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⑬富里中学校表門
　9：10～11：35

⑫立沢台団地入口
　Ｔ字路
　10：14～11：32

⑪第5給水所
　10：11～11：23

⑩工業団地入口
　10：08～11：14

⑨金堀入口Ｔ字路
　10：06～11：10

⑧浩養小十字路
　10：02～10：55

選手通過予定時刻

10kmコース ３kmコース 給水所 シャワー サルビア

全国各地から約１０，０００人のランナーが富里に集う初夏のビッグイベント、

富里スイカロードレース大会が、富里中学校をメイン会場に開催されます。

当日、午前中の 8：45 ～ 11：45 は交通規制が行われ、大変ご迷惑をお掛けし

ますが、警察官や大会役員の指示に従うなど、ご協力をお願いします。

交通規制にご協力をお願いします

第36回富里スイカロードレース大会
問富里スイカロードレース大会実行委員会事務局　

　（生涯学習課スポーツ振興室内）　

　 （93）１１４５　

6月23日 日

距　離 対　象 スタート時間

３㎞

中学生男女 午前 ９ 時 00 分

小学生男女

（4 年生～）
午前 ９ 時 15 分

10 ㎞

一般男女

（16 歳～ 39 歳） 第 1 スタート

午前 ９ 時 45 分

第 2 スタート

午前 10 時 05 分

40 歳代男女

50 歳代男女

60 歳以上男女

※今大会より５㎞の種目がなくなりました。

すいかまつり
6 月 16 日（日）9：00～ 14：30

場所　中央公民館ロビー・駐車場

旬を迎えた「富里スイカ」の魅力が楽しめるイベントです。

「富里スイカ」の試食や、新鮮な野菜の即売も行います。

皆さまの来場をお待ちしております。

問産業まつり実行委員会事務局（農政課内）

　  （93）4943

救護所

救護所

給
ス
イ
カ
所第

二
工
業
団
地

市役所

立沢台
　団地

浩養小学校

工
業
団
地

（富里中学校）
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４月 19 日、保健センター（すこやかセンター）前駐車場にて、創立 50 周

年記念事業として、株式会社ナリコーから市へ青色回転灯装着車両の寄贈

式が行われました。

寄贈された青パトは、市防

犯指導員連合会や自主防犯

パトロール隊により、地域

の防犯活動に広く活用して

いきます。

また、コミュニティ活動で

使用する、食器も寄贈され

ました。

寄
　
贈

地域の防犯活動ために

青色回転灯装着車両（青パト）が寄贈されました

農
　
業

地域活動のために

富里市鳥獣被害対策実施隊発足

市では、年々増加する有害

鳥獣（イノシシ、アライグ

マ、ハクビシン、カラスなど）

による農作物被害を防止す

るため、富里市鳥獣被害対

策実施隊を設置し、４月 11

日に各隊員に委嘱状を交付

し、発足式を行いました。

観
　
光

岩崎家ゆかりの地広域文化観光協議会実施事業

富里市モニターツアーを実施

富里市、高知県安芸市、岩手県雫石町、東京都台東区で連携し、平成 30 年度

に設立した「岩崎家ゆかりの地広域文化観光協議会」では、平成 30 年度事業

の一つとして、3 月 5 日に富里市モニターツアーを実施しました。

当日は、都内を中心とした 13 人の参加者が、旧岩崎家末廣別邸、富里の食材

を提供するレストラン（クッチーナ・トキオネーゼ・コジマ）、富里牧羊場跡、

香取神社、ＪＡ富里市産直センターなどを巡りました。このツアーで初めて

富里市を訪れる人が多く、未公開の文化財や地場産の新鮮な野菜への関心が

高く、今後の旅行商品開発につながるツアーとなりました。

実施隊のメンバーは、猟友会、わな

猟免許を所持する地元農業者で構成

され、捕獲・防除・生息環境管理など、

総合的に鳥獣害対策に取り組んでい

きます。

また、発足式に先立ち、富里市農業

協同組合から小型箱わな 50 基、電気

柵一式（550 ｍ）、実施隊の活動拠点

となるユニットハウス１棟が寄贈さ

れました。
▲ＪＡ富里市の根本組合長から目録が贈
　呈されました。

活動経歴・内容　平成 29、30 年の産業まつり内のイベント「動物ふれあい広場」

に動物や設備、スタッフを全て無償にて提供し、動物園と同等のショーが可

能になり、市を PR するイベント

を支援しました。

平成 30 年 5 月に行われた「ふれ

あいまつり」では、全面的な運営

に協力し、専門性を生かしての参

画や会場設営、大掛かりな催し物

の提供により、市へ人を呼び込む

ことに貢献しました。

活動を始めたきっかけ　商工会などの知り合いから、動物専門学校で飼育し

ている動物で何かできないかと話があり、富里を盛り上げ、明るくしたいと

思い、市のイベントに動物やスタッフを提供するようになりました。

今後の抱負など　子どもたちの動物に対する理解を深めていきたいです。

また、動物園など学生の就職先になるところから「こんな人材が欲しい」と

いう要望にこたえるため、日々学生を指導しています。これからも引き続き、

地域に貢献していきたいです。

学校法人川原学園　東京動物専門学校富里実習施設

平成30年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。

問市民活動推進課　  （93）１１１７
vol.2市 民 活 動 介紹

山﨑電設工業株式会社

活動経歴・内容　平成 28 年に市マスコットキャラクター「とみちゃん」の

電飾像を市に寄贈しました。平成 29、30 年の「とみさと市民活動フェスタ」

で、電飾機材の無償貸出をしまし

た。平成 30 年 12 月には、新木戸

大銀杏公園の「大銀杏イルミネー

ションイベント」へ全面協賛し、

公園内のイルミネーション装飾を

無償で提供しました。

活動を始めたきっかけ　東日本大震災の後、節電のため工事が中止になるこ

とがありました。その中で、被災された人々を見て、何かできることはない

かと模索した結果、地域貢献として液状化で埋没してしまった電柱の建て直

しを行いました。そのことがきっかけで、他市のイルミネーションのデザイ

ンなどを始め、富里市や他市町の地域に貢献する活動をしています。

今後の抱負など　イルミネーションの装飾などは、多くの自治体に広がって

きたと思います。現在、寄贈した「とみちゃん」の電飾像の 2 倍以上ある電

飾像の制作を計画しているほか、富里市の名物である、馬や人参の電飾像も

作りたいと思っています。今後も、地域性を活かし富里のために地域貢献し

ていきたいです。
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ス
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ー
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平成 31 年度市春季野球大会

第 1 部では「MARINE END」が優勝

３月 17 日～４月 28 日にかけて、中央公園野球場を会場に市春季野球大会が

開催されました。今大会は、第１部８チーム、第２部 21 チームが出場しました。

うららかな春の陽気の中、各部で熱戦が繰り広げられ、選手たちは日頃の練

習の成果を競い合いました。

各部の上位結果は次のとおりです。

■第１部　

　優　勝　 MARINE END

　準優勝　 富里レンジャース

■第２部　

　優　勝　キングス

　準優勝　GASTON

社
会
教
育

青少年の健全育成活動を支援

青少年相談員委嘱状交付式・感謝状贈呈式

4 月 14 日、中央公民館講堂で、第 20 期青

少年相談員委嘱状交付式と感謝状贈呈式が

開催されました。

青少年相談員とは、社会全体で青少年の成

長を支え、守り育てていくことを目的に、

県知事と富里市長から委嘱を受けた人たち

です。

当日は、新たに委嘱を受けた相談員に委嘱

状が交付され、前年度までご尽力いただい

た第 19 期青少年相談員の皆さんに感謝状が

贈呈されました。

４月 21 日、社会体育館を会場に、第 40 回市家庭婦人バレーボール春季大会

が開催されました。

大会では、各チームが日頃の練習の成果を発揮し、白熱した試合が展開され

ました。出場した選手たちの爽やかな汗とともに、会場は熱気に包まれてい

ました。

■優　勝　すみれ

■準優勝　富里クラブ

■第３位　富里バルクラブ

大会の結果

▲優勝を決めたすみれの皆さん

ス
ポ
ー
ツ

第 40 回市家庭婦人バレーボール春季大会

すみれが優勝

選　

挙

明るい選挙推進大会

富里中学校の小野愛佳さんが優秀賞を受賞

３月 23 日、イオンモール幕張新都心＜千葉市美浜区＞で、千葉県明るい選挙

推進大会が開催されました。

大会では、平成 30 年度明るい選挙啓発ポスター・標語・動画作品の表彰が行

われ、富里中学校の小野愛佳さんの標語作品「行かないの？　行かなきゃ何

も　変わらない」が、千葉県中学校の部優秀賞を受賞しました。

▲優秀賞を受賞した小野さん

▲第 19 期青少年相談員の皆さん ▲第 20 期青少年相談員の皆さん

▲ MARINE END の皆さん

ス
ポ
ー
ツ

総勢 60 人が大奮闘

第 81 回市卓球大会

５月 12 日に、社会体育館を会場に第 81 回市卓球

大会が開催されました。この大会には、男子シン

グルスに 45 人、女子シングルスに 14 人、ミック

スダブルスに 28 組 56 人が出場しました。

暗幕で遮光された会場では、卓球ボールの軽快な

音と掛け声が鳴り響き、選手たちは爽やかな汗と

ともに勝敗を競い合いました。

■ミックスダブルス

優　勝　小野寺広樹（ドルフィンズ）・井出　迅翔（富里中）

準優勝　沖﨑　和宏（個人）・宮　凛沙（TEAM SMILE）

第３位　西田　信也（南卓球）・髙木　陽生（富里中）

　　　　池田　健一（日吉台）・野村　空佑（富里中）

＜敬称略、（　）内は所属チーム＞　

　

