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市土砂災害防災訓練を
実施します
防災課　 （93）1114

全国各地で土砂災害が発生し、甚大な

被害が発生しています。市では、新橋

区、中沢区の一部が土砂災害警戒区域

に指定されています。

過去の大規模災害で、最も重要な教訓

の一つは「自らの命は自らで守る」です。

この教訓のもと、防災訓練に積極的に

参加しましょう。

日６月 15 日（土）

　９：00 ～ 11：30

場新橋公民館

国民年金
こんな時は届け出を
国保年金課　 (93)4085

次のようなときには、市役所へ届出が

必要です。

20歳になったとき

農業、自営業、学生の人、勤めていて

も厚生年金保険に加入していない人が、

20 歳になったとき（厚生年金に加入

している人に扶養されている配偶者は、

勤務先で届出が必要です。）

会社を退職したとき

60 歳になる前に、会社などを退職し

たとき

配偶者の扶養でなくなったとき

収入が増えるなどで、被扶養配偶者で

なくなったとき（厚生年金に加入した

場合は、届出が不要です。）

会社勤めの配偶者が退職したとき、ま

たは65歳になったとき

配偶者が退職し、会社員や公務員など

の被扶養配偶者でなくなったとき

海外に転出するとき

海外から転入してきたとき

国民年金を受給している皆さんへ
幕張年金事務所

043（212）8621

次の要件に該当する人は、手続きが必

要です。

誕生月に日本年金機構から書類が届い

たとき

加給年金や障害年金の受給者、住民基

本台帳ネットワークでの現況確認がで

きない人などには、日本年金機構から

各届出書が送付されますので必ず提出

してください。

年金の受取金融機関を変更したいとき

⇒年金受給権者住所・受取機関変更届

問消費生活センター　 (93)5348
ジェネリック医薬品差額通知
国保年金課　 (93)4083

該当月に処方された新薬（先発医薬品）

をジェネリック医薬品（後発医薬品）

に変更した場合、薬代の自己負担額が

一定額以上軽減されると見込まれる人

に、年 4 回通知書を郵送します。

なお、国民健康保険加入者全員に届く

ものではありません。

通知を希望しない人は連絡してくださ

い。

平成31年度事業募集
市民活動支援補助金制度
市民活動推進課　 （93）1117

対市内を活動の拠点とし、自ら課題を

　見つけ、自主的に取り組む公益的な

　活動

期対象事業期間　

　交付決定の日～

　令和２年 3 月 31 日（火）まで

　募集期間

　６月３日（月）～７月５日（金）

選市協働のまちづくり推進委員会によ

　るプレゼンテーション審査（７月下

　旬頃に実施予定。詳細は後日通知します。）

他

○補助率や補助限度額は、団体の設立

　年数や対象事業により異なります。

○募集要項を市民活動推進課、とみさ

　と市民活動サポートセンター、日吉

　台出張所で配布のほか市公式ホーム

　ページに掲載しています。

○申請に関する相談は、とみさと市民

　活動サポートセンターでも受け付け

　ています。

自死遺族支援

申込 （福）千葉いのちの電話事務局

043(222)4416

 県印旛合同庁舎 2 階

＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞

わかちあいの会　ひだまり

日 6 月 21 日、8 月 16 日、10 月 18 日、

　12 月 20 日、令和 2 年 2 月 21 日（金）

　13：30 ～

対面相談

日７月 19 日、９月 20 日、11 月 15 日、

　令和 2 年１月 17 日、3 月 13 日（金）

　13：00 ～ 16：00

内 1 面接 50 分　継続相談あり

対原則、千葉県在住の人

他精神科治療を受けている人は、治療

　者の了解を得てください。

社会を明るくする運動

社会福祉課　 (93)4192

７月は、犯罪や非行のない明るい社会

を築くことを目的とした、社会を明る

くする運動の強調月間です。

日７月２日（火）14：00 ～

場市立図書館２階ＡＶホール

内「三度目の殺人」（124 分）

定先着 50 人

夏季「ひよし犯罪ゼロ集会」

日吉台地区防犯連合会　中迫

090（1614）3507

地域で目指す犯罪ゼロのまちづくり！

日６月 30 日（日）

　14：00 ～ 16：00

場北部コミュニティセンター

　2 階大ホール

内

○電話 d ｅ詐欺被害 6 か月間ゼロキャ

　ンペーン報告

○日吉台小学校児童による防犯標語発表

○防犯講演

新築・増築家屋の調査
課税課　 (93)0444

市では、固定資産税を公平かつ適正に

課税するため、調査員（市職員）が訪

問して家屋調査を実施しています。

家屋調査とは

