
　宮本地区の里山でトウキョウサンシ
ョウウオなどの観察会を開催します。
日時…４月11日（日）９時～　集合…八
日市場公民館駐車場　対象…小学生と
その家族（小学４年生以下は保護者同
伴）　定員…30人（申し込み順）　申し
込み…４月２日（金）以降に下記まで
※参加無料。汚れても良い服装で、水
筒、雨具、タオル、筆記用具（色鉛筆）
などを持参してください。
問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

日時…４月25日（日）13時～16時　会
場…京成ホテルミラマーレ（千葉市）
内容…社会福祉施設の採用担当者との
個別面談、福祉現場に関する相談など
※参加無料。申し込み、履歴書不要。
問千葉県福祉人材センター
 ☎043－222－1294

募集区分・人数…警察官Ａ・男性130
人程度、同・女性25人程度、警察官Ｂ
・男性15人程度、同・女性５人程度　
受付期間…４月９日（金）まで　試験
日…５月９日（日）
※詳細はお問い合わせください。
 問匝瑳警察署☎72－0110

日時…４月18日（日）９時～11時30分
場所…八日市場第二中学校武道館
※参加無料。要申し込み。マスク着用、
体育館シューズ持参の上、運動しやす
い服装で参加してください。
問生涯学習課スポーツ振興班

 ☎73－0097

第１回自然観察会
催

福祉のしごと就職フェア
inちば

催

第１回千葉県警察官
募

ジュニアバレーボール
お試し体験会

募

　就農した青年農業
者を対象に、農業経
営体育成セミナーの
参加者を募集します。
　本セミナーでは、
農業に関する知識や技術を学びながら、
同世代の農業者と交流を行います。
内容…３年課程。施肥方法・病害虫防
除方法などの基礎技術や、先進事例の
視察などを通じて農業経営を学習
※参加無料（実費負担の場合あり）。
問海匝農業事務所改良普及課

 ☎62－0334

農業を始めたばかりの人
集まれ！

募

　銚子連絡道路に係る都市計画変更案
の縦覧を行います。本案に意見がある
場合は意見書を提出できます。詳細は
市ホームページをご確認ください。
縦覧内容…八日市場都市計画道路の変
更（銚子連絡道路線）　縦覧期間…４
月16日（金）～30日（金）　縦覧場所…
都市整備課（市役所３階）、県土整備
部都市整備局都市計画課（県庁中庁舎
７階）　意見の提出先…都市整備課　
提出期間…縦覧期間に同じ
※30日の消印有効。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

　一部の土壌くん蒸剤に含まれる「ク
ロルピクリン剤」は劇物に指定されて
います。使用方法を誤ると人畜や植物
に大きな被害が発生する恐れがあり、
一度事故が発生すると、使用者の信用
失墜や事後処理に多大な労力や経費が
発生する恐れがあります。
　安全に使用するため、農薬容器に表
示された注意事項などに従い、防護装
備の着用や施用直後の被覆などを確実
に実施してください。また、周辺状況
に十分配慮して防除し、適切に空き容
器を処理してください。
問海匝農業事務所企画振興課
 ☎62－0156

　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
服した人（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…４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

銚子連絡道路
都市計画変更案の縦覧

i

薬剤散布時には十分な注意を
i

こころのしゃべり場
催

●八日市場第二中学校へ
石川電気商会 様より
 …55V型液晶テレビ（150,700円相当）

●市へ
大塚製薬株式会社 様より
 …清涼飲料水15箱（59,760円相当）
株式会社伊藤園 様より
 …緑茶15箱（54,360円相当）

●社会福祉協議会へ
日蓮宗千葉県東部宗務所 様より
 …50,000円

寄付（２万円以上）

各支援状況をお知らせします

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に対していただいた、各方面か
らの支援物品などをお知らせします。
▽平和小学校へ
●平和地区青少年相談員（オート
ディスペンサー３台）
●平和地区社会福祉協議会（サーモ
マネージャー１台）
※取りまとめ状況は３月23日現在。敬
省略。

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

やってまやってま

八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00

八日市場ホ５０５・126号バイパス沿い
電 0479－72－0061
営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～20:00

やややややややややややややややややややややや ててててててててててててててててててててままままままままままままままままままままてまままままままっっっっっっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててってやややややややややややややややややややややや てててててててててててててててててててててままままままままままままままままままままてまててててててまままてまっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててって

八八八八八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市八八日市八日市八日市八日市八日市八日市八日市場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５ホ５ホ場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５場ホ５０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・０５・５・０５・・・０５・０５・０５・０５・０５・11111212121111211212121212121212八日市場ホ５０５・12八日市八八八八 市八八八日市日市日市日市日市八日市日市八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 ５５５５ 2626262666626262626266号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイ号バイパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パスパス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス沿パス いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい26号バイパス沿い
電 0電 0電 0電 0000電 0電 0電 0電 0電 0電 00電 00電 00479794794794797947979479479479477947479479479479479479－72－72－7－7－7－7－7－72－72－72－72－72－72－7－72－72－7－72－72－72－00－00－00－－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－00－0061616161616161616161616161616161616111電 0479－72－006179797979797797777777777779電 0電 000000000000000 77779797947947979777977479794797電 04000444444444444444404040400000000000000000000000000000000000000電 0電 0電 0電 000電 000 9994794794799999 7272727227272 0000000000000000000000000 666161616161116661電 0 79 72 006177電電電電電電電 0000004444444444444444000000000000000000000000000000000
営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時営業時業 間 A間 A間 A間 A AAAAA間 A間 A間 AAAAA間 AA間 AAM11M11M11M11M11M11M111111M11M11M11M11M11M11M1111M11M11M11:0:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２:～２～２:～２:～２:～２:00　00　00　00　00　00　00　000000　00　00　00　00　00　00　00　00　0000　PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1PM1P 7:07:07:07:07:07:07:07:7:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:00～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～0～～0～0～0～0～0～0～営業時間 AM11:00～２:00　PM17:00～間 A AA間 AAAAAA間 A時時 M1M1M1M1M1M1MMMM1M1MM1M1M1M1MMMM1 0:0:20:20:20:20:20:0:20:0:0:20:20:0:0:20:0:0:0000000000000000000000000000000000020:000000000000