■男子シングルス

優　勝　小野寺広樹（ドルフィンズ）

準優勝　池田　健一（日吉台）

第３位　及川　直行（個人）

　　　　井上　　尊（TEAM SMILE）

　

■女子シングルス

優　勝　井関美紀子（南卓球）

準優勝　宮　　凛沙（TEAM SMILE）

第３位　近藤　智子（日吉台）

　　　　名嘉眞美鶴（日吉台）

▲男子シングルス優勝の
　小野寺さん

▲ミックスダブルス優勝の
　小野寺さんと井出さん

▲女子シングルス優勝の
　井関さん
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熱中症に気をつけましょう

熱中症の症状

熱中症は自分では気付きにくいため、周囲の人同士で気を付け合うことも大切

です。

○手足の筋肉に痛みが生じたり、筋肉が勝手に収縮したりすることが最初の症

　状になることもあります。

○�次第に具合が悪くなって体がだるいと訴えたり、気分が悪くなり吐き気がし

たり、頭痛やめまい、立ちくらみが生じることもあります。

○�頭がボーッとして注意力が散漫になるのも典型的な症状です。

○�意味不明な言動がみられれば危険な状態です。

問消防署　 （92）1311

熱中症を知って、しっかり予防！

熱中症は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバラ

ンスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を

指します。室内で何もしていないときでも発症し救急搬送されたり、場合によっ

ては死亡することもあります。

熱中症について知り、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、

熱中症による健康被害を防ぎましょう。

１１９番が必要なとき

頭痛、吐き気、嘔吐、注意力の散漫などがある場合には、速やかに医療機関を

受診させます。意識がもうろうとしていたり、体温が極端に高かったりする場

合には、すぐに１１９番通報をしてください。

応急手当の方法

○風通しの良い日陰や冷房の効いている場所に移動する。

○風が当たるように衣服を脱がせ、肌に水をかけてから風を当てる。

　※うちわや扇風機で風を当てることが一番効果的です。

○意識がしっかりしていれば、スポーツドリンクなどを飲ませる。

○氷のうなどが準備できれば、首、脇の下、太ももの付け根などに当てると冷

　却の助けになります。

○楽な姿勢をとる。　※仰向けになると楽になることがあります。

※のどの渇きを感じなくても、こまめにスポーツドリンクなどを飲み、水分と

塩分を補給することが大切です。

市では、子ども医療費助成制度を実施していますが、2019年８月１日から自己

負担金額を変更することになりました。

各医療機関での支払い自己負担金額が200円から300円となります。

富里市子ども医療費助成制度
自己負担金額変更のお知らせ

問  子育て支援課　 （93）4497

10月１日に予定されている消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として、下

記の人を対象に、プレミアム付商品券事業を実施します。詳しくは今後の広報

などでお知らせします。

■対象

　①住民税が課されない人（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生

　　活保護を受けられている人などを除く。）

　②平成28年４月２日以降に生まれた子のいる世帯の世帯主

　

対象者の人に連絡するため、適切な住所の登録が必要です。

確認しましょう

　①現在住所を住民票に登録されていますか？

　②転居したとき、郵便局への転居届をしましたか？

　

　※東日本大震災により避難された人は避難先住所などの変更があれば、以下

　の窓口に届け出てください。

　○指定13市町村の人→避難元市町村の窓口

　���（いわき市・田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・

　　双葉町・浪江町・川内村・葛尾村・飯舘村）

　○それ以外の人→避難先の市区町村窓口

問い合わせ先

●プレミアム付商品券事業について　商工観光課　 （93）4942

●転出入手続きについて　　　　　　市民課　　　 （93）4086

プレミアム付商品券事業

富里市長選挙立候補予定者説明会

富里市長選挙（７月28日（日）告示、８月４日（日）投票）の立候補予定者を

対象に、立候補の手続きや選挙に関する留意事項について説明会を開催します。

■日時　６月26日（水）14：00～　■会場　すこやかセンター2階会議室１

■申込　不要

問  選挙管理委員会　 （93）1113

令和元年8月 4日執行予定

富里市長選挙

令和元年7月執行予定

参議院議員通常選挙

詳しい内容は、7月発行の広報とみさと臨時号でお知らせします。

　次のことに注意して、適切に飼いましょう。

○�飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにそ

の動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう

○�動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時などに放れて

しまっても、飼い主が分かるようにしましょう

�※犬は、首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予

防法で義務付けられています。

○�飼い犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがな

いかどうか獣医師の検診を受けさせましょう

○�猫は、糞尿や鳴き声などによる迷惑の防止、また、感染症や交通事故などの

危険から守ることができるので屋内で飼いましょう

○�飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう

　愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大１００万円の罰金が科せられます。

　愛護動物を殺傷すると、最大で２年の懲役または２００万円の罰金が科せられ

　ます。動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう。

　県動物愛護センターでは、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開

催しています。また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を派遣して、動物

愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方と動物由来感染症に関する講演を行っ

ています。

６月は動物の正しい飼い方推進月間

問い合わせ先

●印旛保健所成田支所　�������� （26）7231

●県動物愛護センター　　　� （93）5711

●（公財）県動物保護管理協会　 043（214）7814

2019年8月1日からの自己負担金額

通院一件 入院一日 調剤

市町村民税非課税世帯

または均等割のみ課税世帯
無料 無料 無料

市町村民税所得割課税世帯
200円
↓

300円

200円
↓

300円
無料
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問  健康推進課　 （93）4121

表②　大腸がん検診契約医療機関

あづま醫院 （90）1168

黒須医院 （94）0955

さかもとクリニック （37）4105

龍岡クリニック （92）6970

戸村内科クリニック （92）9011

中沢病院 （94）1111

中原医院 （93）1012

乳がん・子宮頸がん（集団）検診の予約

検診は完全予約制です。希望する人は、必ず予約をしてください。

昨年受診した人は、検診案内（封書）で発送しています。封書には、予約券が

同封されていますが、検診日時は指定していません。検診を希望する人は、予

約開始日を確認し、手続きをお願いします。なお、検診を希望しない人は、健

康推進課に連絡してください。

乳房や子宮頸部の疾患で経過観察中の人は、受診ができません。その他、受診

できない場合がありますので、問い合わせてください。

■日程　表①のとおり

■受付時間　○ 9：00 ～ 9：30　　　○ 10：00 ～ 10：30

　　　　　　○ 13：30 ～ 14：00　　○ 14：30 ～ 15：00

■対象　市内在住の女性で、令和２年３月 31 日現在の年齢が

　○乳がん検診 30 歳以上

　○子宮頸がん検診 20 歳以上（個別検診を受診する人は除く）

■費用　各 1,000 円（生活保護受給者は受給証明書を持参してください。）

■検査内容　

　○乳がん検診　エコー検査　30 ～ 39 歳　

　　　　　　　　マンモグラフィ検査　60 歳以上

　　　　　　　　エコー・マンモグラフイー検査を交互　40 ～ 59 歳　

　○子宮頸がん　細胞採取　（30 代の人は、ＨＰＶウイルス検査同時実施）

■申込　予約専用電話　 080（7701）4971 ／ 080（2276）5091

　　　　予約受付時間　9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 15：30

　　　　検診日 8 月 22 日（木）までは６月３日（月）から

　　　　検診日 8 月 23 日（金）以降は 6 月 21 日（金）から　　　　　

子宮頸がん検診（個別検診）

　■期間　８月１日（木）～令和２年１月 31 日（金）

　■対象　市内在住で 20 歳以上の女性（令和２年３月 31 日現在）　

　■費用　2,000 円（生活保護受給者は受給証明書を持参してください。）　

　■医療機関　弓立産婦人科

　■申込　予約専用電話　 （93）8272

　　　　　予約受付時間　月～水、金曜日 9：00 ～ 11：30 ／ 15：00 ～ 16：00

　　　　　　　　　　　　木曜日 9：00 ～ 11：30

　　　　　　　　　　　　※土、日曜日・祝日を除く

大腸がん検診　（便潜血検査）

　便に血が混じっていないかを検査します。

　表②の契約医療機関に、市内在住が証明できるものを持参して申し込みをし

　ます。その後、検査のために配布される容器を受け取り、家で便を２日分採っ

　た後に提出してください。

　

