
◆こころの健康のつどい
　病気を克服している人（ピアサポー
ター）や、精神保健福祉士と各回のテ
ーマを決めて学びます。今回のテーマ
は「仕事に就いた人、仕事に復帰した
人のお話」です。
日時…３月９日（火）10時～12時　場
所…八日市場公民館
 問福祉課障害福祉班☎73－0096
◆こころのしゃべり場
　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。
日時…３月９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

　「健康で長寿をめざす市民の会」が
主催する、高齢者向けのスポーツ大会
です。事前申し込みは不要です。
日時…３月14日（日）８時～11時30分
場所…野栄ふれあい公園
※雨天実施。参加無料。
問同会事務局・勝又☎090－2942－8448

募集部門…小学生、中学生、高校生、
一般、統計調査員（全５部門）　応募方
法…所定の応募用紙を３月31日（水）ま
でに総務省まで。統計調査員は同月19
日（金）までに企画課（市役所２階）へ
提出。
※応募用紙は同課で配布の他、総務省
ホームページから取得可。応募用紙以
外で応募の場合、①部門 ②都道府県
名 ③氏名（ふりがな） ④所属・学校名
（学年） ⑤電話番号 ⑥標語を明記。応
募作品は、自作で未発表のものに限る。
 問企画課企画調整班☎73－0081

心の健康
催

第６回ウォーリンピック
催

「統計の日」標語
募

◆試験種目・応募資格
一般（大卒程度）…22歳以上26歳未満
の人（20歳以上22歳未満の大卒見込
み含む）。なお、修士課程修了者（見
込み含む）などは28歳未満の人　一般
（院卒者）…修士課程修了者（見込み含
む）など20歳以上28歳未満の人　歯科・
薬剤科…専門の大学卒（見込み含む）
20歳以上30歳未満の人で細部制限あり
（薬剤科は20歳以上28歳未満の人） 
※年齢は令和４年４月１日現在。
◆受付期間
６月18日（金）まで（必着）
◆１次試験
一般…第１回：５月８日（土）・９日
（日）、第２回：６月26日（土）　歯科・
薬剤科…第１回：５月８日（土）、第
２回：６月26日（土）
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

自衛隊幹部候補生
（一般、歯科・薬剤科）
募

　（株）日成ストマック・トーキョー（東
京都）が、香取市に計画する産業廃棄
物最終処分場（安定型）の変更に係る
図書の縦覧を行います。
縦覧図書…廃棄物処理施設変更許可申
請書および生活環境影響調査書　縦覧
期間…３月２日（火）～４月２日（金）
縦覧場所…環境生活課（市役所１階）
意見書の提出期限…４月16日（金）ま
で（16日の消印有効）　提出先…県環
境生活部廃棄物指導課（〒260－8667
千葉市中央区市場町１番１号）
 問同課☎043－223－2697

　引っ越しなどにより、新たにくみ取
り式トイレを利用する人（または利用
しなくなる人）は、し尿のくみ取りに
関する手続きが必要です。
　住民登録関係の手続き（転入・転出・
転居の届け出）だけでは、自動的に加
入や取り消しとはなりませんので、必
ず手続きをしてください。
※手続き方法など詳細は、お問い合わ
せください。
 問東総衛生組合☎62－0794

　子育て家庭の皆さんがお持ちの「チ
ーパス」は、３月31日（水）で使用期限
を迎えます。新しいチーパスは今月か
ら、福祉課（市役所１階）を通じて配
布を開始します。また、幼稚園や保育
所（園）、小・中学校などを通じた配
布も行います。配付されるチーパスは、
対象年齢が18歳未満まで引き上げられ、
４月から利用できます。
問県健康福祉部子育て支援課
 ☎043－223－2589

廃棄物処理施設変更許可
申請に係る図書の縦覧

i

し尿のくみ取りには
手続きが必要です

i

新しいチーパスを配布します
i

●社会福祉協議会へ
匿名の方 より …50,000円

寄付（２万円以上）

3
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　ふれあいパ－ク八日市場は、今年の
３月で開館19周年を迎えます。これを
記念し、３月14日（日）は、当日1,000
円以上お買い上げのレシ－トをお持ち
のお客さまに、素敵なプレゼントを配
布します（無くなり次第終了）。
　また、レストラン「里の香」では特
製弁当を販売しています。ぜひ一度、
ご賞味ください。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

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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１号広告

℡ 73－1100増田産婦人科
看護師、助産師（パート・常勤）募集中

・外来業務 ・予防接種（大人・子供） ・住民検診 ・妊婦健診
料理の好きな方（栄養士・調理師）募集中

20歳～　子宮がん検診　４月開始です。

30歳～　乳がん検診　　５月開始です。

HPVワクチン　高１までなら無料。高２以後4.5万円～
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　市では、介護人材の確保と定着を図
るため、介護職員初任者研修を修了し
た市内介護職員に対し、研修受講費用
の一部を助成しています。令和２年度
の受け付けは３月19日（金）までです。
助成額…受講料および教材費の半額
（上限５万円）　対象…①平成31年４月
１日以後に介護職員初任者研修を修了
している人 ②介護職員として市内の
介護施設などに直接雇用され、申請日
の１年前から３カ月前までの間に就業
を開始し、引き続き勤務している人 
③本市の住民基本台帳に記録されてい
る人 ④市税などの未納がない人 ⑤研
修受講費用に対する他の助成を受けて
いない人
※申請時点で①～⑤をすべて満たす必
要があります。詳細は、お問い合わせ
ください。
 問高齢者支援課支援班☎73－0033

