
　八日市場青年会議所に所属する飲食
店メンバーが、自慢の弁当をドライブ
スルー方式で販売します。なお、売り
上げの一部は本市へ寄付します。
日時…10月10日（土）11時～13時30分
場所…そうさ記念公園駐車場（市役所
北側）
 問同会議所・椎名☎080－4343－2671

　精神科に通院している人、社会に出
にくい人の情報交換会です。病気を克
服されている人（ピアサポーター）や、
相談支援専門員とお話ししませんか。
日時…10月13日（火）13時30分～15時
30分　場所…八日市場公民館
 問聖マーガレットホーム☎74－3457

　経営・財務・人材育成・販路開拓に
関する知識習得を目指す「そうさ創業
塾」を開講します。受講者には、市が
発行する証明書が交付され、法人設立
の際の登録免許税の軽減や創業関連融
資保証枠の拡充、匝瑳市創業資金利子
補給金制度による利子補給率優遇など
の支援が受けられます。
対象者…市内での創業希望者、創業間
もない人（創業後５年以内）　定員…15
人　期間…10月25日～11月22日の毎週
日曜日（全５回）　時間…14時～17時
※受講料は無料です。事前に下記まで
申し込んでください。
《個別相談会を実施》
　受講者を対象に、中小企業診断士に
よる個別の相談会を開催します。
日時…12月５日（土）・６日（日）の両
日13時～17時
 問市商工会☎72－2528

ドライブスルー販売
「そうさエール飯」を開催
催

こころのしゃべり場
催

「そうさ創業塾」受講者
募

中小企業緊急支援給付金
農林漁業緊急支援給付金
　新型コロナウイルス感染症にお
ける市独自支援策「匝瑳市中小企業
緊急支援給付金」と「匝瑳市農林漁
業緊急支援給付金」の申請期限を来
年１月29日（金）まで延長しました。
また併せて、売上金額の比較対象月
を拡大しました。
◆匝瑳市中小企業緊急支援給付金
支給額…10万円　主な要件…①令
和２年１月～12月のうち、任意のひ
と月の売上金額が前年同月と比べ
て30％以上減少していること ②市
内で同一事業を１年以上営んでい
ること　など
◆匝瑳市農林漁業緊急支援給付金
支給額…10万円　主な要件…①令和
２年１月～12月のうち、任意のひと
月の売上金額が前年同月と比べて30
％以上減少していること ②市内で
農林漁業を営んでいること　など

問産業振興課☎73－0089

来年１月下旬まで延長

　県内最低賃金が、10月１日から時間
額925円に改正されました（改正前923
円）。
　使用者はこの額より低い賃金で労働
者を使用することはできず、仮にこの
額より低い賃金を定めていても、法律
により無効とされ、最低賃金と同額の
定めをしたものとみなされます。
問千葉労働局労働基準部賃金室
 ☎043－221－2328

　本市在住の40歳～74歳の人で、協会
けんぽ、私学共済、地方共済、各健康
保険組合の被保険者・被扶養者（国民
健康保険を除く）向けの健康診査です。
期日…10月13日（火）　受付時間…９
時30分～12時（予約不要）　場所…市
民ふれあいセンター　持参品…受診券、
被保険者証（受診券のない人は受診不
可。昨年受診した人は結果票も持参）
※この健診は、市が実施する市民健診
ではありません。
問柏戸記念財団長洲柏戸クリニック集
団検診課☎043－222－2873

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」の発
売は10月20日（火）までです。今年は、
１等と前後賞合わせて５億円が当たり
ます。また、「ハロウィンジャンボミニ」
も同時発売します。
　なお、宝くじの収益金は、市町村の
まちづくりに使われます。都道府県別
販売実績による県配分がありますので、
ぜひ、県内の宝くじ売り場でお買い求
めください。
問千葉県市町村振興協会
 ☎043－311－4162

県最低賃金が925円に改正
i

“協会けんぽ”などの
特定健診

i

ハロウィンジャンボ宝くじ
お買い求めは県内で

i 11月２日（月）は
・市県民税〔第３期〕
・国民健康保険税〔第５期〕
・後期高齢者医療保険料〔第４期〕
・介護保険料〔第５期〕
の納期限（口座振替日）です。

税 と保険料

新型コロナ拡大防止のため

・第25回飯高檀林コンサート
・第15回そうさ農業まつり
・第74回東総毎日駅伝大会
・第48回健康マラソン大会

は中止となりました。

スマホで広報紙が読めます。問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先問＝問い合わせ先　 ＝申し込み先
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℡ 0479－73－1100電話予約