　■期間　11 月 30 日（土）まで

　■対象　40 歳以上（令和２年３月31日現在）　

　■費用　500 円（生活保護受給者は受給証明書を持参してください。）

　■持ち物　保険証や免許証など

成田富里徳洲会病院
（健診センター）

（85）5313

にしだクリニック富里 （93）0080

日吉台病院 （92）0001

みやび内科クリニック （92）7533

目黒クリニック （29）4562

吉川医院 （93）5751

がん検診案内

【事例】①

テレビの制作会社を名乗る人から電話があり、「所得は 500 万円より上

ですか」などと聞かれたが、「答えられない」と言って電話を切った。後

日、警察の協力団体を名乗る者から、「テレビ番組に関して電話がなかっ

たか。捜査で押収した名簿に名前が登録されている」という電話があっ

た。（70 歳代　女性）

【事例】②

消防署の職員を名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」

と答えた。「災害時にすぐに救助できるように確認している」と言われた

が不審だ。

「アポ電」かも…　知らない番号からの電話に出るのは危険

はい、こちら

消費生活センターです！

　消費生活センターに寄せられる相談事例を紹介します。

●アドバイス
実在する機関や企業、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞き出そう

とする「アポ電」と思われる電話に関する相談が寄せられています。

着信番号通知や録音機能を活用し、誰からの着信か、分かった上で電話に出

るなどしてトラブルを避けましょう。

心当たりのない着信に出てしまった場合も、「○○です」と自分の名前を名

乗らないことが大切です。家族構成や資産状況を聞かれたら、会話を続けず、

すぐに電話を切ってください。

特に高齢者などに対しては、家族はもちろん、地域でも身近な人を見守るなど、

様子の変化などに気をつけましょう。

不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センターへ相談してください。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

　（国民生活センター「見守り新鮮情報」第 333 号より）

問相談先　消費生活センター　 （93）5348　

日平日（祝日、年末年始を除く）9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

場市役所分庁舎２階

消 費 生 活
相談コラム

179

　民生委員・児童委員が選定中であった地区において、新たな委員が

決定し、４月１日付けで委嘱されました。任期は平成 31 年４月１日～

令和３年 11 月 30 日です。

担当地区 氏名 電話番号

葉山 　秋 　平　 （93）0315

■民生委員・児童委員とは

　社会福祉の精神を持って、周辺地域に住んでいる皆さんの心配ごと

などを解決するため、地域における相談や支援をするボランティアで

す。誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指し、活動して

います。

問社会福祉課　 （93）4192

誰もが安心して暮らせるように

新たな民生委員・児童委員が決定

表①　乳がん・子宮頸がん集団検診日程
月 日・曜 会　場

８

７（水）、  ８（木）、10（土）※、23（金）、

27（火）、28（水）、29（木）、30（金）※

保健センター

（すこやかセンター内）

16（金） 中部ふれあいセンター

20（火）※、21（水）、22（木） 北部コミュニティセンター

９ ２（月）
保健センター

（すこやかセンター内）

※託児があります。（午前のみ）
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富里市地域防災計画を修正しました

地域防災計画とは

　市域で発表された気象情報や災害情報、緊急性が高い防犯情報及び防災行政無線で放送をした内容などの情報を、いち早く入手できます。

登録は無料（通信料は別途必要）で、手続きは簡単です。

携帯電話、スマートフォンやパソコンから、次のアドレス
に送信し、返信されたメールに記載されている手順に従っ
て登録をしてください。

i n fo-tomisato@sg-m. jp

 スマートフォンやカメラ機能付き携帯な
どで、右のＱＲコードを読み取り、サイ
トに接続後、手順に従って登録をしてく
ださい。

●迷惑メール対策をしている場合は、事前に「@sg-m. jp」　のドメインから受信を許可する設定にしてください。

●新しいシステムに移行しているため、平成29年４月１日以前に登録した人は、新たに登録が必要です。

防災・防犯メールの登録を！ 問 防災課　 （93）1114

登録方法２登録方法１

　市民の生命、身体及び財産を災害から保護することが目的です。

　「災害対策基本法」（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定により、富里

市防災会議が作成した計画です。防災に関して、市と関係機関が、災害予防、

応急対策、復旧・復興に至る一連の災害対策を実施することで目的を果たし

ます。

計画修正の経緯

　最新の科学的知見及び自然・社会条件を用いて「富里市防災アセスメント

調査」（平成 30 年 3 月）を実施しました。この調査に基づき、本市直下地震を

想定した地震被害や土砂災害被害・風水害について詳細な見直しを行いました。

　この調査の成果を反映するとともに、これまでに修正された国の防災方針

を定めた「防災基本計画」と「千葉県地域防災計画」との整合を図り、計画

の修正を行いました。

問 防災課　 （93）1114

計画の方針
   本計画における災害対策の基本方針は次のとおりです。この方針に基づき、対策を進めていきます。

自　助
　住民・事業所などによる自助、区・

自治会・自主防災組織などによる共助、

市や防災関係機関の行う公助が連携し

て災害対策を行うことにより被害を軽

減します。

　東日本大震災等の大規模災害における教訓を踏まえ、被災時に

おける男女のニーズの違い等、男女双方の視点に配慮した災害対

策を進めるため、防災の現場における女性の参画を拡大し、男女

共同参画の視点を踏まえた応急対策活動を推進します。

　要配慮者の安否確認や避難支援、避難所において安心して生活

できる環境づくりなどを実施するため、避難行動要支援者名簿を

作成し、地域で支援する体制の整備を図ります。また、要配慮者

一人ひとりの特性を考慮し支援します。

　「自らの命は自らで守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」

との考えに基づき、地域での安否確認・救助・初期消火・避難誘

導等の活動や、地域住民による自主的な避難所運営など、地域コ

ミュニティによる相互支援を進めます。

　最新の科学的知見及び自然・社会条件を用いて実施した「富里

市防災アセスメント調査」（平成 30 年 3 月）に基づき、市の地震

対策の前提は、最大の被害をもたらすと考えられる富里市直下地

震とし、災害対策を推進します。

　市町村域を超えた広い範囲で被災した場合、近隣の自治体や関

係団体などからの支援が受けられないことが考えられます。した

がって、遠隔地の自治体や事業所などと連携を図るなど、物資確

保や要員の応援を受けられる体制を構築します。

●　自助・共助・公助による被害の軽減　●

共　助 公　助

●　要配慮者への支援　●

●　地域防災力の向上　● ●　男女共同参画の視点　●

●　最大リスクを想定した地震に対する災害対策　● ●　広域応援体制の構築　●

連　携

　※市防災計画は、市公式ホームページでご覧いただけます。
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　問 総務課　 　（93）1113　

平成 31 年度富里市職員採用試験「一般行政上級・保健師」を実施します。行政

の仕事に関心がある皆さんの応募をお待ちしています。

職種・募集人員・受験資格

●一般行政職　若干名 

　○昭和 59 年４月２日～平成 10 年４月１日までに生まれた人（学歴不問）

　○平成 10 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期     

　　大学を除く）を卒業した人（令和２年３月までに卒業見込みを含む）

●保健師　若干名

　○昭和 54 年４月２日～平成 11 年４月１日までに生まれた人で、保健師資　

　格を有する人または令和２年春季までに資格取得見込みの人（国籍不問）

　　※資格が取得できなかったときは、採用を取り消します。

■日時・場所　

　●１次試験　印旛郡市職員採用共同試験

　　７月 28 日（日）東京学館高等学校＜酒々井町伊篠＞

　●２次試験　１次試験合格者のみ実施

　　　※ 2 次試験合格者のみ 3 次試験まで実施を予定しています。

■申込

　６月５日（水）～６月 19 日（水）に、申込書を総務課人事給与班へ提出（郵

　送可、 19 日の消印有効）。申込書は、総務課窓口で配布のほか、市公式ホーム

ページからダウンロードできます。

■その他　全ての受験者に、合否結果を通知します。

～富里市の誇れる景観を次世代へ～

６月１日は「景観の日」です。

市は、昨年６月に景観行政団体に移行しました。自然風景や歴史・伝統的なも

のなど、今「富里」にある景観を保全しながら、新たに美しく魅力的な景観を

つくりだすための取り組みを行っています。

そこで、市が誇れる景観資源の発掘を目的に、「富里」を象徴する景観スポット

や魅力ある景観スポットを随時募集しています。皆さんからの多くの情報提供

をお待ちしています。

 