　令和３年度分「福祉タクシー利用
券」の申請を３月24日（水）から受け付
けます。利用券は、福祉課（市役所１
階）または野栄総合支所の窓口での申
請受け付け後、即日交付します。障害
者手帳と印鑑をお持ちください。
対象…①身体障害者手帳「１級」「２
級」の人。「３級」の視覚障がい者、下
肢・体幹機能障がいの人 ②療育手帳
「Ⓐの１」「Ⓐの２」「Ⓐ」「Ａの１」「Ａ
の２」のいずれかである人 ③精神保健
福祉手帳「１級」の人　注意事項…利
用券で助成される金額は1,000円まで
で、助成金額を超えた場合は自己負担
となります。タクシー利用１回に付き、
利用券を１枚使用できます。
問福祉課障害福祉班☎73－0096、野

栄総合支所☎67－3111

介護職員の研修受講費
助成申請は19日まで

i

福祉タクシー利用券の交付
i

　市では、野良犬・野良猫の繁殖を制
限し、増加を防止するため、飼い犬・
飼い猫の不妊および去勢手術に係る費
用を補助しています。交付を受けるに
は、手術を受けた年度内に申請する必
要があります。
　令和２年４月から３年３月までの間
に手術を受けた飼い主は、３月31日
（水）までに環境生活課（市役所１階）
または野栄総合支所で申請手続きをし
てください。
必要なもの…①犬等の不妊及び去勢手
術補助金交付申請書 ②不妊・去勢手
術の手術代の領収書 ③市税などの完
納証明書 ④通帳など振込先が分かる
もの ⑤印鑑
※申請は同一年度内に１世帯に付き１
匹までです。詳細は、お問い合わせく
ださい。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　４月２日は国連で定めた「自閉症啓
発デー」です。日本では、４月２日
～８日を「発達障害啓発週間」として、
自閉症をはじめとする発達障がいを知
ってもらう機会としています。
　市では、発達障がいの相談を受ける
とともに、障がいに対する市民の理解
と関心を深められる地域づくりを目指
しています。
◆発達障がいに関する相談先
未就学児…①健康管理課☎73－1200 
②ロザリオ発達支援センター☎60－
0625　就学後17歳までの人…ロザリオ
発達支援センター☎60－0625　18歳
以上の人…①地域生活支援センター
「友の家」☎60－0608 ②福祉課☎73－
0096
 問福祉課障害福祉班☎73－0096

犬・猫の不妊・去勢手術
費用を助成しています

i

４月２日～８日は
発達障害者啓発週間です

i

　年金を受けている人が死亡すると、
年金の受給権利が無くなるため、「受
給権者死亡届（報告書）」の提出が必要
となります。なお、日本年金機構に個
人番号（マイナンバー）が登録されて
いる場合は、原則、この届け出は不要
です。
　市民課（市役所１階）または野栄総
合支所では、死亡届を受け付けた際
に、必要な年金手続きの案内をお知ら
せしています。亡くなった人の年金手
続きは、配偶者や子など、一定の条件
に当てはまる遺族から請求する必要
があります。また、請求できる期限が
決まっていますので、早めに所定の手
続きをお願いします。
 問市民課国保年金班☎73－0086

　サツマイモ基
もとぐされ

腐病は、茎が地際部か
ら黒変し、イモが腐る病害であり、多
発すると大幅な減収を生じてしまいま
す。
　県内ではまだ発生が確認されていま
せんが、沖縄、宮崎、鹿児島、福岡、
長崎、熊本、高知、静岡の全国８県で
発生が確認されています（令和２年12
月現在）。
　本病は、病原菌に感染したイモの種
苗により発生が拡大します。発生防止
のため栽培者は、下記のご協力をお願
いします。
◆発生防止の取り組み
①基腐病の未発生ほ場で生産された健
全種苗を用いてください。 ②腐敗な
どの疑似症状が見られる株は、直ちに
引き抜き、袋に入れるなどの処置をし
た上で廃棄してください。
問県農林水産部安全農業推進課
 ☎043－223－2888

亡くなった人の
年金手続きはお済みですか

i

サツマイモ基腐病
発生防止にご協力を

i

i ＝お知らせ　催＝催し　募＝募集情報 アラカルトinformation

À la carte

（６か月コース） （３か月コース）

すずらん介護福祉学院

実務者研修～介護福祉士～ 初任者研修

☎0479-73-4811包括事務局：匝瑳市飯倉台10－20

土・日コースで通学日は
全15日間。（うち実習２日）

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。通学日は全10日間。

３月　匝瑳
４月・５月　成田・匝瑳開講 ４月　成田

６月　匝瑳
開講
予定

１号広告

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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