
８月は一斉加入月間
交通災害共済

　交通災害共済は、県内 41 市町村
で共同運営する助け合いの制度です。
　年間７００円の掛け金で、交通事
故に遭ったときに最高１５０万円の
見舞金が支払われます。
　ぜひこの機会に家族そろって加入
しませんか？
対象になる交通事故…
　自動車やオートバイなどによる事
故で、自動車安全運転センターから
交通事故証明書が発行された事故
※原則として人身事故扱いのもの
共済期間・年会費…９月１日～翌年
８月 31 日までの１年間で７００円

（８月 31 日までに申し込んだ場合）
共済見舞金…
①死亡見舞金　１５０万円
②傷害見舞金　２万円～ 50 万円
　※通院日数に応じて　
③身体障害見舞金　50 万円
　※身体障害１級または２級
④交通遺児見舞金　１人につき10万円
申込み…○市民活動推進課窓口　
　　　　○日吉台出張所窓口
問市民活動推進課市民安全班　
　 （93）１１１４

保険・年金・税
国民年金保険料の納付は
便利な口座振替で

　国民年金保険料の納付を口座振替
にすると、毎月自動的に口座から引
き落としされます。金融機関などへ
行く手間が省け、納め忘れもなく納
付額が割引される場合があります。
振替方法…
①翌月末振替…当月分を翌月に振替

（平成 28 年度割引なし）
②当月末振替…当月分を月末に振替

（平成 28 年度月額 50 円割引）
③６か月前納…半年分をまとめて振替

（平成28年度６か月分１，１１０円割引）
④１年前納…年度分をまとめて振替

（平成 28 年度年額 4，０９０円割引）
⑤２年前納…２年度分をまとめて振替

（平成 28、29年度１５，６９０円割引）
申込み…�金融機関、年金事務所の

窓口
※６か月前納は８月 31 日（水）まで、
１年前納・２年前納は平成 29 年２
月 28 日（火）までに申込み
持ち物…
○年金手帳または納付書
○預金通帳または貯金通帳
○預金通帳または貯金通帳の届出印
問幕張年金事務所
　 ０４３（２１２）８６２１
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くらし
迷惑駐車はやめましょう！

　迷惑駐車は、消防車や救急車など
の緊急車両の進行を妨げ、現場への
到着を遅らせてしまいます。
　また、消火栓や防火水槽などの消
防水利周辺に迷惑駐車があると、迅
速な消火活動ができません。
　緊急出動は、市民の生命と財産を
守るために、１分１秒を争います。
一人ひとりがルールと駐車マナーを
守りましょう。
問消防署　 （92）１３１１

８月は食中毒予防強調月間

家庭でできる食中毒予防のポイント
■購入する時・購入した時
○消費期限などを確認して購入する
○ 肉や魚などは、汁が他の食品に付かな

いように分けてビニール袋に入れる
■保存する時
○ 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち

帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に
保管する
■調理する時
○調理前に石けんで丁寧に手を洗う
○ 包丁やまな板は肉用、魚用、野菜

用に使い分けるか、洗って熱湯を
かけてから使う

○冷凍食品は使う分だけ解凍する
■食事の時
○食べる前に石けんで手を洗う
○ 作った料理は、長時間、室温に放

置しない
問印旛健康福祉センター
　 ０４３（４８３）１１３７

道路上に張り出している
樹木の伐採について

　樹木や枝が道路に張り出し、通行
の妨げとなっている箇所が見受けら
れます。次のような状態が見受けら
れる土地（樹木）の所有者は、樹木
の伐採、または枝払いなど、適正な
管理をお願いします。
○歩行者や車両の通行の妨げになっている
○見通しが悪くなっている
○道路標識や防犯灯を覆っている
　これらが原因で通行中の車両が損
傷する事故などが発生した場合には、
所有者が賠償責任を問われる場合が
あります。
問い合わせ先
●国道・県道に関すること
　成田土木事務所管理課
　 （26）４８３２
●市道に関すること
　建設課管理班　 （93）５７４７