■募集ジャンル

　①自然風景　

　②農村・田園風景

　③歴史文化

　④まちなみ形成

　⑤その他　保全すべき風景

■応募対象者

　市民、企業または団体

　（市外の人でも、企業・団体に属していれば可）

■応募方法

　応募用紙と写真などを都市計画

課へ提出（郵送、メール可）。

　応募用紙は都市計画課窓口で　

配布のほか、市公式ホームペー　

ジからダウンロードできます。

富里市職員募集 平成 30年度
情報公開・個人情報保護制度の運用状況

問  総務課　 （93）1113

■富里市情報公開制度

　市では、情報を広く公開することで多くの皆さんに市政への理解と信頼を

深めてもらうため、「富里市情報公開条例」に基づいて、市が保有している公

文書などの公開を実施しています。

　情報公開条例は、皆さんが必要とする情報を請求できる権利を具体的に定

めたものです。

■請求・開示などの実施状況

　公文書開示請求件数は 70 件で、内訳は下表のとおりです。なお、非開示

または部分開示になった文書は、個人のプライバシーや法人の信用に関する

情報などが含まれていたものでした。

■情報公開制度に基づく請求・開示などの処理状況

請求年度 請求件数

開　示　請　求　に　対　す　る　決　定

全部

開示

部分

開示

非開示決定

合計
非開示 不存在など 小計

28 5 ３ ２ ０ ０ ０ ５

29 69 16 48 1 11 12 76

30 70 28 26 5 30 35 89

※請求１件につき、２つ以上の決定を行ったものや未決定の請求が含まれるため、
決定の合計と請求件数が一致しない場合があります。

■個人情報保護制度の運用状況

　市が保有する個人情報は、「富里市個人情報保護条例」で保護され、本人に

限り、開示、訂正、消去、利用停止の請求をすることができます。平成30年度は、

６件の開示請求がありました。

■情報公開及び個人情報保護審査会

　公文書の非開示決定などに対して、行政不服審査法に基づく審査請求があっ

たときに、諮問に応じて審査を行う機関として、「富里市情報公開及び個人情

報保護審査会」を設置しています。

▼審査会の構成

　 任　期…令和元年 9 月 30 日まで

　【会　長】　西口　　元（弁護士、大学教授、元裁判官）

　【副会長】　高谷　正敏（民生委員）

　【委　員】　菊地　秀樹（弁護士）

　　　　　　本𣘺　幸子（行政相談委員）

　　　　　　宮内　夏海（税理士）             　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

■附属機関などの会議公開

　会議の透明性・公平性を確保するため、市の附属機関などの会議を公開し

ています。会議の開催の内容、日時、場所などは、市公式ホームページでお

知らせしています。

市役所では、夏の省エネ対策の一環として、職員の

クールビズ（ノーネクタイ、ノージャケット）を励

行しています。皆さんのご理解をお願いします。

期間…10 月 31 日（木）まで

市役所でクールビズを励行しています　

問  総務課　 （93）1113

問  都市計画課　 （93）5147



協働のまちづくり講座の開催

　この講座は、着実に浸透しつつあると思います。小学生や若い世代に向けた

長期的な観点に立って、対象者別に今後も継続してほしいと思います。

「夏休み！小学生ボランティア体験」講座は、次世代を担う子どもたちの気持ち

に残ると思うので地道に続けてほしいと思います。

　また、「メカラウロコセミナー」は、今後は基礎的なものから、専門性のある

講座内容に広げ、新しい視点での講座の開催を期待します。

市民活動感謝状贈呈制度の運用

　「市民活動感謝状制度」は、市民が市民活動に関心を持ち、関わるきっかけと

なるように制度を運用し市民活動を活性化するものです。

　今後、対象者については、もっと多様性があってもいいのではないかと思い

ます。

とみさと協働塾の開催について

　とみさと協働塾は、平成 29 年度から引き続き２か年にわたり、「居場所づくり」

として、地域に必要な知識やスキルを習得する連続講座として実施し、一定数以上の受講者を「まちづくりのサポーター」として市に登録、受講者を次の段階に

促すことができたことは、評価できるものです。

　しかし、「とみさと協働塾」で輩出したサポーター（延べ 27 名）の皆さんの、その後の活動についてのフォローアップや、動向、検証など、また、サポーター

としての活躍が見えるように工夫する必要があります。とみさと協働塾の活動、リーダーづくりについて、今後も継続してほしいと思います。定着を進めるため、

毎年開催月と開催場所をあらかじめ決めてみるのもいいかと思われます。

担い手づくり

市民活動の実態及び意向調査

　市民活動実態調査の情報などを、市民にどのように提供するかが問題です。

自治会はもちろんのこと、法人企業に向けてのＰＲが重要であると考えます。

　また、新たに「担い手情報ホームページ」を作成し、ホームページ上でリ

ンクしたページを紹介することで、一貫性と見やすさを追求できるのではな

いかと思います。

とみさと市民活動フェスタの開催

　市民活動フェスタは、市民活動団体の活動を周知し、市民活動に関心を持っ

ていただくには、パンフレットよりも何倍かの効果があります。フェスタは

まちづくりのショウウインドウとして最適です。今後も継続して開催されま

すようお願いします。

パブリックコメント制度の周知

　パブリックコメントの実施については、市の広報に掲載されていますが、周

知のスタイルが同じ募集方法で、コメントをする人は、いつも同じなのではな

いでしょうか。意識が低いと感じられ、問題意識の欠如かもしれません。手法

を変え、関係する市民団体や、ボランティア団体から意見を求める機会を増や

す方がいいと思います。今後は、特に結果の周知としていただきたい。ある程

度明確な回答がなければ、市民に関心は得られにくいと思います。

市民提案機会の拡充

　「とみさとふれあいミーティング」は、参加者が少ないと思います。中学校区

に分けて区長会と共催し、司会や進行を地域の人にお願いし、実施してみては

どうでしょう。また、結果について、意見の概要と、それに対する市の回答等

を回覧板等で報告する方法も検討してみてはどうでしょうか。

市職員研修の実施について　

　職員研修の成果が、様々な場

面で少しずつ伝わってきます。

職員の意識を高めるため研修の

意義は、大きいと思います。

市民と職員が共に学び、考え、

意見交換の場をつくり、双方の

目線で問題を探っていけるとい

いと思います。
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総括

市民活動サポートセンター機能の充実

　協働のまちづくりの理念を具現化するサポートセンターは、人と人とを繋ぐ役割の下、順

調に成果をあげています。また、サポートセンターからのＳＮＳでの情報発信は、今の時代

に調和していて良いと思います。これからも継続していただきたいと思います。サポートセ

ンターの７つの機能は充実してきているように思われますので、今後は、資源の掘り起こし、

情報発信について何ができるかを考え、市民活動団体の手助けとなるように、アイディアを

提供し続けてほしいと期待しています。

まちづくりコーディネーターの育成及び充実

　コーディネーターは、外部の専門家の指導により、その能力は確実に向上しており、チャ

レンジ精神に富み、積極的に取り組んでいることもあり、大きく評価できます。

　引き続き NPO 法人の委託を継続し、コーディネーターの定着、業務のスキル向上を図っ

ていただきたいと思います。サポートセンター機能充実のキーポイントは、情報の収集力で

す。今後は収集した資料をもとに課題を整理して提案する「発信力」を期待します。

環境づくり

情報の提供・共有 市政への参画

市の体制について

通 信 簿

　平成 22 年４月に制定された、「富里市協働のまちづくり条例」を始まりとし

た富里市の「協働のまちづくり」への取り組みは、条例の検討から含めて、す

でに 10 年になろうとしています。地域社会の主役である市民の自発的な活動

を支え繋げる取り組みとして、条例制定後 30 項目の事業を策定しました。

　この 10 年は、まさに「人と人を繋ぐ」地道な努力に、費やされたといって

も過言ではありません。これから更なる取り組みの発展を期待しています。

今までの取り組み・これからの課題

協働のまちづくり
　平成 28 年度から 5 か年計画で進めている市協働のまちづくり推進計画に基

づく、「後期実行計画」について、市協働のまちづくり推進委員会から、取り組

み状況について、総括意見の提出がありました。主な内容をお知らせします。

※紙面の都合上、意見は抜粋して掲載しています。

問 市民活動推進課　　 （93）1117



広報とみさと　2019.6.1

６月は環境月間です。環境月間に合わせ、「第 37 回富里市環境美化ポスター展」

を開催します。

このポスター展には、市内小学校の５年生から応募された作品のうち、上位優

秀作品 20 点が展示されます。子供たちの素晴らしい作品をぜひご覧ください。

■日時　6 月 4 日（火）～ 21 日（金）までの市立図書館開館日

　※展示最終日は 16：00 まで

■場所　市立図書館１階ライブラリーオープンスペース
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　第 37回環境美化ポスター展を開催

問 クリーンセンター　 （93）4529

■生ごみはきちんと水を切って可燃ごみに入れ

てください。

■ペットボトルは必ずキャップとラベルをとり、水で中を洗ってつぶして出し

てください。

■有害ごみ ( 乾電池・水銀入り体温計 ) は、透明または半透明の袋に入れて、蛍

光灯は購入時の箱などに入れて割れないように出してください。ガラスびん・

ペットボトルの収集日に収集場所に出してください。

■空き缶は、つぶさずに出してください。

■草や葉については、クリーンセンターへの直接搬入を受け入れていますが、

その際は、必ずビニール袋（中身の見える袋）に入れて搬入してください。

ごみの出し方について
問 環境課　　 （93）4946

▲昨年度の最優秀作品・特選作品（左）と入選作品（右）

資源ごみ・小型家電の拠点回収

■日時・場所　①６月 30 日（日）　②９月 29 日（日）　③ 12 月 15 日（日）　④令和２年３月 15 日（日）　※ 雨天決行

　　　　　　　○９：00 ～ 11：30　市役所正面玄関前駐車場　○ 13：00 ～ 15：00　北部コミュニティセンター　第２駐車場

■回収できる資源ごみ・小型家電

　当日に回収できる資源ごみと小型家電は、次のとおりです。事業ごみや、そのほかのごみの回収はできません。

　場所と日時を決めて、資源ごみ・小型家電の回収を実施します。また、日頃の資源ごみや小型家電の出し方、資源回収団体などは市公式ホームページで確認

できます。

分類 種類 出し方

紙類

○新聞（チラシ含む）○雑誌　○段ボール

○アザーペーパー（紙封筒、トイレットペーパー･ラップフィルムの芯、名刺）
種類ごとに紐で束ねる

飲料用紙パック 水洗いして切り開き乾かし、紐で束ねる

パッケージペーパー（お菓子箱、紙袋など） 紙袋に入れるか、紐で束ねる

繊維類 ○衣類　○シーツ　○毛布 まとめて束ね、雨に濡れそうな時はビニール袋に入れる

空き缶類 飲料用アルミ缶 中を水洗いする

小型家電

○パソコン　○電卓　○スマートフォン、携帯電話　○デジタルカメラ

○携帯型ゲーム機　○ポータブルラジオ　○メモリーカード　など

※回収後は返却できません

個人情報は完全に消し、電池類は取り除く

問 環境課　 （93）4946

問健康推進課　 （93）4121

■対象　20 歳以上で市内在住または在勤

■期間　６月１日（土）～令和２年２月 28 日（金）まで

■参加方法　

　①記録用紙（※）を受け取る　

　②日々の歩数を記録する　

　③１２０万歩に達したら、記録用紙を健康推進課または日吉台出張所に持参し、達成

　　スタンプの押印と達成証を受け取る(プレゼントを希望する人は、応募してください。)