固定資産税の評価額を算定するため、

新築・増築家屋などを対象に現地調査

を行うものです。調査結果を、国が定

める固定資産評価基準により評価して

課税台帳に登録します。また、必要に

応じて課税台帳登録済家屋の現況調査

も行っています。

調査方法

建物外部（屋根・外壁など）と内部（床・

柱・建具など）の使用部材などの調査

や、家屋の形状・間取り計測、完成図

面などを確認します。

楽しく集めよう！
ご当地キャラ！スタンプラリー印旛

印旛地域振興事務所地域振興課

043(483)1111

日６月 15 日（土）～９月１日（日）　

内県立房総のむら、県立北総花の丘公

　園、佐倉ふるさと広場、ＪＡ富里市

　産直センター、ラディソン成田など、

　印旛地域の観光施設など 20 箇所に

　ご当地キャラクターがデザインされ

　たスタンプを設置します。スタンプ

　を集めて応募すると、印旛地域の素

　敵な特産品などを抽選によりプレゼントします。

　●主な賞品

　　ホテル ラディソン成田ギフトカード、

　　うなぎの蒲焼など

相　談

就労・進路相談
就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

　　ステーション　 (37)6844

厚生労働省委託事業

日６月 13 日（木）13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 ～ 39 歳で就労に悩みを抱えて

　いる人またはその家族

不妊相談
申込 印旛健康福祉センター地域保健課

　 043（483）1135

日 6 月 13 日（木）午後

　偶数月の第 2 木曜日に実施

場印旛健康福祉センター

　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞

申 6 月 10 日（月）まで

　
教室・講座・試験

普通救命講習会
申込 消防署　 (92)1311

日６月 16 日（日）9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防署北分署２階会議室

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人　申６月９日（日）まで

印旛沼環境基金
第１回公開講座
申込 佐倉市生活環境課

043（484）4278　

E se ikatsukankyo@city .sakura . lg . jp

明治～昭和期における洪水と対策・開発

日７月６日（土）14：00 ～ 16：30

場ミレニアムセンター佐倉ホール

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

定 100 人

申６月３日（月）から電話またはメール

主佐倉市、（公財）印旛沼環境基金

平成31年度千葉県調理師試験

印旛健康福祉センター地域保健課

043（483）1134

日 10 月 12 日（土）

場 TKP ガーデンシティ千葉

　＜千葉市中央区問屋町 1-45 ＞

　願書配布場所

　 ●印旛健康福祉センター

　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞

　 ●印旛健康福祉センター成田支所

　　＜成田市加良部 3-3-1 ＞

　願書受付日時・場所

　６月 25 日（火）～ 27 日（木）

　10：00 ～ 16：00

　印旛健康福祉センター

　※成田支所では受付できません。

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

県社会福祉協議会　 043(204)1610

〒 260 ー 8508

千葉市中央区千葉港４－３

日 10 月 13 日（日）10：00 ～

対医療・保健・福祉分野の有資格者な

　どで一定期間以上の実務経験のある人

申６月 30 日（日）までに申込書（※）

　を簡易書留で郵送

　（30 日の消印有効）

※市高齢者福祉課または市社会福祉

協議会で配布しています。

スポーツ

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日 7 月２日（火）19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

対市内在住または在勤

　（未成年の人は保護者同伴）

内ニュースポーツ（バドポンなど）

持動きやすい服装、室内靴、タオル

　※飲み物は用意します。

秋季野球大会
申込 市野球協会　香取

090（3060）4890

出場には登録が必要です。

日 8月18日（日）以降の日曜日

場中央公園野球場

申 6 月 24 日（月）まで

他組み合わせ抽選は、7 月７日（日）

　に中央公民館4階大会議室で行います。

～特別映画会の開催～


