・対象工事費 万円未満のもの

▼対象とならないもの

の ％︵最大 万円を限度︶

検討ください︒

家管理にお困りの方は利用を

方に紹介する事業です︒空き

し︑空き家の利用を希望する

情報を市ホームページで公開

込みを受けて︑登録した物件

てください︒

ットボトルにいれたまま出し

で︑キャップをよく締めてペ

に回収箱を設置していますの

▼回収方法＝別表の回収場所

８時 分〜 時

情 報 コーナ ー

お知らせ

・ 倉庫︑小屋︑物置︑カーポ

在する空き家の売却または賃
白里出張所︶にて行っています︒

17

▼回収時間＝年末年始を除く

▼ 回 収できる 油＝植 物 性 油

30

貸を希望する所有者から申し

空き家の物件登録者と利用

９月30日㈬は、固定資
産税第３期、国民健 康保
険 税第３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。
◇休日窓口開設（市税）
▶日時＝９月27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）。
税務課滞納整理班
☎０４７５(７０)０３２３

毎週㈮

18日㈮

11日㈮
25日㈮

毎週㈪

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
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

1日㈫

15日㈫

8日㈫
29日㈫

毎週㈫

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・南今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

7日㈪

23日㈬

14日㈪
28日㈪

毎週㈬

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

蛍光灯 乾電池
10日㈭

今月は収集を行いません

4日㈮

可燃ごみ

祝日・振替休日も通常通り回収を行います

9日㈬
30日㈬

ペットボトルは祝日・振替休日は収集しません

16日㈬

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

☎０４７５
（７０）
０３４０

節水に努めましょう︒

2日㈬

８時30分〜17時15分

市民課戸籍班・市民班

50

今月の納税

ペットボトル

◇休日窓口開庁日

必要です。

︵使用済みの油は︑一 度こし

急発進︑急ブレーキをせず︑

・自動車を運転するときは︑

﹁地球温暖化﹂とは人の活

アイドリングストップなどの

省エネで地球温暖化対策を

動に伴って発生する温室効果

カン

毎週㈭

受け取りは事前予約が

希望者の交渉や契約について

てからお持ちください︶

油は回収できません︒

エ
※ンジンオイルや事業系の

エコドライブを心掛けましょう︒

金属類

10日㈭
24日㈭

※マイナンバーカードの

ート︑外構︑家具︑家電等

取引業者に依頼することがで

きますので︑安心して取り引

詳細は問い合わせください︒ は︑市と協定を結ぶ宅地建物

都市整備課営繕室

☎０４７５︵７０︶０３６６

申・

ガスが大気中の温室効果ガス

地域づくり課環境対策班

ビン・
ガラス

17日㈭

９月27日㈰

30

20

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６

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 3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）

マイナンバーカード交付

昨年の台風等で住宅が
被災された方へ

令和元年台風 号︑台風

日の大雨に

の濃度を増加させることによ

☎０４７５︵７０︶０３８６

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

19

り地球全体として︑地表︑大

気および海水の温度が追加的

に上昇する現象のことです︒

温室効果ガスの削減に向け

て次のことに気を付けましょう︒

・エアコンの設定温度は︑夏

は ℃にし︑扇風機と一緒に

使用しましょう︵エアコンの

設定温度を上げて扇風機を併

不法投棄は重大な犯罪です
絶対に行わないでください

名

月

きを進めることが可能です︒

ページをご覧になるか︑ご相

当直室前

玄関

28

号︑および

より︑お住まいの住宅が﹁一

例年 月に開催している秋

談ください︒

手 続きの詳 細は︑市ホーム

の被害を受けた方に対し︑そ

季市民ゴルフ大会は︑新型コ

地域づくり課環境対策班

秋季市民ゴルフ大会開催中止

の修繕工事費用の一部を補助

ロナウイルスの感染拡大状況

玄関ロビー

用することで省エネになります︶︒

ラグを抜きましょう︒

区

25 15

㈯・㈰・祝日

９月のごみ収集日 ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ
地

部損 壊︵罹災証明による︶﹂

します︒現時点では特段の申

☎０４７５︵７０︶０３８６

10

10

白里出張所
玄関
※中部コミュニティセンターは、施設休館日
は利用できません。
・使わない電化製品は︑主電

・水道水の無駄遣いをせず︑

日

中部コミュニ
ティセンター※

源を切り︑コンセントからプ

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

市役所

平

を鑑み︑本年度の開催を見送

大網白里アリーナ

ることとしました︒

☎０４７５︵７２︶５７０８

廃食用油のリサイクルに
ご協力ください

家庭で使用された食用油の

中 部コミュニティセンター︑

●別表：回収場所
施
設

請期限はありませんが︑早め

の申請をお願いします︒

また︑応急修理についても

同様に︑早めの申請をお願い

します︒

▼対象となる建物＝自己が居

空き家バンクに登録して
みませんか

市では空き家の適正かつ有

住する住宅

▼対象となる工事＝屋根や外

効な活用の推 進を図るため︑

空き家バンクは︑市内に所
不法投棄された廃棄物は︑

投棄者に処理させることが原

則ですが︑投棄者が分からな

い場合は︑その土地の所有者

や管理者が︑自らの責任で処

理しなければなりません︒

不法投棄を防ぐには︑土地

の所有者が︑ごみを捨てられ

証明発行・印鑑登録

ない環境づくりをすることが

９月の休日開庁日

重要です︒

日ごろから定期的に見回り

や草刈り︑ごみ拾いをしたり︑

フェンスやロープ等を設置し

て︑第三者が容易に侵入でき

切です︒

ないように工夫することも大

地域づくり課環境対策班

☎０４７５︵７０︶０３８６

市民課窓口

30

空き家バンクを実施しています︒ 回収を市内３か所︵市役所︑

●地域づくり課市民協働推進班から
行政相談＝9月17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＝9月10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
●子育て支援課児童家庭班から
家庭児童相談室＝電話・来所相談 平日9時〜16時
母子父子の自立支援・婦人相談＝電話・来所相談
祝日を除く毎週㈪・㈬・㈮9時〜16時
子育て支援課児童家庭班 ☎0475
（70）
0331
●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第2・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）
●山武健康福祉センター（山武保健所）
から
腸内細菌検査＝毎週㈫9時〜11時（祝日・年末年始を除く）
エイズ検査＝新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当面の
間中止します。
親と子の心の相談＝9月2日㈬13時30分〜14時30分、
14時30分〜15時30分 予
精神保健福祉相談＝9月2日㈬14時30分〜16時30分 予
9月9日㈬・23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
・会場 山武健康福祉センター（山武保健所）
☎0475（54）0611
●税理士による無料相談 予
日時・会場＝9月2日㈬・16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
●ナイター無料法律相談 予
（登記・相続・成年後見・多重債務・裁判などについて）
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／杉田 ☎0475（53）3200
●暮らしのお悩み相談会 予
日時・会場＝9月17日㈭9時〜12時・中央公民館2階談話室
当日の電話でも調整します。
申・ 市生活相談センターリンクサポート／長谷川
☎0475（72）5439
（予約＝8時30分〜17時30分)
●司法書士による養育費無料電話相談会
日時＝9月12日㈯10時〜16時
相談電話＝☎0120
（567）
301
千葉司法書士会・千葉青年司法書士協議会／加藤
☎047（712）1778

壁等の修繕に 万円以上要す

予 ＝要予約

るもの

▼補助額＝対象となる工事費

相談コーナー
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8日㈫

9日㈬

17日㈭

16日㈬