　　※記録用紙は市公式ホームページからダウンロードできるほか、次の場所で配布し

　　ています。

　　○市内公共施設　保健センター（すこやかセンター内）、日吉台出張所、

　　　　　　　　　　中部ふれあいセンター、市立図書館

　　○市商工会協力店・市内医療機関　右表のとおり

　　○ＪＡ富里市産直センター１号店・２号店

皆さんが楽しく運動に取り組めるように、１２０万歩健康ウォーキング事業を実施して

います。

日々の歩数を記録して、１２０万歩を完歩した人には、達成スタンプの押印と達成証を

交付します。また、ＪＡ富里市の協力により、応募された中から、抽選で10人に富里

産新鮮野菜をプレゼントします。

○…記録用紙の設置

事業所名 医療機関名

㈱ヘルシーボックス ○ 日吉台病院

いしかわ治療院 ○ あづま醫院 ○

オオニシスポーツ ○ 龍岡クリニック ○

サイクルハウスＫＥＮ 東葉クリニック
エアポート泌尿器科ヘアーサロンアラノ ○

天然温泉　黄金の里 ○ にしだクリニック富里 ○

㈲海宝モータース ○ 三橋医院 ○

㈱やます　成田営業所 ○ 吉川医院 ○

㈱津田商店 ○ 戸村内科クリニック

源田商店 ○ 中沢病院

クニシ電器 黒須医院 ○

ひごや ○ 中原医院

岩出写真スタジオ ○ 成田富里徳洲会病院

美章堂印房 ○ みやび内科 ○

秋葉自動車整備工場 かなめ整形 ○

プレールさなだ ○ 河野歯科医院 ○

㈲石澤モータース ○ 川村歯科医院

㈲アキバ電器 ○ 秋山歯科クリニック ○

㈲麻野薬局 ○ 内田歯科医院 ○

㈲伊藤自動車 ○ しいな歯科 ○

ナナン洋菓子店 ○ なお歯科・矯正歯科医院 ○

美容室サロン・ド・ピュア ○ 弓立歯科医院 ○

ヘアーメイクＶｉＶｅ ○ 杉の木歯科医院 ○

理容いとう 天野歯科 ○

ミニストップ富里根木名店 ○ 宮内歯科

恵み野会（多機能型事業所　大地）

市商工会協力店・市内医療機関(ポスター掲示)
チャレンジ！

とみさと健康ウォーキングキャンペーン

１２０万歩健康ウォーキング事業
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お知らせ

6月1日～7日は水道週間

上下水道課　 （93）3340

いつものむ　いつもの水に　日々感謝

水道水は、蛇口をひねれば水が出てく

る身近な存在ですが、限りある資源で

す。大切に使いましょう。

月に一度は水道メーターの点検を
上下水道課　 （93）3340

敷地内の給水装置の漏水修理などは、

所有者または使用者の負担となります。

蛇口を全て閉めても、パイロット（八

角形の銀色のコマ）が回転していたら

漏水の可能性があります。

最寄りの市指定給水装置工事事業者、

または漏水当番（今月の当番はP.15

に掲載 )に相談してください。

毎年6月は「食育月間」
毎月19日は「食育の日」
農政課　 （93）4943

「食育」は、食生活や食習慣を見直し、

様々な経験を通じて食に関する知識と

食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育て

ることを目指した活動です。家族そろっ

て食卓を囲みながら、もう一度私たち

の「食」について見つめ直してみませんか。

6月1日～10日は電波利用
環境保護周知啓発強化期間
関東総合通信局

問●不法無線局による混信・妨害

　　 03（6238）1939

　●テレビ・ラジオの受信障害

　　 03（6238）1945

　●地上デジタルテレビ放送の受信相談

　　 03（6238）1944

６月２日～８日は
危険物安全週間
消防本部予防課　 （92）1313

無事故への　構え一分の　隙も無く

危険物取扱事業所の自主保安体制の確

立のため、毎年６月に危険物安全週間

を設け、危険物の保安に対する意識の

高揚と啓発を全国的に推進しています。

事故の多くは、慣れや油断からくる

誤った取り扱いや、うっかりミスなどです。

また、設備や容器の腐食疲労などによ

る流出事故の増加が心配されています。

消防法に基づく定期点検と効果的な日

常点検を確実に実施し、施設の設置環

境や経過年数に応じた維持管理を実施

しましょう。

6月23日～29日は
男女共同参画週間
企画課　 （93）1118

男女共同参「学」　

知る　学ぶ　考える私の人生　私がつくる

男性と女性が、職場で、学校で、地域

で、家庭で、それぞれの個性と能力を

発揮できる「男女共同参画社会」を実

現するためには、一人ひとりの取り組

みが必要です。

市では、市男女共同参画計画（第２次）

改訂版を推進し、男女が共に尊重し合

い、支え助け合い、一人ひとりが幸せ

を感じる住みよい地域づくりの実現に

向けて取り組んでいきます。

県税（自動車税など）の納付と
県収入証紙の販売
会計課　 （93）6491

県税は市役所窓口で納付できます

場会計課、日吉台出張所

県収入証紙の販売　

場会計課

住宅用火災警報器を
設置しましょう

住宅用火災警報器について

市の火災予防条例では「煙式（煙感

知器）」を設置するよう定めています。

火を取り扱う場所にはなるべく設置し

ましょう。

住宅用火災警報器は、古くなると電子

部品の寿命などで火災を感知しなくな

ることがあります。設置から10年を

目安に交換し、数か月ごとに警報音が

鳴るかどうか点検しましょう。

問消防本部予防課　 （92）1313

悪質な訪問販売にご注意ください

悪質な訪問販売・点検が発生していま

す。

消防職員が販売などを目的に個人宅を

訪問したり、消防署から特定の業者に

住宅用火災警報器のあっせんや販売・

点検を依頼することはありません。

問消費生活センター　 (93)5348

廃棄物の不法投棄をなくそう
環境課　 (93)4945

不法投棄をした人は、５年以下の懲役

か1,000万円以下の罰金、またはその

両方が科せられることがあります。法

人にも３億円以下の罰金が科せられる

ことがあります。

不法投棄を見かけたら

不法投棄をしている現場を見たら車の

ナンバーなどを記録し、警察または環

境課へ通報してください。

不法投棄されている場所を見つけたら、

環境課へ連絡してください。

不法投棄をさせない・されないために

定期的に土地の見回りや草刈りを行い、

フェンスなどを設けて管理されている

土地であることを示すなど、予防に努

めることが大切です。

アダプトプログラム
環境課　 (93)4946

アダプトプログラムとは、市民や事業

者のみなさんが一定区間の道路の里親

になり、ボランティアで清掃・美化活

動を行う制度です。現在、約1,550人

の道路の里親が活躍しています。

市では、ごみ袋や軍手など清掃・美化

活動時に必要な物品を支給しています。

登録は随時受け付けていますので、詳

しくは問い合わせください。

日本の未来のために

経済センサスー基礎調査

企画課　 （93）1118

この調査は、国の基幹統計調査とし

て、2019年 6月～2020年 3月までの

間、調査員が全国すべての事業所の活

動状況を実地確認し、新たに把握した

事業者などの一部の事業所には調査票

を配布します。

調査への協力をお願いします。

倒木による停電・通信障害
を防ぐために
防災課　 （93）1114

台風などの被害による倒木・倒竹が原

因で、電線や電話線が断線し、停電や

通信障害などの事故が発生しています。

こうした事故を未然に防ぐため、土地

所有者は私有地内の樹木などの適切な

管理をお願いします。

●電線に掛かっている場合の連絡先

　東京電力パワーグリット㈱

　カスタマーセンター

　 0120（995）007

●電話線に掛かっている場合の連絡先

　ＮＴＴ東日本故障受付センター

　 0120（444）113

　日日時または日　期期間　時時間　場場所　内内容　講講師　対対象・対象者　定定員・定数　費費用（記載なしは無料）　持持ち物、服装など　出出演

　任任期　選選考　額支給額・謝礼　申要申し込み　 E メール　HPホームページ　主主催　関関係部署　問問い合わせ　他その他

　申込み方法　担当部署の前に申込 とある場合は、電話、FAX、メールなどで申し込みができます。市外局番がないものは全て「０４７６」です。

　市役所への郵便物　記事に指定があるものを除いて、各記事の担当部署へ郵送する場合は「〒２８６－０２９２　富里市○○○○課」で届きます。

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。お気軽に問い合わせてください。

【問い合わせ先】秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？ 詳しくは問い合わせてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ 問合わせ先 ] 秘書広報課秘書広報班　 （93）１１１２
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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～
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募集