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

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～

１号広告

広報そうさ 2021.4月号 22



　自己所有の土地や家屋の価格（評価
額）を、市内の土地や家屋と比較し評
価が適正かどうかを判断したい場合、
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」で確認
できます。手数料は無料です。
縦覧できる人…①固定資産税の納税者
②❶の同居親族 ③納税管理人 ④❶の
代理人　縦覧内容…【土地】所在、地目、
地積、評価額 【家屋】所在、家屋番号、
用途、構造、床面積、評価額　縦覧場
所…税務課（市役所１階）　縦覧期間
…５月31日（月）まで　持参品…縦覧
できる人であることが証明できるもの
（免許証や納税通知書など）、代理人の
場合は委任状
※令和３年度固定資
産税納税通知書は５
月中旬に発送予定で
す。

問税務課資産税班☎73－0087

　令和３年度の国民年金保険料が月額
16,610円に改定されました。保険料納
付書は年金事務所から郵送されます。
　保険料は、納付書を利用する他に、
口座振替やクレジットカード納付、電
子納付でも納めることができます。
◆お得な前納制度
　保険料をまとめて前払いすると割り
引かれる「前納制度」があります。割
引額は納付方法などにより異なります。
２年前納…前納額383,810円、割引額
14,590円　１年前納…前納額195,780
円、割引額3,540円　６カ月前納…前
納額98,850円、割引額810円
※現金納付の場合。２年前納は申し込
みが必要です。
問佐原年金事務所☎0478－54－1442、
市民課国保年金班☎73－0086

「縦覧帳簿の縦覧」
期間は５月31日まで

i

国民年金保険料の改定
お得な前納制度あり

i

　会社に就職したり、扶養に入ること
で、匝瑳市の国民健康保険から他の健
康保険に加入した場合でも、健康保険
は自動的には切り替わりません。
　社会保険や他市区町村の国民健康保
険などに加入後、匝瑳市の国民健康保
険被保険者証を使用して医療機関など
を受診した場合、匝瑳市が負担した医
療費給付分の返還が必要となります。
　加入した健康保険の被保険者証が交
付されていないときに医療機関を受診
する場合、勤務先に相談してください。
また、受診の際は保険の切り替え中で
ある旨を医療機関に伝えてください。
 問市民課国保年金班☎73－0086

　令和３年度は、次の祝日にごみ収集
を行います。なお、匝瑳市ほか二町環
境衛生組合の指定ごみ袋（旧ごみ袋）
は、12月29日（水）まで使用すること
ができます。
祝日収集日…４月29日（木）、５月３
日（月）・４日（火）・５日（水）、７月
22日（木）・23日（金）、８月８日（日）・
９日（月）、９月20日（月）・23日（木）、
11月３日（水）・23日（火）、１月10日
（月）、２月11日（金）・23日（水）、３
月21日（月）
 問環境生活課環境班☎73－0088

　道路上の泥や堆肥の塊は車両や歩行
者の通行を妨げ、大変危険です。トラ
クターや堆肥運搬車などで公道を走る
前には、泥や堆肥を落としましょう。
やむを得ず汚してしまった場合は、速
やかに清掃するなどをしてください。
 問産業振興課農政班☎73－0089

保険証は正しく使いましょう
i

祝日のごみ収集の年間予定
i

農業機械の運転時は
泥などを道路に落とさないで

i

　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
ジャンボ宝くじ」の収益金の配分を受
けています。令和２年度は子ども医療
費助成事業の財源として活用しました。
　宝くじの収益金は、都道府県別の販
売額などにより配分されます。ぜひ県
内の宝くじ売り場でご購入ください。
 問財政課財政班☎73－0085

　主食用米は、人口減少や新型コロナ
ウイルス感染症の影響などにより需要
量が減少しており、在庫が過剰となっ
ています。主食用米の需給と価格の安
定を図るため、需要量に見合った生産
を行うことが重要です。
　飼料用米や加工用米、備蓄米などに
取り組み、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
①既存の機械・施設で、生産から収
穫・調製、出荷までが可能です。②収
穫前に、あらかじめ収入額を見通すこ
とができます。③品種によっては、作
期を分散させ主食用米と時期をずらし
て収穫できます。
 問産業振興課農政班☎73－0089

　市内の海岸では漁業権が設定されて
おり、許可なくチョウセンハマグリ（ハ
マグリ・ゼンナ）、ダンベイキサゴ（ナ
ガラミ）、コタマガイ（ヒラガイ・テブ
ツ）、カキ、ウバガイを採ることはでき
ません。漁業協同組合の承諾なくこれ
らの貝類を採ることは、漁業権侵害で
法令違反となり処罰の対象となります。
 問海匝漁業協同組合☎57－3202

宝くじの収益金は
まちづくりに役立っています

i

飼料用米や加工用米に
取り組みましょう

i

ハマグリなどの貝類は
無断で採らないでください

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

介護の資格の第一歩。
土・日コースで通学日は
全15日間。（うち実習２日間）
市の助成金（条件有）・学割有。

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。
医療的ケアも３日間含みます。

４月・５月 成田・匝瑳 開講 ４月 成田・６月 匝瑳 開講

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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