ホ
マ
ス

＝問い合わせ先

で広報紙が読めます。

＝申し込み先

i 「協会けんぽ」保険料率と

i

ハマグリなど貝類は
無断で採らないでください

催 福祉のしごと就職フェア

市内の海岸では漁業権が設定されて

日時…４月29日（水）13時〜16時

被扶養者の特定健診
◆保険料率の変更

inちば
場

４月納付分から、協会けんぽ千葉支

おり、許可なくハマグリ（チョウセンハ

所…京成ホテルミラマーレ（千葉市）

部の健康保険料率は9.75％に引き下げ

マグリ・ぜんな）
、ダンベイキサゴ（な

内容…求人のある社会福祉施設などの

となります（令和元年度は9.81%）。ま

がらみ）
、コタマガイ（てぶち）
、カキ、

採用担当者との個別面談、福祉現場に

た、全国一律の介護保険料率は1.79％

ウバガイを採ることはできません。

関する相談など

に引き上げとなります（令和元年度は

漁業協同組合の承諾なくこれらの貝

1.73％）。

類を採ることは、漁業権侵害で法令違

◆被扶養者の特定健診

反となり、処罰の対象となります。

協会けんぽでは、加入者家族（40〜

み不要。履歴書不要。
千葉県社会福祉協議会「千葉県福祉
人材センター」☎043−222−1294

海匝漁業協同組合☎57−3202、同匝

74歳の被扶養者）を対象に特定健診を

募 農業を始めたばかりの人

瑳支所☎67−5115

実施しています。４月上旬に送付する

i

「受診券」と被保険者証をお持ちの上、
健診機関で受診してください。

※参加無料。申し込

集まれ

輸入粗飼料に由来する
堆肥の取り扱いに注意

農業経営体育成セミナーの参加者を
募集します。本セミナーは、新規就農

詳細は、協会けんぽホームページ

輸入粗飼料を給与した家畜排せつ物

した青年農業者を対象に、農業に関す

（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

由来の堆肥を使用した場合、日本で登

る知識や技術を学ぶ場、同世代の仲間

shibu/chiba）で確認するか、下記ま

録のない除草剤（成分名：クロピラリ

づくりや交流の場となるものです。

でお問い合わせください。

ド）により作物などの生育に障害を起

内容…３年課程。施肥の方法や効果的

こす可能性があり、この堆肥を販売・

な病害虫防除方法など、農業の基礎技

総務グループ☎043−308−0522【特定

協会けんぽ千葉支部【保険料】企画

譲渡・施用する際には注意が必要です。

術を学ぶ。県外市場や資材メーカー、

健診】健診専用ダイヤル☎043−308−

この成分は家畜や人に対する毒性は

先進事例視察などを通じて農業経営の

0525

低く、また摂取しても時間が経てばほ

学習を実施（年10回程度のカリキュラ

i

ぼ全量が排せつされるため、飼料に残

ム） 参加費…無料（実費負担の場合

留していても、人畜の健康に影響を及

あり）

薬散布時には十分な注意を

ぼす心配はありません。もし、クロピ
一部の土壌くん蒸剤に含まれる「ク

海匝農業事務所改良普及課

ラリドが原因と疑われる生育障害が発

ロルピクリン剤」は劇物に指定されて

☎62−0334

生した場合は下記までご連絡ください。

おり、強い催涙性、粘膜刺激性を有し

海匝農業事務所企画振興課

ます。使用方法を誤ると人畜や植物に

募

千葉県警察官（第１回募集）

☎62−0156

大きな被害が発生する恐れがあり、一

催

度事故が発生すると、使用者の信用失

募 集 区 分・ 人 数 … 警 察 官 Ａ・ 男 性：
158人程度、同・女性：40人程度、警

障害年金の無料相談

墜や事後処理に多大な労力や経費が発

察官Ｂ・男性：25人程度、同・女性：

生する恐れがあります。

日時…４月21日（火）
、５月19日（火）

安全に使用するため、農薬容器に表

の13時30分〜16時30分

場所…成田商

まで

示された使用上の注意事項などに従う

工会議所

とともに、防護装備の着用や施用直後

社会保険労務士による受給要件、申請

の被覆などを確実に実施してください。

手続きなどの無料個別相談

また、周辺状況に十分配慮して防除を

日10人（要申し込み。事前に下記まで）

行い、空き容器の処理は適切に行って

６人程度

内容…障害年金の制度紹介、

試験日…５月10日（日） ※詳

細はお問い合わせください。
匝瑳警察署☎72−0110

定員…各

寄 付（２万円以上）

NPO法人みんなでサポートちば

ください。

受付期間…４月10日（金）

事務局☎070−1541−7661（申し込み

海匝農業事務所企画振興課
☎62−0156

実務者研修（5月生・6月生）
県の貸付制度が利用でき、
受講費用はかかりません。
通学は国の指定通り全10日間。医療的
ケアもきちんと３日間含みます。
５月、６月は成田・匝瑳の両教室にて開講

専用電話・岩崎社会保険労務士事務

●社会福祉協議会へ

所内）

七宝焼サークル 様より

回想法トレーナー
養成講座
回想法の理論と実際の技法を
４回コースで学びます。
修了証授与します。

６月コース
全４回 12,000円・成田

詳細は、 すずらん介護福祉学院 で

検索

して下さい。

すずらん介護福祉学院
包括事務局：匝瑳市飯倉台 10−20

…24,000円

HPVワクチン 公費補助は高校１年生までです。
子宮がん検査、
乳がんエコー検査を受けましょう。
20 歳から市民検診始まります。
電話予約

℡ 0479−73−1100

増田産婦人科

看護師・助産師 募集中

看護学校 ( 正・准）助産師学校：進学助成あります

☎0479-73-4811
１号広告
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戦没者遺族に対する
第11回特別弔慰金

