情 報 コーナ ー

お知らせ

の調査をもとに発表されてい

ます︒

ます︒

ＳＮＳで﹁
#

１０００㎞リ

ジも募集中です︒

未来︵あした︶への道１００

17

レー﹂を 付 けた応 援メッセー

回答をお願いします︒

０㎞縦断リレー２０１９参

☎０３︵３４５１︶６１０７

http://www.1000km.jp

10

対 象 と なった 世 帯 に 調 査

▼調査対象＝富田地区の一部

月︵準

12

員 が伺いま すので︑調 査への

路に関するアドバイスや情報

加者事務局︵平日 〜 時︶

▼調査期間＝８月〜

の世帯

千葉県産業振興センター

提供を行います︒

備調査１か月︑本調査４か月︶

調
※査員は︑千葉県知事発行

千葉県総合企画部統計課

の調査員証を携帯しています︒

務時間により雇用保険・社

規
※定による交通費支給︒勤

市民課窓口
８月の休日・夜間開庁日
証明発行・印鑑登録
マイナンバーカード交付
◇休日窓口開庁日
８月25日㈰８時30分〜17時
15分
◇夜間窓口開庁日
８月１日㈭・８日㈭・15日㈭・
22日㈭・29日㈭17時15分〜
20時
※マイナンバーカードの交付
は19時まで。
市民課戸籍班・市民班
☎０４７５
（７０）
０３４０

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６
カン

ペットボトル

永田・ながた野・小中
（平沢）
・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道山田
2日㈮
台大網白里線より北側地区）

16日㈮

9日㈮
毎週㈪
23日㈮

大網
（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち
県道山田台大網白里線より南側地区）
・金谷郷
（JR東金線より東側地区）
・仏
島・みやこ野・経田・駒込
（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハ 6日㈫
イツ）
・南飯塚・南横川・弥幾野・星谷
（星谷・大網・駒込・仏島・富田）
・県道山
田台大網白里線より南側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・富田
（南）
・わらび台

20日㈫

13日㈫
毎週㈫
27日㈫

南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）
・みずほ台（み
ずほ東自治会含む）
・小中
（小中・宮崎）
・四天木・四天木甲・四天木乙・南今 5日㈪
泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

19日㈪

15日㈭
毎週㈬
26日㈪

毎週
(火)(木)(土)

毎週
(月)(水)
(金)
毎週
(火)(木)
(土)

今月は収集を行いません

8日㈭
毎週㈭
29日㈭

蛍光灯 乾電池

今月は収集を行いません

22日㈭

毎週
(月)(水)
(金)

マーク付き︶
は祝日・振 替 休日は収

大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島
区内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・
福田のうち県道山田台大網白里線より北側地区）
・県道山田台大網白里線よ 1日㈭
り北側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）
・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが
丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田
（北）
・富田
（東）

祝日・振替休日も通常通り回収を行います

14日㈬
毎週㈮
28日㈬

可燃ごみ

ペットボトル
︵
集しません

21日㈬

会保険加入義務あり︒

7日㈬

☎０４３︵２９９︶１０７８

労働力調査への回答を

総務省統計局と千葉県では︑

☎０４３︵２２３︶２２２０

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西
側地区）
・餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西側地
区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

ビン・
金属類
ガラス

▼提出書類＝履歴書︵写真貼

導員のみ︶

付 ︶︑資 格 免 許 証の写し︵ 指

▼応募締切＝８月９日㈮

名

個人事業税の納付

個人事業税第１期分の納期

限は︑９月２日 ㈪です ︒納 税

毎月︑労働力調査を実施して

15分、
16時30分〜翌9時
（病棟2交替）
▶休日＝4週8日
▶給与＝月額213,500円〜
（勤務経験考慮）
※パート勤務は時給1,548円
〈外来・病棟看護補助員〉
▶勤務時間
・外 来＝㈯・㈰・祝日を
除く8時30分〜17時15分
（早番あり）
・病棟＝シフト制
▶給与＝日額7,750円
〈共通事項〉
社会保険、雇用保険、有
給休暇あり。履歴書持参
または郵送してください。
申・ 市立大網病院
☎０４７５
（７２）
１１２１

