人

0人

女

0人

0人

0人

2人

2人

女

0人

0人

0人

0人

0人

※病院職員は、上記以外の勤務時間の割り振りによります。

※�令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に採用お
よび退職した職員（再任用、千葉県からの派遣職員
を含む）の数です。

区　　分

町長部局など

教育委員会

水道事業

病院事業

合　　計

区　　分

区　　分

人事人事
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