叙勲・褒章などを受けた人は
11月６日（金）までに連絡を
市では毎年、叙勲・褒章などの表彰

を受けた人を招き
「受賞者を称える会」
を開催しています。

対象／令和元年11月４日から令和２

年11月３日までに、千葉県知事表彰
以上（国にあっては大臣表彰以上）
を受
けた個人または団体

総務課庶務行政班
（☎62-5310）

あなたの得意なことを仕事に
旭市シルバー人材センター会員
会員を随時募集しています。草刈り

や家事など、あなたにできることで働
いてみませんか。

対象／市内在住で、健康で働く意欲の
ある60歳以上の人

旭市シルバー人材センター
（☎60-

1150）

２日間のセミナーで創業を目指す
「基礎から学べる無料創業セミナー」
期日・内容／●11月14日（土）
：起業
の基礎知識と販路開拓

●11月21日

（土）
：財務、人事労務、事業計画
〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後４時

場所／旭市商工会３階研修室

忘れていませんか
軽自動車の廃車などの手続き
軽自動車税（種別割）は、毎年４月１

日現在の所有者に課税されます。人に
譲ったり廃車にしたりして、所有状況
が変わった場合は、手続きをしてくだ
さい。

取扱窓口

講師／経営コンサルタントなど

原動機付自転車
（125CC以下）
・小型特

業して５年未満の人

1）

対象／創業の予定や興味がある人、創
定員／15人

旭市商工会
（☎62-1348）
、市商工

観光課商工労政班（☎62-5874）

市内全域で
農地パトロールを実施
農地の利用状況や遊休農地の実態把

握などを目的に、農地法によるパト

ロールを実施します。農業委員や農地

殊自動車／市税務課課税班
（☎62-532

二輪車（125CC超）／関東運輸局千葉
運輸支局（☎050-5540-2022）

軽自動車（三輪以上）
／軽自動車検査協
会（☎050-3816-3114）

税務課課税班（☎62-5321）

市税の休日納税窓口
仕事などで平日に納付が困難な人は、

利用最適化推進委員が、見回るので協

活用してください。

期間／10月下旬〜11月末

〜正午

力してください。

農業委員会事務局農地庶務班（☎74

-7187）

日時／10月25日（日） 午前８時30分
場所／税務課

税務課収税班（☎62-5322）

消費生活センター

ほっと通 信
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自然災害に関連したトラブルに注意しましょう

地震や台風、大雨などの災害時には、これらに関連し

たトラブルが多数発生しています。実際にあった相談事
例を紹介します。
【相談事例１】

大雨により雨漏りがするようになったので、インター

ネットで探した業者に屋根の修理を依頼した。工事は行
われたが、その後すぐに来た台風で雨漏りがさらにひど
くなったので、屋根に上がってみると、工事してもらっ
た箇所とは別の部分がひび割れていた。今回の雨漏りの
原因はこの部分で、工事の際に損傷が進んだからだと思
う。雨漏りが全く直っていないのに、工事代金は支払わ
なければいけないのか。

【相談事例２】

アドバイス

◦訪問勧誘や電話勧誘で契約した場合、契約書を受け

取った日から８日間はクーリング・オフができます。

自然災害で屋根が破損していたところ、見知らぬ業者

◦住宅の修理などの工事をする場合は、業者の説明をよ

れば、自然災害による破損箇所は保険金で修理代金を賄

また、複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相

が自宅を訪問してきた。
「火災保険に加入しているのであ
える。請求手続きを代行するので、ぜひ修理工事を当社

で行わないか」と勧誘されたので、屋根の修理工事を契
約した。しかし、工事代金の見積もりより少ない額の保
険金しか下りなかったので、解約をしたいと業者に伝え

たところ、下りた保険金額内で工事をすると言われた。
高額で契約させた業者が信用できないので、
解約したい。

く聞き、工事の内容や補償範囲をよく確認しましょう。
談したりして、慎重に判断しましょう。

◦業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者ト
ラブルに遭ったりした場合は、消費生活センターに相
談してください。