とみっこ大学運営ボランティア
生涯学習課　 （93）7641

期 6 月～令和 2 年 2 月

内子どもたちの各活動における準備、

　活動補助

対大学生以上　定 5 人程度

申生涯学習課（中央公民館内）で配布

　している応募用紙で提出

市民活動フェスタ参加団体
申込 市民活動推進課

（93）1117　FAX（93）9954

E kyodo@city .tomisato . lg . jp

日令和２年２月８日（土）（予定）

場中央公民館、とみさと市民活動サポー

　トセンター（予定）

対市内で市民活動を行っている団体

申６月 28 日（金）までに、申込用紙（※）  

　に必要事項を記入し、次の方法で提出

○市民活動推進課または、とみさと市

　民活動サポートセンターの窓口に直接持参

○メール ○ＦＡＸ ○郵送（28日の消印有効）

　窓口以外で提出した団体は、提出し  

　た旨を電話で連絡

※市公式ホームページからもダウンロード可。

市介護保険運営協議会
委員
高齢者福祉課　 （93）4980
E koure i@c ity .tomisato . lg . jp

対次の条件を全て満たす人

　① 40 歳以上で市内在住の人

　②国・県・市町村の公務員または議

　　会議員ではない人

　③平日昼間の会議に出席できる人

　　（年３回程度）

　④市の審議会などの公募委員を 2 つ

　　以上兼ねていない人

定３人　

額１回 7,000 円

　（委員長の場合は 7,500 円）

期募集期間　

　６月３日（月）～ 28 日（金）

　（郵送は 28 日の消印有効）

　任期　

　８月１日～令和４年７月 31 日

申応募申込書（※）に必要事項を記入し

　「富里市の介護保険について」をテー

　マとしたレポート ( 任意様式 800 字

　以内 ) を同封し郵送、メールまたは

　直接持参。窓口以外で提出した人は、

　提出した旨を電話で連絡。

※高齢者福祉課窓口で配布している

ほか、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。

選選考方法・選考結果　

　書類選考で応募者全員に個別に通知

消防団員
消防総務課　 （92）1314

各地域で活躍する消防団員を募集しています。

対市内在住または在勤で、18 歳以上

　の心身ともに健康な人

額市の条例に基づいて支給

アメリカ・ホームステイ
体験ツアー

富里国際交流協会事務局

（企画課内）

(93)1118

アメリカの家庭や学校生活を通して、

今までと違う世界を体験してみませんか。

日 10 月 10 日（木）～ 18 日（金）

場アメリカ合衆国

　ウィスコンシン州メクオン市

対市内中学生に在籍する 2 年生で

　○国際交流に興味がある

　○積極的に交流を図れる

　※英語力は問いません。

定 10 人（予定）

費 170,000 円（予定）

申 6 月５日（水）までに申込書類（※）

　を企画課へ提出、または郵送。

※申込書と募集要項は各中学校で配

布しています。

学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

●日吉台学童クラブ　 (91）2501

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

ふくし

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日６月 13 日（木）13：30 ～ 15：30

場集合　中央公民館ロビー

内じゃがいも掘り（予定）

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

難病患者等見舞金支給申請
社会福祉課　 （93）4192

県が認定する指定難病や特定疾患など

の治療を受けている療養者に対する見

舞金制度があります。

対次の３つの要件を満たしていて、

　①～④のいずれかの受給者証などの

　交付を受けている人

▼要件

　○市内在住で市内に住民登録がある

　○市の福祉手当などを受給していない

　　（重度心身障害者等福祉手当を除く）

　○市民税非課税世帯に属している

▼受給者証などの種類

　①特定医療費（指定難病）受給者証

　②特定疾患医療受給者票

　③小児慢性特定疾病医療受給者証

　④先天性血液凝固因子障害等受給者証

額月額 5,000 円

※重度心身障害者等福祉手当受給者

は月額 1,000 円

持○印鑑

　○県が発行する各受給者証など

　○療養者本人名義の振込先口座の確

　　認ができるもの

北部地域包括支援センター

日吉台４－６－ 14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動        

車での来所はご遠慮ください。
 

絵手紙教室

　日６月５日（水）、19 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日６月 12 日（水）、26 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日６月 11 日（火）14：00 ～ 15：30

ひよし大井戸端会議

～こんなまちをつくりたい～

　日６月 15 日（土）13：30 ～ 15：30

　場北部コミュニティセンター 2 階

　内地域住民との対話交流

　定 100 人

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

かさぎの助け合いの会「おしゃべり場」

　日６月 11 日（火）10：00 ～ 12：00

　場中部ふれあいセンター

　内地域のことを一緒に考えましょう

中部オレンジカフェ

　日６月 18日（火）13：30 ～ 15：00

　 対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日６月 28日（金）13：30 ～ 15：00

　内情報交換、お茶飲み会

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日６月３・10・17・24 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　●定期的な体力測定

　対 65 歳以上

小物づくり「季節の小物づくり」

　日６月 13 日（木）10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日６月 20 日（木）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

地域ケア会議「最後まで私らしく生き

るために」

　日７月７日（日）10：00 ～ 12：00

　申７月３日（水）まで

　他希望者には送迎があります。

医療講演会
成田富里徳洲会病院　 (93)1001

日６月 22 日（土）

時 内 14：00 ～　始めよう！メディカ

　　　ルフットケア～足に現れる病気のサイン～

　　  15：00 ～　在宅介護中・介護職

　　　の方必見！～床ずれのいろは教

　　　えます！スキンケアから床ずれ予防～

場成田富里徳洲会病院2階多目的ホール１

講立山由香利さん（成田富里徳洲会病

　院皮膚・排泄ケア認定看護師）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て６月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

６月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日６月 10 日（月）

　※ 7 日（金）までに入金確認をお願

いします。

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755

日６月 24 日（月）10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

富里特別支援学校
学校公開

 申込 県立富里特別支援学校　安田

  (92)2100

県立富里特別支援学校では、 皆さんに

学校を理解してもらうため、 学校公開を

実施します。

当日は教育相談も受け付けます。

日 6 月 24 日 （月）、 25 日 （火）

　 　9 ： 40 ～ 11 ： 40

申 6 月 17 日 （月） まで

児童手当の現況届は
６月中に
子育て支援課　 （93）4497

児童手当を受けている人は、すでに送

付されている現況届を提出する必要が

あります。現況届は、６月１日を基準

日として児童手当を引き続き受けられ

る資格があるか確認するためのもので

す。現況届の提出がないと、手当が受

けられなくなりますので忘れずに子育

て支援課に提出してください。

※子育てワンストップサービスを利

用した電子申請が可能です。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日 14：00 ～ 15：30

0 ～ 5 歳児

月～土曜日
9：00 ～ 11：30

（8・12・13・20・21・22・25 
日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（４・21 日を除く）

双子または
三つ子

12 日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 10 日（月）～ 15 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

とみさとトイズクラブと一緒に遊ぼう

　日 13 日（木）

　　10：00 ～ 11：15
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親子お話し会

　日 19 日（水）15：10 ～ 15：30

　対 0 歳

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 19・26 日（水）9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

育児講座「ママヨガ」

　日 20 日（木）10：30 ～ 11：30

　対 定未就学児をもつ母親 8 人

　持飲み物、タオル、ヨガマット（バ

　　スタオル可）、動きやすい服装

　　※裸足で行います。

　申 6 月３日（月）9：00 ～

　　※託児を希望の場合は相談して

　　ください。

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター２階和室

　日 21 日（金）10：00 ～ 11：30

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

●中央公園（イベント広場）

　日 25 日（火）10：00 ～ 11：00

　　荒天時はセンター室開放

　内公園であそぼう

　対 1 歳半位～ 5 歳児

　持飲み物、帽子、タオル

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放・園庭開放

0歳児・妊婦 木曜日14：15～15：45

0～3歳児

火・水・金曜日
14：15～15：45

土曜日
13：00～15：00

0～5歳児 火～土曜日9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 25 日（火）～ 28 日（金）　

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時　申個別相談希望は前日まで

移動支援（現地集合）

　日 ７日（金）10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　対市内北部地域在住の未就学児

みんなで探検隊「馬を見に行こう！」

 　日 19 日（水）10：00

　　 子育て支援センター集合

　　※時間途中の参加はできません。

　　集合時間までに受付を済ませてく

　　ださい。

　　※荒天時は 20 日（木）

　対おおむね 2 歳以上の子ども

　定 15 組　持動きやすい服装

　申４日（火）9：00 ～

親子お話し会

　日 12 日（水）14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

ママタイム

「産後ママのためのエクササイズ&ストレッチ」

　日 13 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 0 歳児の親子　

　定 15 組　申４日（火）9：00 ～

おおきくなったね

　日 28日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内６月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。６月で

　　６か月を迎えるお子さんも歓迎。

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日 11・25 日（火）

　　 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで　

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 18 日（火） 

         9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

育児講座「陶芸（テラコッタ）を体験

してみましょう」

　日 19 日（水）

       ９：30 ～ 11：30

　対 定 3 ～ 6 歳児と保護者　20 組

　持上履き、飲み物、タオル、汚れて

　　もよい服装

　申 10日（月）まで

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 12・26 日（水）

　　 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　申前日まで

　持上履き、飲み物、帽子

給食試食会(子育てひろば「バンビ」の後)

