球全体で地表や大気︑海水の

℃

温度が上昇していく現象です︒

にし︑扇 風 機 と一緒に使 用 し

温室効果ガスの削減に向けて

せきなどの症状がある方は︑

ましょう︒
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次のことに気を付けましょう︒

傍聴をお断りさせていただ

・使わない電化製品は主電源

・エアコンは設 定温度を

きます︒

グを抜きましょう︒

を 切 り ︑コンセントから プラ

・ 水道水は無駄遣いをせず︑

詳 細は︑市ホームページを

ご覧いただくか︑問い合わせ

ください︒

市では︑空き家の適 正かつ

情 報 コーナ ー

お知らせ

議会が傍聴できます

市議会第３回定例会は︑９

節水に努めましょう︒

有効な活用の推進を図るため︑

空き家バンクに登録し
てみませんか

議会事務局

・ 自動車を運転するときは︑

市民課窓口
９月の休日開庁日

証明発行・印鑑登録

マイナンバーカード交付

け取りは事前予約が必
要です。

市民課戸籍班・市民班

☎０４７５
（７０）
０３４０

産まれすぐに増えてしまいま

が集まるようになると子猫が

す︒自分の飼い猫でない場合︑

餌をあげないでください︒

飼い犬などのペットのふん

※マイナンバーカードの受

☎０４７５︵７０︶０３８６

詳細は︑市ホームページをご覧

は飼い主が必ず持ち帰りまし

８時30分〜17時15分

地域づくり課環境対策班

になるか問い合わせください︒

ょう ︒ふんは小袋に入れてか

９月26日㈰

ペットのふんは飼い主
が持ち帰りましょう

地域づくり課環境対策班

らごみ袋の中ほどに入れ︑燃

えるごみとして処理してくだ

☎０４７５︵７０︶０３８６

金属類

月３日㈮開会予定です︒

急 発 進 ︑急 ブレーキをせず ︑

ビン・
ガラス

さい︒

地域づくり課環境対策班

発 令やＰＭ２・５高 濃 度 時の

☎０４７５︵７０︶０３８６

注意喚 起があった場 合は︑防

名

☎０４７５︵７０︶０３９０
空き家バンクを実施しています︒

ら売却または賃貸の希望のあ

◇飼い猫は屋内で飼いましょう

災行政無線でお知らせします

区

傍聴を希望する方は︑本会

アイドリングストップなどのエ

市内の空き家で︑所有者か

った物 件 情 報を市ホームペー

猫を放し飼いにすると︑野

ので︑① 外 出を控 える︑② 窓

光 化 学スモッグ 注 意 報
等 の 発 令 とＰＭ２．
５高
濃度時の注意喚起

良猫と交配し︑新たな野良猫

光化学スモッグ注意報等の

を増やす要因となります︒屋

を閉めて外 気を入れない︑③

猫の飼い方・野良猫への接し方

内で飼 うことで︑交通事 故や

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ
地

議が開 催される当日に︑傍聴

券に住所・氏 名を記入いただ

コドライブを心掛けましょう︒

☎０４７５︵７０︶０３８６

地域づくり課環境対策班

ジで公開し︑利用を希 望する

方に紹 介しています︒空き家

管理にお困りの方はご利用く

ださい︒

空き家の物件登録者と利用

希望者の交渉や契約は︑市と

協定を結ぶ宅地建物取引業者

に依頼することができますの

きます︵先着順︶︒

分
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また︑委員会の傍聴を希望

分前までに傍聴の手

する場合は︑開会時刻の

前から

続きをしてください︒

なお︑新 型コロナ ウイルス

感染拡大防止対策として︑入

場者数の制限や︑受付時に検

温 をさせていただくほか︑マ

﹁ 地 球 温 暖 化 ﹂とは︑人の

で︑安心して取り 引きを進め

屋外での激しい運動は避ける

９月のごみ収集日

10

省エネで地球温暖化対策を

していただきますので︑ご理

活動に伴って大気中の温室効

感染症から守り︑繁殖を防ぐ

県庁環境生活部テレホンサ

などを心掛けてください︒

ービス

ほか︑近隣の住民に迷惑を掛

万が一失踪したときに備えて︑

けることもありません︒また︑

☎０４３︵２２３︶０５５１

食品の加工・販売等を行う際

の届出が義務化されました

食品衛生法の改正に伴い︑

首輪等に飼い主の名前等を表

示したり︑繁 殖を避けるため

不妊・去勢手術をするようお

願いします︒

◇野良猫に餌を与えないで

食品の加工・販売業も保健所

への届出が必要となりました︒

従来営業許可が不要であった

まり子猫が生まれ︑野良猫増

該当する方は食品衛生申請

野良猫に餌を与えるだけの

加の原因になります︒猫の繁

等システムによる保 健 所への

地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６
カン

ペットボトル

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 2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）

16日㈭

9日㈭
毎週㈭
30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
3日㈮
台大網白里線より北側地区）

17日㈮

10日㈮
毎週㈪
24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 7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

21日㈫

14日㈫
毎週㈫
28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 6日㈪
今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

13日㈪

13日㈪
毎週㈬
27日㈪

8日㈬
毎週㈮
22日㈬

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

蛍光灯 乾電池
9日㈭

今月は収集を行いません

15日㈬

可燃ごみ

祝日・振替休日も通常通り回収を行います

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 1日㈬
区）
・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

ペットボトルは祝日・振替休日は収集しません

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26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（お釣りの無いよ
うにお願いします）。
税務課滞納整理班
☎ 0 4 7 5（ 7 0 ）0 3 2 3

管理は︑飼い主不明の猫が集

殖力はとても強く︑複数の猫
届出をお願いします︵紙届出

も可︶︒自 身が営む業 態が届

出の対象となるか不明な場合

は問い合わせください︒

☎０４７５︵５４︶０６１１

山武保健所

今月の納税

ることができます ︒手 続きの

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝9月16日㈭13時〜16時・中央公民館相談室
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時〜12時、13時〜16時
中央公民館相談室（祝日、年末年始を除く）
消費生活相談電話＝☎0475(70)0344
交通事故巡回相談＝9月9日㈭10時〜12時、13時〜15時・
中央公民館相談室 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
平日9時〜16時
子育て支援課児童家庭班 ☎0475
（70）
0328
●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
1122（相談専用）
・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）
●山武保健所（山武健康福祉センター）
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。
再開は、
ホームページでお知らせします。
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1日㈬14時30分〜16時30分 予
9月8日㈬・22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 山武保健所（山武健康福祉センター）
☎0475（54）0611
●税理士による無料相談 予
日時・会場＝9月1日㈬・15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

解とご協力をお願いします︒

予 ＝要予約

果ガスの濃 度が高くなり︑地

相談コーナー

発
※熱のある方や︑体調不良︑

2021.9.1

スクの着用や︑手 指の消 毒を
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7日㈫

8日㈬

16日㈭

15日㈬