旭市消費生活センター
（☎63-7272）
・相談直通電話

（☎62-8019）

広報あさひ

2020.10.15 6

I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉募集

Recruitment

平和と国民の生活を守る
自衛官
高等工科学校生徒
（推薦）

対象／中学校を卒業
（見込みを含む）
し

た17歳未満の成績優秀者で、生徒会
活動などで顕著な実績を修め、学校長
が推薦する人

申込期間／11月１日
（日）
〜30日
（月）
試験日／令和３年１月10日
（日）
、11
日（月・祝）
の指定する１日
高等工科学校生徒
（一般）

対象／中学校を卒業
（見込みを含む）
し
た17歳未満の人

申込期間／11月１日
（日）
〜令和３年１
月６日
（水）

日時／11月１日（日） 午後２時〜４

仕事の悩みを相談してみませんか。

演題／古典作品としての「日本書記」は

後４時

場所／県立東部図書館３階研修室

「ヤマトタケル」像をどう描いたか

講師／相模女子大学学芸学部日本語日
本文学科教授：山田純さん
定員／20人

申し込み方法／県立東部図書館の窓口
か電話、ファクス、メールで申し込ん
でください。

※手話通訳を希望する場合や車椅子で
参加する場合は、10月18日（日）ま
でに連絡してください。

県立東部図書館読書推進課
（☎62-

7070・FAX62-7466・ elib-kouza

〉お知らせ

自衛隊成田地域事務所
（☎0476-

〉催し物

Events

県立東庄県民の森
11月のイベント
手打ち体験 そば打ち

日時／11月８日（日） 午前９時30分
〜11時30分
定員／８人

Information

カードローンや過払い金などの借金

について、専門の相談員が解決に結び
付くアドバイスや情報提供をします。

午前８時30分〜

む無職の人、またはその保護者

ちば北総地域若者サポートステー

ション
（☎0476-24-7880） ※土・日
曜日、祝日を除く。

見舞金の請求を忘れていませんか
交通災害共済
千葉県市町村交通災害共済の加入者

が、交通事故でけがなどをした場合、
見舞金を請求できる期間は、けがが

治った日、または事故により死亡した
と請求ができなくなります。

署が発行する交通事故証明書が必要で
す。交通事故に遭ったら、必ず警察に
事故の届け出をしましょう。

請求に必要なもの／交通事故証明書

（原本）、指定の診断書、印鑑など
交通災害共済に加入しませんか

交通災害共済の加入募集は毎年８月

に行っていますが、申し込みは市民生

相談窓口／多重債務相談
（☎043-251-

す。共済期間は、受付日の翌日から翌

を除く。
7830）

関東財務局千葉財務事務所理財課
（☎

費用／2,000円
（そば４人前程度）

子どもの学習を支援
「つながり、ひらく無料塾」

日時／11月14日
（土） 午前９時30分

対象／15歳以上50歳未満の自立に悩

※祝日

正午、午後１時〜４時30分

043-251-7830）

スポーツ教室 テニス

※要事前予約

場所／第二市民会館

見舞金の請求には、原則として警察

返し切れない借金で悩んでいませんか？
千葉財務事務所の無料相談窓口

日時／月〜金曜日

日時／10月23日（金） 午前10時〜午

日から２年間です。この期間を過ぎる

持ち物／エプロン、三角巾、持ち帰り
用の容器

本人や家族だけでは解決が難しい、

時

にある願書に必要事項を記入し、申し

22-6275）

問…問い合わせ

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料相談会

@mz.pref.chiba.lg.jp）

込んでください。

塾に通っていない子どもや、不得意

活課と各支所で随時受け付けていま
年の８月31日までです。

市民生活課市民生活支援班
（☎62-

5396）

個別的労使紛争の解決に
労働委員会があっせんします
千葉県労働委員会は、労働者と使用

〜午後３時

な科目を伸ばしたい子どもを対象に、

者の間で生じた解雇やパワーハラスメ

持ち物／ラケット、タオル、飲み物

す。塾の開催日程や講座の内容は、問

いった労働関係のトラブルについて、

定員／20人程度

費用／高校生以上1,500円、中学生以

下1,000円（弁当・お茶代、保険料含
む）

〈共通事項〉

場所／県立東庄県民の森

県立東庄県民の森
（☎0478-87-03

93）
7

県立東部図書館
「文学講座」

試験日／令和３年１月23日
（土）

申し込み方法／自衛隊成田地域事務所

…申し込み
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学習を支援する無料塾を開催していま
い合わせてください。
場所／海上公民館

講座内容／中学校３年生の高校入試対
策、高校３年生以上の大学入学共通試
験対策、中学校３年生・高校３年生以
外の学習

高田
（☎090-1809-0795）

ント、労働条件の不利益変更などと

無料であっせんを行っています。労働
委員会の委員が間に入って、双方の歩

み寄りによる円満な解決を目指しま
す。申請は労働者、使用者どちらから
でもできます。

千葉県労働委員会事務局
（☎043-

223-3735）

