情 報 コーナ ー

ださい。

☎０４７５（７７）６８８０

貝や卵塊の駆除など地域全体

取水口へのネットの設置、

で防除対策に取り組み、被害

みはご連絡ください。

なお、納入通知書での支払

の軽減に努めましょう。

▼防除方法

行・コンビニ等の窓口で行 う

ことができます。利用できる

・貝や卵塊の駆除

いは、金融機関・ゆうちょ銀

金融機 関およびコンビニは、

め、素手では触らないでく

ださい。

）の設置

納入通知書をご確認ください。 ※寄生虫がいることがあるた

問シーデーシー情報システム㈱

（ 山 武郡 市 広 域 水 道 企 業団

・ 取水口へのネット（目合５

必ずタイヤやロータリーにつ

お客様センター内）

などの農業機械の故障や作業

いた土や泥を落としましょう。

・水田での水深４ 以下の浅

者のけがにもつながります。

道路上に泥などを落とした

～

水管理

農業環境の保全のためにもご

場合は、速やかに清掃をお願

いします。

・食害防止剤等の薬剤散布に

☎０４７５（５０）４１３２

ジャンボタニシの被害防止対策

ジャンボタニシ（和名スク

cm

問下水道課管理班

下 水 道 使 用 料 の 支 払いは

10
mm

№660 10

お知らせ

井戸水の汚水排除量認定を受

けて下水道を使用している方へ

問農業振興課農政班

みのポイ捨てはやめましょう。

井戸水を使用して宅内汚水

よる貝密度の低下

を下水道へ排水する場合は、

※薬剤散布の場合、必ず農薬

４月のごみ収集日

汚水排除量の認定を受けるた

巻き貝で水田等の柔らかい葉

ミリンゴガイ）は、南 米 産の

☎０４７５（７２）５７０８

口座振替で

問大網白里アリーナ

問農業振興課農政班

ます。

☎０４７５（７０）０３４５

拡大防止のため中止とし

また、汚水排除量の認定を

を好んで食べることから、苗

☎０４７５（７０）０３４５

型コロナウイルスの感染

下水道使用料の支払いは、

付いた泥や土を落としましょう

道路に出る前に、トラクター等に

チュアゴルフの部は、新

めの届け出が必要です。

受けていて次に該当するとき

登録番号 例( 農:林水産省登

録 第 〇 号 の)あるものを適

正に使用してください。

問農業振興課農政班

道路上に落ちた泥などは、

通行の妨げになり、大変危険

です 。また、ジャンボタニシ

移植後の水田に大きな被害を

もたらします。

☎０４７５（７０）０３４５

農地へのごみのポイ捨ては

ることもあります。環境美化

の稚貝や病害虫が付着してい

道路沿いの田や畑へのごみ

と安全のためトラクター等で

やめましょう

のポイ捨てが目立っています。

水田や畑から道路に出る前に、

る市民スポーツ大会アマ

田や畑にごみがあると農作業

に支障が生じるほか、空きカ

例年５月に開催してい

は、下水道課へご連絡ください。 便利な口座振替の利用をお勧

めします。口座振替の申し込

令和４年の「おおあみしら
さとの花火」は、新型コロナ
ウイルス感染症の収束の見通
しがつかないことから、中止
を決定しました。開催を楽し
みにしていた方には大変申し
訳ありませんが、ご理解のほ
どお願いします。
問なつまつり実行委員会事
務局（市商工観光課内）
☎０４７５(７０)０３５６

市民スポーツ大会
アマチュア
ゴルフの部
中止のお知らせ

①使用人数に変更があったと

き（家族の転入・転出・出生・

死亡等）

②井戸を廃止し、使用を中止

③井戸水を水道水へ切り替え

したとき

たとき

④新たに井戸水を使用するとき

下水道使用料は従前のまま

し出します。

※１回の申請で２台まで。

※申請状況により希望に沿え

ないこともありますのでご

了承ください。また、燃料

市民課窓口
４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
４月24日㈰
８時30分～17時15分
※マイナンバーカードの受け取
りは事前予約が必要です。
問市民課戸籍班・市民班
☎０４７５
（７０）
０３４０

ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ 問地域づくり課環境対策班 ☎０４７５
（７０）
０３８６
地

区

名

ビン・
ガラス

金属類

カン

ペットボトル

21日㈭

14日㈭
毎週㈭
28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
1日㈮
台大網白里線より北側地区）

15日㈮

8日㈮
毎週㈪
22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 5日㈫
び大あみハイツ）
・南飯塚・南横川・弥幾野・県道山田台大網白里線より南
側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷）
・富田
（南）
・わらび台

19日㈫

12日㈫
毎週㈫
26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 4日㈪
今泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

18日㈪

11日㈪
毎週㈬
25日㈪

資源ごみは、地域の集団回収に出しましょう

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯
毎週
㈪㈬㈮
毎週
㈫㈭㈯

今月は収集を行いません

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り 7日㈭
北側の
（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷）
・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）

13日㈬
毎週㈮
27日㈬

蛍光灯 乾電池

今月は収集を行いません

20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 6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

５月２日㈪は、固定資産
税第１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＝４月24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）。
問税務課滞納整理班
☎０４７５(７０)０３２３

草刈機を無料で貸し出します

市内の区・自治会、ＮＰＯ

法人等が行うボランティア清

掃に対し、無料で草刈機を貸
費、運搬費その他の費用は

借受人の負担となります。

詳細は問い合わせください。

問地域づくり課環境対策班

☎０４７５（７０）０３８６

今月の納税

令和４年
「おおあみしらさと
の花火」
中止のお知らせ

ンや 空きビンは、トラクター

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝4月21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）
電話相談＝☎0475（70）0344
問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
子育てに関する相談＝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
問こども家庭相談室 ☎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
問・会場 社会福祉協議会 ☎0475（70）1122（相談専用）
●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（4月26日㈫を除く）
エイズ検査＝4月14日㈭13時～13時30分、
17時～17時30分 予
4月28日㈭13時～13時30分 予
精神保健福祉相談＝4月6日㈬14時30分～16時30分 予
4月13日㈬14時～16時 予
ＤＶ相談＝電話相談 ☎0475（54）2388
年末年始を除く㈪～㈮9時～17時
来所相談 毎週㈪9時～17時 予
障害者差別相談＝電話相談 ☎0475（54）3556
㈪～㈮9時～17時
問・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＝4月6日㈬・20日㈬10時～15時・東金商工会館
問千葉県税理士会東金支部 ☎0475（50）6322

※変更の届け出が無い場合、

予 ＝要予約

になりますので、ご注意く

相談コーナー

2022.4.1