増田産婦人科 看護師・助産師 募集中

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。
7月から市民検診始まります。（20歳以上の方）

看護学校(正・准） 助産師学校：進学助成あります
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　農業者年金は、農業者のための、安
定した積立式の公的年金です。積み立
てた金額に応じた年金が、65歳から一
生涯支給されます。
　80歳を迎えずに亡くなられた場合は、
80歳までに受け取る予定であった分の
金額を遺族が受け取れます。また、納
めた保険料の全額が社会保険料控除の
対象となります。
加入できる人…①国民年金の第１号被
保険者 ②農業に年間60日以上従事し
ている人 ③20歳以上60歳未満の人
 問農業委員会事務局☎73－0090

　今年７月の豪雨災害により被災され
た人たちを支援するため、12月28日
（月）まで義援金の受け付けをしてい
ます。寄せられた義援金は、被災地に
設置される災害義援金配分委員会を通
じて、全額を被災された皆さんに届け
られます。
《郵便振り替え利用の場合》
口座記号番号…「00110-8-588189」
口座加入者名…「日赤令和２年７月豪
雨災害義援金」　その他…①受領証の
発行を希望する場合は通信欄に「受領
証希望」と記入してください。 ②ゆう
ちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの
場合は手数料が免除されます。 ③品
物は受け付けしません。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

　ごみ処理を円滑に行うため、匝瑳市
ほか二町環境衛生組合へ直接搬入する
際は、必ず前日までに電話予約をお願
いします。
 問同組合☎72－3036

農業者年金に加入を
i

令和２年７月豪雨災害
義援金の受け付け

i

環境衛生組合に
直接搬入するときは予約を

i

　ジャンボタニ
シ（＝写真）に
よる水稲への被
害が拡大してい
ます。収穫後も
継続して防除を
行い、来年以降の被害を最小限に抑え
ましょう。
◆収穫後の防除方法
ロータリー耕…１月末から２月上旬に
ロータリー耕を行い、越冬中の貝を砕
くと同時に寒気にさらします。　石灰
窒素の散布…水温が15℃以上の時期に
水を張り、１～４日後に石灰窒素（農
薬登録のあるもの）を10アール当たり
20㎏程度散布します。
※石灰窒素は魚介類に影響を与えるの
で、河川などに流出または飛散しない
ように注意してください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　市内でイノシシの痕跡などの目撃情
報が寄せられています。イノシシによ
る被害が拡大する前に、適切な対策を
とりましょう。
◆耕作放棄地や茂みを無くす
　耕作放棄地や茂みは、イノシシなど
有害獣の格好の棲み家であり、人里付
近での被害が増加する要因となります。
　定期的な草刈りを実施するなど、適
切に管理しましょう。
◆無意識の餌付けを無くす
　水稲の二番穂の放置や、野菜くずな
どの野積みはイノシシを田畑に引き寄
せる餌となります。
　二番穂は早めにすき込みし、野菜く
ずは埋却するなど、適切に処理しまし
ょう。
 問産業振興課農政班☎73－0089

ジャンボタニシの防除
i

イノシシによる農作物被害
i

　緑の募金は、公共用地への植樹など
に役立てられる他、緑化推進を通じた
復旧・復興支援にも活用されます。
　今年度は、次の通り募金運動を行い
ますのでご協力をお願いします。
取扱先…ちばみどり農業協同組合の市
内各支店　締切日…11月２日（月）
《前年度実績》
　本市では、平成31年度（令和元年度）
に募金総額580,496円が寄せられ、（公
社）千葉県緑化推進委員会へ送金しま
した。その一部が還元され、「平成31
年度わたしの街みどりづくり事業」と
して植栽事業に活用されました。
 問産業振興課農村整備班☎73－0089

　10月15日（木）～21日（水）は、違反
建築防止週間です。
　建築基準法では、建物の敷地や構造
などに関するさまざまな基準を定めて
います。建物を建てる場合は、法令で
定める基準や手続きを守り、適正に工
事を進めましょう。工事が完了したと
きは、その建物が法令に基づき安全な
ものであるか検査を受けましょう。
 問都市整備課管理班☎73－0091

　国民年金基金は、国民年金に上乗せ
する公的な年金です。自営業などで国
民年金に加入している人のほか、国民
年金に任意加入している人が国民年金
基金に加入できます。
　支払った掛け金は全額が社会保険料
控除の対象になります。年金は生涯に
わたり、受け取ることができます。
問全国国民年金基金千葉支部
 ☎043－221－6370

緑の募金運動
i

違反建築防止週間
i

国民年金の上乗せ制度
i

i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集情報 アラカルトinformation

À la carte

すずらん介護福祉学院

実務者研修介護福祉士受験のための

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

詳細は、 で して下さい。すずらん介護福祉学院 検索

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。毎月、成田・匝瑳の教室で開講しています。
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千葉県匝瑳市長谷3600番地

地元だからスピーディーな対応致します！！

自動ドアの扉・鍵など
窓ガラスフィルム
紫外線カット  遮熱省エネ  防犯など

㈱東総オートドア
☎0479－72－5551
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