　日 26 日（水）11：00 ～

　費子ども 1 人 100 円、保護者 1 人 200 円

　対 5 組　

　申 19 日（水）まで

　他アレルギー対応はしていません。

子育て相談（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日　13：00 ～ 15：00

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日毎週火・木曜日（13 日を除く）

　　 8：00 ～ 11：00

　▼おやつ作り　日 20 日（木）

      定 5 組

　▼身体測定　日４日（火）、６日（木）

　対 定未就園児、妊婦10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

富里幼稚園
申込 （93）2387

コアラクラブ

　日 10 日（月）9：30 ～ 11：00

　内親子で遊ぼう

　対　定 3 歳以上の未就園児 15 組

　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子

　申３日（月）～７日（金）の 9：30

　　～ 16：00

浩養幼稚園
申込 （94）0054

幼稚園開放

　日 12 日（水）10：00 ～ 11：00

　内園庭開放、お話でてこ～い

　対未就園児　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子

　申５日（水）まで

　　日 23 日（火）、25 日（木）に実施
若草児童館
申込 （93）8226

①～②の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 1,000 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日５・12・19 日（水）

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　　内手遊び、読み聞かせ

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日

　　 ●若草児童館　

　　　６・13・20 日（木）

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　３・10・17 日（月）

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　７・14・21 日（金）

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

おもちゃ図書館

　日５日（水）10：15 ～ 12：00

　内児童館の貸し出しおもちゃを１週

　　間各家庭に貸し出します。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日７・14・21・28 日（金）

　　 16：00 ～ 17：00

　対小学生　申前日まで

　費年間保険料 1 人 500 円

　　（初回のみ無料、2 回目以降から

　   年間保険料がかかります。別途　

　   材料費がかかることがあります。）

乳幼児の親子と中高大学生の皆さんの

出会い・ふれあい・交流の広場

　日８日（土）

　　●中高大学生 9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子 10：30 ～ 11：30　

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　内どろんこ遊び～大きな川を作ろう～

　持上履き、飲み物、帽子、着替え

　申７日（金）まで

じどうかん食堂　

　日 15 日（土）12：00 ～ 14：00

　内新じゃがのカレー、手作りナゲットなど

　対 定子ども～大人　限定 50 食

　費中学生まで無料、その他1人200円

「サタデーベース」児童館開放

　日 29 日（土）10：00 ～ 12：00

　内しゃぼん玉遊び

　対 0 歳～未就学児、小学生～高校生

　　小学生以上は子どもだけで参加可能

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初めて参加する人は前日まで

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 13 日（木）

　　 10：15 ～ 11：45

　内小麦粉粘土遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持飲み物、帽子、着替え

未就園児園庭解放　日吉台幼稚園第２グラウンド

　日 20 日（木）

        10：15 ～ 11：45

　対未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

ファミリーサポートセンター説明会
申込 （92）2452

子育ての援助を受けたい人と援助が出

来る人を募集しています。

日 12 日（水）

    10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド

仲　間　募　集

“富里太極拳”
中島　 090（7941）7012

中高年の皆さん歓迎します。静かな動

きの運動です。足腰が鍛えられ、転ぶ

ことが少なくなります。

日毎週金曜日

　９：30 ～ 12：00

場中央公民館 4 階大会議室

費月会費 1,500 円

大正琴“琴星会”
大津　 080（6544）1360

音色のきれいな大正琴。心も癒されま

すよ。あなたも新しい仲間を作りませ

んか。初心者歓迎。見学自由です。

日第 1・3 水曜日　

　14：00 ～ 16：00

場中部ふれあいセンター

費入会金なし　月会費 2,000 円

他琴３か月間貸し出し可

“50歳からの３Ｂ体操”
無料体験会
申込 本間　 090（4962）6644

運動不足、筋力低下を感じている人は

ぜひ参加ください。簡単な体操です。

日６月 12・19 日（水）

　13：30 ～ 15：00

場中央公民館音楽室

対 50 歳以上の人

持飲み物、動きやすい服装　

“ソフトボール好き集まれ”
小林　 090（4016）5792

富里市女子ソフトボールチームでは、

7 月に開催される郡市民大会に出場で

きる選手を募集しています。

日毎週水曜日 14：00 ～

場高野グラウンド

費保険代 1 ,430 円
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4月5日の3歳児健診で、むし歯や治療

済み歯のなかった子どもたちの紹介です。
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 ＜50音順・敬称略＞

６月の映画会

日　時 内　容

19 日（水）
14：00 ～

六月燈の三姉妹【１０４分】2013 年公開
出演　吹石一恵　吉田羊　徳永えり　ほか

大型ショッピングセンターの進出で客足減少に苦しむ家族経営の和菓子店

「とら屋」に、東京で暮らす次女　奈美江（吹石一恵）が帰ってきた。

家族とはいえ、母　惠子と父　眞平は既に離婚。

長女　静江（吉田羊）は出戻りで、三女　栄（徳永えり）は不倫中とバラバラ。

奈美江も奈美江で離婚調停中とワケありの身。

和菓子店再建のために、新作和菓子で起死回生の大作戦に出るが、その結末は…

※入場は先着順で、定員を超えた場合は入場を制限します。また、内容について

はやむを得ず変更することがあります。

日 月 火 水 木 金 土

１　

　◆

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８　

　◆

９ 10 11 12

　●

13 14 15

　◆

16 17 18 19

    ★

20 21 22

　◆

23 24 25 26 27 28 29
　

30

図書館カレンダー

開館時間…９：30 ～18：00

　※土・日曜、祝日は 17：00 まで

　※金曜日は 19：00 まで

　　（休日に重なった場合を除く）

　 …休館日　★…映画会

　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

おはなし会

毎週土曜日14：00から「おはなし

のへや」で絵本や昔話を楽しむ会を

行っています。（20分程度・4歳く

らいから小学生）とっておきの楽し

いお話をたくさん用意してお待ちし

ています。

親子おはなし会

毎月１回水曜日、10：30から30分

程度、図書館ボランティア「もりの

なか」による乳幼児対象のわらべ歌

を中心とした、おはなし会を行って

います。親子で一緒に楽しみましょう。

返却期限を守りましょう　図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週

間です。現在お手元にある資料の返却期限は過ぎていませんか？図書

館の資料は市民の大切な財産です。

■場所　2 階ＡＶホール

■定員　先着 80 人

図書館を利用していますか？
　３年以上、図書・視聴覚資料などを借りていない人を対象に利用者登録情報を削

除しています。普段、自習室やパソコンなどを利用している人も対象です。

　再登録には、名前と住所が確認できるものが必要です。

　詳しくは、電話または図書館カウンターで問い合わせてください。

( 前列左から )

大竹　ナオ（久能）、原　はるみ（東七栄）

髙𣘺　行江（七栄第５）

( 後列左から )

戸塚　住江（人形台西）、須合美恵子（七栄第３）

＜石橋美枝子（七栄第６）、岡野　陽子（七栄第２）

國司　恵子（七栄第３）＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

（前列左から）

篠原真由美（中沢）、丹　さく子（南平台）

相川美佐子（中沢）、田和　 江（南平台）

（後列左から）

並木　菜苗（新橋）、大城　延子（南七栄）

大竹　良子（新中沢）、森下てるよ（立沢）

＜野牧　惠子（南七栄）＞

                                                 ＜敬称略＞

　第一小学校区では、様々なテーマで各地区において健康講座を開催しています。ま

た、地区社会福祉協議会主催により子育て交流会を中沢集会所にて実施しています。

私たち推進員は手軽に作れる子ども向けのおいしい手作りおやつを紹介しています。

こんにちは　地区保健推進員です！～私たちは地区の健康づくりをサポートしています～

対象…令和元年10～12月に出産予定で初産の人

日程・内容

①７月 4 日（木）

　●オリエンテーション

　●妊娠中の生活について

　●ママと赤ちゃんのお口の手入れ＆栄養

②７月 11 日（木）

　●出産の経過と産後の身体の変化

　●リラックスしよう！マタニティヨーガ

　●妊婦食の体験

③７月 18 日（木）

　●お風呂の入れ方

　●おっぱいとミルクの話

④７月 25 日（木）

　●新生児のいる生活・新生児用品の準備

　●先輩ママとの交流会

時間…9：30 ～ 12：00

場所…①～③保健センター ( すこやか

　　　　 センター内 )

           ④葉山キッズランド

持ち物…母子健康手帳

費用…750 円（テキスト・試食代）

申込…６月 27 日（木）まで

高齢者肺炎球菌予防接種
成人保健班

７月の母親学級（全４回）
母子保健班

　富里小・七栄小学校区では、地区社会協議会主催の子育て交流会で、年に数回

おやつを提供しています。また、１歳のお誕生日を迎えるお子さんのお宅に歯ブ

ラシやパンフレットを届ける１歳児お誕生日訪問も地区活動として行っています。

　今後も地域の皆さんの健康づくりをサポートしていけるよう頑張ります！

富里小・七栄小学校区 第一小学校区

6月の健康カレンダー ★…保健センター（すこやかセンター内）

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

3（月）
健康相談（要予約） ★ ９：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

4（火）
1 歳 6 か月児健診

（平成 29 年 11 月生まれ）
★ 13：00 ～ 13：30

7（金） ３歳児健診（平成 27 年 12 月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

14（金） 乳児健診（平成 31 年１月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

６月の個別予防接種
母子保健班

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

献血 in 富里市役所
成人保健班

日時…６月 19 日（水）

　　    10：00 ～ 11：45

          13：00 ～ 16：00

場所…保健センター(すこやかセンター内）

契約医療機関への予約が必要です。

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎

　平成 31 年４月生まれ

ＢＣＧ　平成 31 年１月生まれ

４種混合　平成 31 年３月生まれ

ＭＲ（麻しん・風しん）、水痘

　平成 30 年５月生まれ

日本脳炎　平成 28 年５月生まれ

※対象者には６月上旬までに予診票を発

送します。

対象…今までに公費で高齢者肺炎球

菌の予防接種を受けたことがなく、令

和２年４月１日現在で次の年齢に該

当する市内在住の人

65、70、75、80、85、90、95、100 歳

※ 60 ～ 64 歳で、心臓、腎臓、呼吸器

の機能に身辺の日常生活が極度に制

限される程度の障害がある人や、免

疫不全により日常生活がほとんど不

可能で医師が認めた人も対象です。

期間…令和 2 年３月 31 日（火）まで

接種回数…１回

費用…5,000 円（生活保護受給者は受

給証明書を持参）

令和元年度　第１回富里歴史講座

写真で見る富里の歴史ー七栄開拓150年。大正・昭和・平成の記憶ー

■日時    7 月 21 日（日）　10：00 ～ 11：30

■場所   ２階ＡＶホール　■費用　無料　■定員　75 人　

■講師   林田利之　（市生涯学習課文化資源活用室長）　

■申込   次のいずれかの方法で申し込み

 　○電話　○ＦＡＸ（90）４６４５　（氏名・ＦＡＸ番号を明記）

　○図書館カウンター　

※保育サービス・手話通訳・要約筆記が必要な人は、７月10日（水）までに申込ください。
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声の広報をお届けしています

