育英資金の貸し付け
市では、経済的な理由により修学が

給食センター臨時調理員

第89回メーデー
〜海匝地域の祭典〜

募集人数…若干名

困難な高校生以上の学生に対し、育英

日時…４月22日（日）10時開演（９時開

食センター

資金の貸し付けを行っています。

場） 場所…千葉県東総文化会館（旭

〜16時30分

希望者は５月９日（水）までに、申

市） 内容…「平和・人権・労働・共生」

請書（市ホームページからダウンロー

をテーマに、アトラクションやお楽し

ド可）に必要書類を添えて、市民ふれ

み抽選会を実施

あいセンター１階学校教育課まで提出

入場料…無料

連合千葉東総・香取地域協議会海匝
地区連絡会事務局☎63−5255

してください。
詳細は、下記までお問い合わせくだ
さい。
学校教育課学務班☎73−0094

同センター☎70−2210

平成30年度 千葉県警察官
受付期間…４月３日（火）〜20日（金）
採用人数…【警察官Ａ・男性】205人程
度【同Ａ・女性】30人程度【同Ｂ・男

募 集

性】30人程度【同Ｂ・女性】５人程度
※「Ａ」区分は、大卒者または31年３月
末までに卒業見込みの者、
「Ｂ」区分は、

統計調査員

催 し

Ａの学歴に該当しない者です。
匝瑳警察署☎72−0110

要件…①原則20歳以上の人②秘密の保

自然観察会

護に関し信頼のおける人③選挙関係者

市内に生息するトウキョウサンショ

い人④暴力団員その他の反社会勢力に

および警察・税務事務に直接関係のな

ウウオなどの観察を行います。

該当しない人

日時…４月15日（日）９時〜

と回収、調査票の整理と提出など

※少雨

勤務先…市学校給

勤務時間…平日８時30分

内容…①調査票の配布
平

実施（荒天中止） 場所…市内里山（八

成30年度の実施予定調査…①住宅・土

日市場公民館に集合後、徒歩で移動）

地統計調査（調査基準日・30年10月１

対象…小学生、親子、家族（４年生以

日）②漁業センサス（同・30年11月１

平成30年度 慰霊巡拝
厚生労働省では、旧主要戦域などで
の戦没者や死亡者を慰霊するため、遺
族を主体とした慰霊巡拝を毎年実施し
ています。
今年度に参加を希望する遺族は、下
記までお問い合わせください。

下は要保護者同伴） 定員…30人（申

日） 募集期間…随時

その他…調査

財団法人千葉県遺族会事務局☎043

し込み順） 参加費…無料

範囲は、調査員の居住する地区または

−251−3358、県健康福祉部健康福祉

近隣地区です。登録後、調査の実施時

指導課☎043−223−2337

申込期限

…４月13日（金）
生涯学習課生涯学習室☎67−1266

に連絡をします。
企画課企画調整班☎73−0081

こころの健康を考える

農業経営体育成セミナー参加者

◆こころのしゃべり場（①）
精神科に通院している人、社会に出

「農業経営体育成セミナー」は、就農

にくい人の情報交換会です。

した青年農業者を対象としたセミナー

日時…４月10日（火）
、５月８日（火）

です。農業の知識や技術を学ぶ他、同

のいずれも13時30分〜15時30分

世代の仲間づくりや交流を深めます。

場所

週末は何かがある！

ふれあいパーク情報
タケノコ堀り体験
体験参加者にはタケノコづくしの昼

内容…３年課程で、施肥の方法や効果

食でもてなします。掘ったタケノコは

◆こころの健康のつどい（②）

的な病害虫防除方法などの農業の基礎

２㎏までお持ち帰りできます。

技術を学ぶ他、視察などを通じて農業

日時…４月22日（日）10時〜

経営の学習を実施（年10回程度のカリ

ふれあいパーク八日市場、市内竹林

キュラムを予定） 参加費…無料（実

募集人数…30人（申し込み順） 参加

費分を負担する場合あり）

費…1,000円（小学生以下は500円）

テーマを決めて、ピアサポーターや
精神保健福祉士と学びます。
日時…５月８日（火）10時〜12時
…八日市場公民館

場所

テーマ…お薬の話

①は聖マーガレットホーム☎74−3457、
②は福祉課障害福祉班☎73−0096

海匝農業事務所改良普及課

ス マ ホ で広報紙が読めます︒

…八日市場公民館

場所…

ふれあいパーク八日市場☎70−5080

☎62−0334

２号広告
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インターネット公売の実施
Information