固定資産の所有者が
亡くなったときの手続き

　固定資産（土地・家屋・償却資産）
の所有者（納税義務者）が亡くなっ
たときは、相続人による次のいずれ
かの書類の提出が必要になります。
■ 相続人代表者指定届（土地と家屋

の登記物件・償却資産）
　固定資産所有者の財産は、相続人
全員の共有財産となり、固定資産税
の納税義務は承継されます。
　正式な相続登記が完了するまでの
間、相続人全員の代表として固定資
産税納税通知書の受け取りや納税に
関することなどを行う人を届け出る
必要があります。
※この届出は、あくまで固定資産税
などに関する手続きなどを代表して
行うもので、相続登記や相続税には
一切関係ありません。
■未登記家屋所有者変更届
　亡くなった人が法務局で登記して
いない家屋（未登記家屋）を所有し
ていた場合は、新たに所有される人
が未登記家屋所有者変更届を提出し
てください。
　詳しくは問い合わせください。
問・提出先　課税課資産税班
　 （93）０４４４

福  祉
デイケアクラブ

　社会参加を目的とした集団活動を
行っています。
日時…８月 19 日（金）
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…福祉センター２階娯楽室
対象…市内在住の 18 歳以上で、精
神科などに定期的に通院している人
内容…陶芸体験　
持ち物…エプロン　費用…５００円
問・申込先　社会福祉課障害福祉班
　 （93）４１９２

募  集
浩養すいかキッズクラブ

　指導員を募集します。申込方法な
ど、詳しくは問い合わせてください。
対象…年齢不問　賃金…時給８２０円
勤務日…
○月～土曜日　１、２日程度
　午後２時 45 分～６時 30 分
○春・夏・冬休み期間　週 3 日程度
　午前７時 45 分～午後６時 30 分の
　間で５時間程度
その他…保育士、社会福祉士、教諭
などの資格を有する人は優遇します。
問浩養学童クラブ（浩養小学校隣接）
　 （94）０５２０
　（月～金曜日　午後 3 時～ 6 時）
※浩養小学校では問い合わせに対応
できません。

  

公民館
８月の中央公民館の休館日

 １日（月）、８日（月）、11 日（木・祝）、
15 日（月）、22 日（月）、29 日（月）

公民館の使用申請

■８月２日（火）から受付
　公民館棟の 11 月分、講堂棟の平
成 29 年２月分の使用申請の受付が
始まります。
　午前８時 30 分までに複数の人が
申請に来たときは、申請の受け付け
順を決める抽選を行います。
問中央公民館　 （92）１２１１

相  談
養育費などの無料移動相談

日時…８月 27 日（土）
　　　午後１時 30 分～３時 30 分
場所…ミレニアムセンタ―佐倉
　　　＜佐倉市宮前＞
申込み…電話予約
その他…託児サービスあり
問・申込先
　（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会
　 　０４３（２２２）５８１８
　FAX 　０４３（２２５）０６０８

教室･講座
普通救命講習会

　
　講習会ではＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の取扱いも学べます。
日時…８月 21 日（日）
　　　午前９時～正午
※毎月第３日曜日に講習会を開催し
ています。
場所…消防本部３階講堂
対象…中学生以上
費用…無料　定員…先着 20 人
申込み…８月14日（日）まで
問・申込先
　消防署　 （92）１３１１

“千葉いのちの電話” 講演会

日時…８月 26 日（金）午後１時
場所…印旛合同庁舎２階第2～４会議室
　　　＜佐倉市鏑木仲田町＞
テーマ…
○第 1 部　これってＤＶ？
○第２部　いのちの電話にかかわって
定員…50 人　申込み…電話予約
問・申込先
　（福）千葉いのちの電話事務局
　 　０４３（２２２）４４１６
　FAX 　０４３（２２７）６９１１