定例相談

　敷地内での漏水は（今月の当番）　㈱中央設備　 （93）2375

相談名 日　時 場　所 問

交通事故相談

（７日（金）までに要予約※１）
11日（火）10：00～ 15：00 市役所分庁舎１階会議室

市民活動推進課

（93）1117

法律相談（要予約※１・２）

【係争中のものを除く】

10日（月）、17日（月）、24日（月）

13：00～ 16：00
市役所分庁舎１階会議室

社会福祉課

（93）4192
障がい者相談 ７日（金）　13：00～ 15：00 市役所分庁舎１階会議室

家庭児童相談

（電話相談も可）

月～金曜日  9：00～ 16：00

（祝日を除く）

子育て支援課

（すこやかセンター１階）

家庭児童相談室

（93）4498

教育相談
火～金曜日  9：30～ 15：45

（祝日を除く）
市立図書館２階ふれあいセンター

ふれあいセンター

（91）6600

消費生活相談
月～金曜日  9：30～ 16：00

（祝日を除く）
市役所分庁舎２階消費生活センター

消費生活センター

（93）5348

年金相談 20日（木）10：00～ 15：00 市役所分庁舎１階会議室
国保年金課

（93）4085

心配ごと相談
４日（火）、11日（火）、18日（火）
10：00～14：30

福祉センター２階相談室
社会福祉協議会

（92）2451
人権・行政・心配ごと合同相談 25日（火）10：00～ 14：30 福祉センター２階会議室

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午～ 13：00 を除きます。

※１事前予約がない場合は開催しません。※２予約は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から社会福祉課

窓口で受け付けます。予約時は、必ず相談者の身分証を持参してください。

急病のときは
急病診療所　持ち物…保険証　

　　　　　　　  夜間や休日の急な発熱やけがなどの診察・応急処置をします。症状により他の医療機関を紹介します。

●一般　成田市急病診療所（成田市赤坂）

　　　　 (27）１１１６

内科

小児科

毎日 19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

外科 日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

歯科
祝日・振替

（日曜日を除く）
10：00 ～ 16：45

● 15歳まで　印旛市郡小児初期急病診療所

　　　　　　　（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

　　　　　　　 ０４３（４８５）３３５５

  月～土曜日 19：00 ～翌朝5：45

日曜日・祝日
  9：00 ～ 16：45 ／

19：00 ～翌朝 5：45

電話相談（医療機関を受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったら）

こども急病電話相談　 ♯８０００

(ダイヤル回線からは　 ０４３（２４２）９９３９)
毎日　 19：00 ～翌朝６：00

救急安心電話相談（15歳以上）　 ♯７００９

(ダイヤル回線からは　 ０３（６７３５）８３０５)

  月～土曜日 18：00 ～ 23：00

日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ   9：00 ～ 23：00

※休日は正面玄関が施錠

されていますので、すこ

やかセンターの休日夜間

受付の入口を利用してく

ださい。

中央公民館　 （92）１２１１

●休館日　３日（月）、10日（月）、17日（月）、22日（土）、23日（日）、24日（月）

　　　　　　※22日（土）、23日（日）は、スイカロードレース開催のため、臨時休館日です。

●使用申請受付は４日（火）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟９月使用分・講堂棟12月使用分

※８：30までに複数の人が申請に来たときは抽選を行い、受け付け順を決め、順番に申請を受け付けます。

６月の富里市

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

入口

すこやか

センター

駐
車
場

①

②

休日開庁

市民課

一部証明交付（図①）

　市民課　 （93）４０８６

持ち物…運転免許証などの

　　　　本人確認書類

９日（日）

22日（土）

8：30～

17：15

※旅券交付

　9：00～

　16：30

取り扱い手続き

・住民票の写しの発行

　（本人または同一世帯員のみ）

・印鑑登録証明書の発行（代理人可）

・印鑑登録（本人のみ）

・個人番号カード（本人のみ）

・旅券の交付（本人のみ）

※個人番号カードと旅券の交付は、

９日のみ。個人番号カードは、平

日の市役所開庁時に要予約。

市税休日納付相談（図②）

●納税課　 （93）０４３３

●国保年金課　 （93）４０８４
※相談日の当日は、国保年金課へ

問い合わせてください。

30 日（日）

 9：00～

16：00

相談対象税目

・市・県民税

・固定資産・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

15広報とみさと　2019.6.1

問 社会福祉課　 　(93）4192　FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人などを対象に、広報とみさとを録音したCD を「声の広報」として配布しています。

1 土

2 日

3 月

4 火
第37回環境美化ポスター展（P9) 
 ～ 21日（金）

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日 市民課一部証明交付

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日
すいかまつり（P1）
普通救命講習会（P11）

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土 市民課一部証明交付

23 日 第36回富里スイカロードレース（P1）

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日 市税休日納付相談



荒野　峰之（46 歳）
（あらの　みねゆき）
七栄 646-974
無所属　①

沖田　健二（72 歳）
（おきた　けんじ）
立沢新田 86-142
無所属　①

高橋　益枝（70 歳）
（たかはし　ますえ）
七栄 92-8
無所属　⑤

猪狩　一郎（77 歳）
（いがり　いちろう）
日吉台 3 丁目 22-9
無所属　⑥

柏崎　のり子（72歳）
（かしわざき　のりこ）
日吉台 1 丁目 23-16
日本共産党　⑩

田口　勝一（71 歳）
（たぐち　かついち）
十倉 615
無所属　③

井上　康（63 歳）
（いのうえ　やすし）
七栄 650-195
無所属　③

河田　厚子（59 歳）
（かわた　あつこ）
日吉台 5 丁目 25-9
無所属　①

戸村　喜一郎（71歳）
（とむら　きいちろう）
日吉倉 44
無所属　③

江原　利勝（61 歳）
（えはら　としかつ）
十倉 542
公明党　⑥

國本　正美（63 歳）
（くにもと　まさみ）
中沢 972-3
無所属　①

布川　好夫（60 歳）
（ぬのかわ　よしお）
七栄 650-711
公明党　④

大川原　きみ子（67 歳）
（おおかわら　きみこ）
中沢 1697-48
公明党　④

櫻井　優好（72 歳）
（さくらい　まさよし）
日吉台 3 丁目 38-4
無所属　⑤

野並　慶光（32 歳）
（のなみ　よしみつ）
七栄 35-79
無所属　②

岡野　耕平（69 歳）
（おかの　こうへい）
七栄 651-174
無所属　③

鈴木　英𠮷（74 歳）
（すずき　えいきち）
七栄 532
無所属　⑤

藤田　幹（39 歳）
（ふじた　みき）
日吉台 4 丁目 9-18

（第 2 開運不動産ビ
ル202 号）
立憲民主党　①

写真の下には、氏名、年齢、住所、所属、当選回数を順に掲載しました。（五十音順、敬称略）

【任期】平成 31年 4月 30日～令和５年 4月 29日

市議会議員選挙の投票が４月 21 日に行われ、市議会議員に次の 18 人が当選されました。今後４年間、

市民の代表として活躍される議員の皆さんを紹介します。

富里市議会議員選挙　市議18人が決まりました

問議会事務局　  （93）6492

納期内納付にご協力ください

市民税・県民税（普通徴収）第1期７月１日　（月）今月の納期

富里市、高知県安芸市、岩手県雫石町、東京都台東区では、岩崎久彌（三菱グループ第３代社長）ゆ

かりの史跡がそれぞれの地域にあることから、「岩崎家ゆかりの地」と称して広域連携事業を行って

います。

5 月 10 日、富里市で令和元年度総会と委員会を開催しました。当日は、４自治体の首長、観光担当部署、

文化財担当部署、各地域の観光協会や小岩井農牧株式会社などが富里に集結し、令和元年度の事業に

ついて協議しました。

当協議会では、岩崎家ゆかりの地の地域住民と事業者間の交流を活性化し、観光ルートの造成による

観光客の誘致、商品開発、地域産品の販路拡大を図るなど、地域社会と経済の健全な発展に寄与する

ことを目的に、各種事業内容の検討を進めています。

4自治体の首長が富里に集結

岩崎家ゆかりの地広域文化観光協議会を富里市で開催

問  商工観光課　 （93）4942

広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。
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