アラカルト

＝問い合わせ先

＝申し込み先

インターネットサービス「ヤフージャ

土壌くん蒸剤は、使用方法を誤ると

パン官公庁オークション」内で、滞納

人畜や植物に大きな被害が発生する恐

処分により差し押さえた不動産（山林）

れがあります。安全に使うために、次

の公売を実施します。詳細は、４月中

のことに注意しましょう。

旬公開予定の同サービスホームページ

土地・家屋価格などの縦覧

（https://koubai.auctions.yahoo.co.jp）
でご確認ください。

他の土地や家屋と比較してその評価額
が適正かどうかを判断したい場合、下
記期間中に「土地・家屋価格等縦覧帳

特に、クロルピクリン剤は劇物に指
定され、強い催涙性、粘膜刺激性があ
るため注意が必要です。

税務課収税班☎73−0087

固定資産税の納税者が、自己所有の
土地や家屋の価格（評価額）を市内の

薬剤散布時は十分に注意を

◆安全使用のための注意事項
①使用時は、農薬容器に表示された注

ハマグリなどの貝類は
無断で採らないで

意事項を厳守する。また、使用者の防

九十九里浜は漁業権が設定されてい

どによる被覆などを徹底する。②使用

護装備の着用、施用直後のビニールな

簿」で確認することができます。

ます。権利のない人はチョウセンハマ

場所、周辺の状況に十分配慮して防除

縦覧できる人…①固定資産税の納税者

グリ（ぜんな）、ダンベイキサゴ（なが

を行う。③空き容器の処理は適切に行う。

およびその同居親族②納税管理人③納

らみ）、コタマガイ（てぶち）を採るこ

産業振興課農政班☎73−0089、海匝

税者の代理人

とはできません。漁業協同組合の承諾

期間…５月31日（木）

まで（時間は、土・日曜日、祝日を除

なくこれらを採ることは、法令違反と

く８時30分〜17時15分） 場所…市役

なり、処罰の対象となります。

■新聞未購読世帯へは広報を送付します︒送付希望は市役所秘書課︵☎

所１階税務課

内容…【土地】所在・

海匝漁業協同組合本所☎57−3202、

地目・地積・評価額【家屋】所在・家

同匝瑳支所☎67−5115

屋番号・用途・構造・床面積・評価額

「協会けんぽ」
保険料率と被扶養者の特定健診

その他…①縦覧できる人であること
が証明できるもの（免許証・被保険者
証・納税通知書など。代理人の場合は
他に納税者からの委任状）をお持ちく

農業事務所企画振興課☎62−0156

危険物取扱者試験（前期）
試験種類…甲種、乙種、丙種

試験日

…６月17日（日） 場所…千葉科学大学

◆介護保険料率の変更

（銚子市） 願書受付期間…【書面申請】
４月５日（木）〜20日（金）
【電子申請】
４月２日（月）〜17日（火） 願書配布場
所…消防本部予防課、消防署

全国一律の介護保険料率が、４月

◆受験者講習会（乙種第４類対象）

ださい。②手数料は無料です。③平成

納付分から1.57％に引き下げられます

期日…５月18日（金） 場所…銚子市市

30年度固定資産税納税通知書は５月中

（平成29年度は1.65％）。なお、30年度

民センター ※希望者は、下記へ事前

の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率

旬に発送予定です。
税務課資産税班☎73−0087

は、9.89％に据え置きです。

平成30年度
祝日の可燃ごみ収集の年間予定

◆被扶養者の特定健診

平成30年度に可燃ごみを収集する祝

の申し込みが必要です。
匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72−1916

協会けんぽでは、加入者家族（40〜
74歳の被扶養者）を対象に特定健診を

浄化槽の法定検査機関を指定

実施しています。加入者の自宅に４月

平成30年度から、市内に設置されて

日は次の通りです。

上旬に送付する「受診券」と被保険者

いる浄化槽の法定検査は下記の指定検

祝 日 収 集 日 … ５ 月 ３ 日（ 木 ）・ ４ 日

証をお持ちの上、健診機関（要予約）

査機関が実施します。法定検査は、毎

（金）
、７月16日（月）、９月17日（月）・

または集団健診で受診してください。

年受けることが法律で義務付けられて

24日（月）、10月８日（月）、11月23日

詳細は、協会けんぽのホームページ

います。保守点検・清掃の実施と併せ

（金）
、12月24日（月）
、１月14日（月）
、

（https://www.kyoukaikenpo.or.jp）
でご確認ください。

２月11日（月）、３月21日（木）
環境生活課環境班☎73−0088、匝瑳

協会けんぽ千葉支部

・００８０︶までご連絡ください︒

自 動ド ア も 検 診 が 必 要 で す !
ドアに挟まれそうになった？
タッチ式に変えたい？

全メーカー ・ 扉 ・ 鍵
サッシ 等対応します
建設業千葉県知事
許可（般-25） 第 48918 号

変な音がする？
検知器の反応が悪い？

自動ドア施工 1 級
技能士が伺います

☎ 0479（72）5551

株式会社 東総オートドア 匝瑳市長谷3600
１号広告
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公益社団法人千葉県浄化槽検査センタ

☎043−308−0521（代表）

73 市ほか二町環境衛生組合☎72−3036

て、必ず受検してください。
《指定検査機関名・問い合わせ先》
ー（☎043−246−6283）
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