
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。 The information of the living
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　国民健康保険の加入者が交通事故や暴力行為などの第三者（加害者）によっ
てケガをした場合も、国民健康保険で治療が受けられます。
　しかし、その治療費は原則第三者（加害者）が負担するものであり、国民健
康保険が一時立て替えて、その後に第三者（加害者）に返還していただくこと
になります。
【もし交通事故にあってしまったら…】
　すぐ警察に届け出るとともに、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、
住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してく
ださい。
※�飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合、業務上（仕事や通勤中）のけ
がなど労働災害保険の対象となる場合は国民健康保険が使えません。

　個人事業者の方を対象に、消費税のインボイス制度の説明会を開催します。

　インボイス制度は令和 5年 10月から実施される、企業や事業主の方が

納税する消費税額を計算する際に必要となる新たなルールです。すべての事

業主の方に影響する可能性がありますので、ぜひご参加ください。

　なお、参加には事前予約が必要です。詳しくは佐原税務署へお問い合わせ

ください。

交通事故などで国民健康保険を使う場合は届出を！インボイス制度の説明会

お問合せ●住民課国保年金係　☎76-5405

お問合せ●佐原税務署　☎0478-54-1331 千葉県特定最低賃金の改正

　消費者トラブルに遭わないために、知って安心の最新情報を
お届けします。

　12月17日に、多古中学校PTAリサイクル活動を実施しました。
　町民の皆さまの協力により、収益金は 62,953 円となりました。部活動
運営費など、生徒のための活動費として有効に使わせていただきます。今後
も多古中学校PTA活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ！」

多古中学校　PTAリサイクル活動

千葉県特定最低賃金の改正
令和4年 12月 25日発効

お問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室

　　　　　☎043-221-2328 詳しくはこちら

LINE 友達登録はこちらから

千葉県特定最低賃金
（時間額）

業　　　種 改 正 額
鉄鋼業 1,054円
電子部品 ･デバイス ･電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

1,013円

※上記以外の業種は、千葉県最低賃金（984円）が適用されます。

　道路や水路に工作物や施設（電柱、看板、排水管など）を設け、
継続して道路などを使用しようとする場合は、占用許可申請書
を提出して、道路（水路）管理者の許可を受けてください。

道路や水路の占用には許可が必要です！

成田空港で働きませんか？

お問合せ●都市整備課土木管理係　☎76-5407

お問合せ●多古中学校PTA　☎76-5261

午前9時～午後5時
2月26日（日）

■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、
11日（土）、23日（木）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。
　�なお、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

　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

住民課･税務課休日開庁日

町ホームページ

■介護保険料　■水道料
■集落排水使用料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は2月28日（火）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 ●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
　2月10日（金）
午前10時～午後5時
役場3階 第6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
　2月22日（水）
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
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　2月18日（土）
午後1時～5時
旭市海上公民館（旭市高生1）
■内容相続・登記・法律の相談
■予約 2月16日（木）まで
問司法書士林武男事務所
☎0479-63-5652

●行政書士相談
　2月19日（日）
午後1時30分～4時
八日市場公民館（匝瑳市八日市場イ2402）
■内容相続・遺言・協議書など
問あらい行政書士事務所
☎74-8518

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。

—�広報協力員を募集します�—
　町では、広報たこ、SNSなどを活用し、町内外にその魅力、情報を発信

しています。そこで、広報係と一緒に町をPRする広報協力員を募集します。

対　　象●町内に在住、在学またはお勤めの18歳以上の方
人　　数●10人以内
任　　期●4月 1日から 2年間
活動内容●�広報たこへの意見、地域の話題・行事などの情報提供、町の魅力

の情報発信など。

　　　　　※年間4回程度の会議を予定しています。

応募方法●�応募用紙に住所、氏名、生年月日、電話番号、広報協力員になる
ことへの意気込み（400字程度まで）を明記の上、2月 28日（火）

までに企画政策課広報係にご提出ください。

　　　　　�応募用紙はホームページからもダウンロード

　　　　　することができます。

種目 受験資格 受付期限 試験期日

一般 18歳以上 34歳未満の者
4月 6日（木）

4月 8日（土）～
23日（日）の
いずれか1日技術公募

18歳以上で保有する資格
などにより55歳未満の者

一緒に町の魅力を発信しませんか

懸け橋になる誇り 予備自衛官補募集
※受験願書受付中

お問合せ●自衛隊 旭地域事務所　☎0479-62-0971
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開催日 時間 会場 定数

消費税の
仕組みから
知りたい方向け

2月2日（木）
午前10時～
11時 30分

佐原文化会館
（香取市佐原イ211）

200人

2月7日（火）
午後1時～
2時 30分

多古町役場3階
大会議室

70人

消費税の仕組みは
ご存じの方向け

2月2日（木）
午後1時～
2時 30分

佐原文化会館
（香取市佐原イ211）

200人

令和5年度参加者募集‼ 出会い・発見・感動

新たな挑戦
心豊かな生活の講座

ゆうゆう塾（旧高齢者大学）女性大学
役立つ生きた情報
女性のための講座

お問合せ●生涯学習課社会教育係　☎76-7811

詳しくは各戸配布の募集チラシをご覧ください。

お問合せ●企画政策課広報係　☎76-5417

成田空港�合同企業説明会・空港見学会開催（主催：成田国際空港株式会社）
日　　時●2月 6日（月）　午前10時～正午【受付午前9時 30分～】
　　　　　　　　　　　 　午後 1時～ 4時【受付午前12時 30分～】
会　　場●幕張メッセ�国際会議場
対 象 者●年齢・性別・経験　不問

詳しくはこちら

お問合せ●成田空港合同企業説明会事務局　jobfair@gpa-net.co.jp

詳しくは
こちらから

くらしの情報
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