特別弔慰金は、恩給法による公務扶

i

i 「縦覧帳簿の縦覧」期間は

i

６月１日まで
自己所有の土地や家屋の価格（評価

＝お知らせ

催 ＝催し

募 ＝募集

千葉県災害義援金の配分
申請はお早めに

昨年の台風15号（令和元年房総半島

助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法に

額）を、
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」

台風）からの一連の災害で被害を受け

よる遺族年金の受給権を有する遺族が

で確認できます。手数料は無料です。

た人に、千葉県災害義援金が配分され

いない場合に、最先順位の遺族１人に

縦覧できる人…①固定資産税の納税者

ます。申請手続きがまだ済んでいない

対して支給されます。

②❶の同居親族 ③納税管理人 ④❶の

人は、早めに手続きをしてください。

代理人

◆配分の内容（住家被害）

請求期間は令和２年４月１日から５

縦覧内容…【土地】所在・地

年３月31日までです。期間を過ぎると

目・地積・評価額【家屋】所在・家屋

時効により特別弔慰金を受ける権利が

番号・用途・構造・床面積・評価額

消滅しますので、ご注意ください。

縦覧場所…税務課（市役所１階） 縦

「解体」該当世帯） 半壊…15万円（「半

◆対象

覧期間…６月１日（月）までの土・日

壊」と判定された世帯） 床上浸水…

戦没者などの死亡当時の遺族で、次

全壊…30万円（「全壊」と判定された世
帯または被災者生活再建支援制度の

曜日、祝日除く８時30分〜17時15分

３万円（床上浸水により「一部損壊」と

に掲げる人が支給対象です。

持参品…縦覧できる人であることが証

判定された世帯） 一部損壊…１万円

第１順位…令和２年４月１日までに戦

明できるもの（運転免許証や納税通知

（「半壊に至らない」と判定された世

傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰

書など）、代理人の場合は委任状

帯） ※倉庫や別荘など非住家は対象

金の受給権を取得した人

※令和２年度固定資産税納税通知書は

外です。

５月中旬に発送予定です。

◆申請手続き

第２順位…

戦没者などの子（死亡当時の胎児も含
む） 第３順位…戦没者などの①父母
②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹（要件によ
り順位入れ替わり） 第４順位…上記

税務課資産税班☎73−0087

i

以外の戦没者などの三親等内の親族で、
戦没者などの死亡時まで引き続き１年

農業機械の運転時は
泥などを道路に落とさないで

トラクターや堆肥運搬車などの農業

以上生計関係を有していた人

機械で公道に出る前は、付着した泥や

◆支給内容

堆肥を落としてから走行しましょう。

額面25万円、５年償還の記名国債
◆請求手続き窓口

道路上の泥や堆肥の塊は、車両や歩
行者の通行の妨げとなり、大変危険で

申請窓口…福祉課（市役所１階）また
は野栄総合支所（同課宛ての郵送申請
でも受け付けます） 申請書類…①申
り

請書 ②罹 災証明書の写し③振込先口
座の通帳の写し
福祉課社会福祉班☎73−0096

i

飼料用米や加工用米に
取り組みましょう

福祉課（市役所１階）
、野栄総合支所

す。やむを得ず道路を汚してしまった

米の需要量は、人口減や食生活の変

福祉課社会福祉班☎73−0096、野栄

場合は、速やかに清掃するなどの処置

化などによる消費量の減少で、全国

をしてください。

で年間約10万トン（1.9万ヘクタール相

総合支所☎67−3111

i

祝日の可燃ごみ収集の
年間予定

令和２年度（４月〜翌年３月）は、
次の祝日に可燃ごみ収集を行います。
◆祝日収集日

産業振興課農政班☎73−0089

i

当）減少しています。米の需給と価格
の安定を図るためには、需要量に見合

まちづくりに役立つ
宝くじの収益金

った生産を行うことが重要です。
飼料用米や加工用米などに取り組み、

市では、千葉県市町村振興協会から
「サマージャンボ宝くじ」
「ハロウィン

需要に応じた生産を心掛けましょう。
◆飼料用米などの経営メリット

５月４日（月）・５日（火）
、７月23

ジャンボ宝くじ」の収益金の配分を受

①既存の機械・施設で、生産から収

日（木）・24日（金）、８月10日（月）、

けており、令和元年度は子ども医療費

穫・調製、出荷までが可能です。②収

９月21日（月）
・22日（火）
、11月３日

助成事業の財源として活用しました。

穫前に、あらかじめ収入額を見通すこ

（火）・23日（月）、１月11日（月）、２
月11日（木）・23日（火）
環境生活課環境班☎73−0088、匝瑳

宝くじ収益金は、都道府県別の販売

とができます。③品種によっては、作

実績額などにより配分されます。ぜひ

期の分散により主食用米と収穫時期を

県内宝くじ売り場でご購入ください。

ずらすことができます。

市ほか二町環境衛生組合☎72−3036

財政課財政班☎73−0085
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TAD

株式会社

地元だからスピーディー
対応します
遮熱 省エネ・防犯・目隠し 等

東総オートドア ☎ 0479（72）5551

建設業千葉県知事

匝瑳市長谷3600
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産業振興課農政班☎73−0089

許可（般-30）第 48918 号

ホームページもご覧ください！
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