子育て支援課保育班

☎０４７５︵７０︶０３４７

区

通知書は８月上旬に送付しま

未来︵あした︶
への道
１０００㎞縦断リレー
２０１９が大網白里市に
やってきます！

７月 日から８月７日㈬まで

24

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ
地

す ので ︑最 寄 り の 金 融 機 関 ︑ います︒

この調 査は︑国の経 済政策

得ることを目的とした重要な

コンビニエンスストア な どで

なお︑個人事業税の納税は

納期限までに納めてください︒ や雇用対策などの基礎資料を

調査で︑総務省が毎月公表し

15

日間︑青 森から東京まで

嘱託職員︵介護支援専門員︶

▼募集人数＝１人

ー業 務︵介 護予防 支援・介 護

▼内容＝地域包括支援センタ

予 防ケアマネ ジメント︑高 齢

時

８月のごみ収集日

者の総合相談︶

分〜

17

▼勤務期間＝９月１日㈰〜令

和２年２月 日㈯︵更新あり︶

▼勤務時間＝８時

分︵ ㈯・㈰・祝 日・年 末 年

29

30

８月６日㈫に市内を走行し︑

集

始は休み︶

通自動車運転免許︵ＡＴ限定可︶

▼資格＝介護支援専門員︑普

▼提出書類＝履歴書︵写真貼

15

分頃に大網白里アリー

募

学童保育指導員・補助員

▼資格

・指導員＝保育士資格または

付︶︑職務経歴書︑資格証の写し

税務課滞納整理班

☎０４７５(７０)０３２３

地域包括支援センター

▶日時＝８月25日㈰
９時〜15時
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付およ
び納税相談
※納付は納付書を持参く
ださい（お釣りのないよ
うにお願いします）。

随
※時募集

◇休日窓口開設（市税）

申・

９月２日㈪は市県民税第２
期、国民健康保険税第２期の
納期限です。納税には便利な
口座振替をご利用ください。

☎０４７５︵７０︶０４３９

０４７５︵７０︶１０９３

あさひ保育園職員

平日・土曜日の日中や夕方

のパート職員を募集します︒

詳細は問い合わせください︒

▼資格＝保育士資格者

あさひ保育園

☎０４７５︵７２︶３９００

今月の納税

教員免許をお持ちの方

分〜

15

・補助員＝子育て経験のある

19

方︑学童保育に興味のある方

分︑ 時

15

▼勤務地＝市内学童保育室

時

▼勤務時間

分︵シフト制 ︒勤 務日

15

・平日＝ 時 分〜 時 分

分〜

時

13

・土曜日・長期休業など＝７時

数は週３日〜︶

▼待遇

・指導員＝時給１︐１００円

・補助員＝時給９９３円

30

時

日時・会場＝毎月第2㈫18時〜21時・東金市中央公民館
千葉司法書士会つくも支部／担当 杉田 ☎0475
（53）3200

14

10

◇午後も外来診療を行ってい
ます
▶診療日＝祝日を除く㈪〜㈮
▶診察開始時間＝14時〜
▶受付時間＝16時30分まで
▶診療科＝内科・外科・整形
外科
◇職員募集
〈薬剤師〉
▶資格＝薬剤師免許
（59歳を
上限）
▶勤務時間＝㈯・㈰・祝日を
除く8時30分〜17時15分
▶給与＝月給205,800円〜
（勤務経験考慮）
〈看護師（パート可）〉
▶資格＝看護師免許
（59歳を
上限）
▶勤務時間＝8時30分〜17時

●ナイター無料法律相談 予
（登記・多重債務・成年後見・相続・裁判などについて）

13

復 興への 想いを﹁ たす き ﹂

日時・会場＝8月7日㈬、21日㈬10時〜15時・東金商工会館
千葉県税理士会東金支部 ☎0475（50）6322（予約＝9時〜12時）

15

13

大網病院からのお知らせ

●税理士による無料相談 予

19 45

ナを通過します︒

腸内細菌検査＝毎週㈫9時〜11時
エイズ検査＝8月8日㈭・22日㈭13時〜14時 予
8月8日㈭17時〜18時 予
親と子の心の相談＝8月5日㈪14時〜15時、15時〜16時 予
精神保健福祉相談＝8月7日㈬・21日㈬14時30分〜16時30分 予
8月14日㈬・28日㈬14時〜16時 予
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475(54)2388
祝日・年末年始を除く㈪〜㈮9時〜17時
来所相談 祝日を除く毎週㈪9時〜17時 予
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475(54)3556
祝日を除く㈪〜㈮9時〜17時 予
・会場 山武健康福祉センター（山武保健所）☎0475（54）0６
１
１

口座振替を利用されると便利

●山武健康福祉センター（山武保健所）から

の

東日本大震災の被災地を縦断

心配ごと相談＝第4㈪13時〜16時（電話相談可）
法律相談＝第2〜4㈬13時〜16時 予
税務相談＝第2㈫13時〜16時 予
心の相談＝第2㈮9時〜15時 予
・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）1122（相談専用）

ている﹁ 完 全 失 業 率 ﹂は ︑こ
するリレーを開催しています︒

●社会福祉協議会から

です︒

☎０４７５︵５４︶０２２３

東金県税事務所

中小企業の販路開拓支援

千葉県産業振興センターで

は︑中小企業の販路開拓を支

でつな ぐランナー・サイクリ

人権・行政相談＝8月15日㈭13時〜16時・中央公民館
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時〜12時、13時〜16時
中央公民館（祝日を除く）
※消費生活相談電話＝☎0475(70)0344
交通事故巡回相談＝8月8日㈭10時〜12時、13時〜15時
中央公民館 予
地域づくり課市民協働推進班 ☎0475（70）0342

援 しています ︒製 品 開 発 ︑営

●地域づくり課市民協働推進班から

ストたちへの応 援をお願いし

予 ＝要予約

業経験を持つ販路相談員が販

相談コーナー

№628 10

2019.8.1

