
お知らせ

気をつけて！
水辺は危険がいっぱい

印旛沼土地改良区

　 043(484)1155

印旛沼周辺には、農業用排水のための

施設や洪水を防ぐための施設がたくさ

んあります。

毎年夏休みに入ると、このような施設

での事故が新聞やテレビなどで報道さ

れます。子どもたちはどのような場所

が危険なのか判断できません。水辺付

近で遊んでいたり、釣りをしている子

どもを見つけたら注意してあげてくだ

さい。

野外焼却は禁止されています
環境課　 (93)4945

木くず、廃プラスチックなどの廃棄物

を、法律に適合した焼却設備を用いず

に焼却することは禁止されています。

野外焼却は、ダイオキシンなどの有害

物質の発生や火災の危険などがあり、

地域住民に迷惑がかかるのでやめま

しょう。

なお、次の行為は野外焼却禁止の例外

とされていますが、状況により、市か

ら指導する場合もあります。

○震災、風水害、火災その他の災害の

　予防、応急対策または復旧のために

　必要な廃棄物の焼却

○風俗習慣上または宗教上の行事を行

　うために必要な廃棄物の焼却

○農林業を営むためにやむを得ないも

　のとして行われるツル・草などの焼

　却

○たき火、その他日常生活を営むうえ

　で通常行われる軽微な廃棄物の焼却

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。　問 秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2

空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ

の不法投棄や害虫などの発生原因とな

ります。所有者は日頃から土地の適正

管理を心掛けてください。

7～ 9月は
農地違反転用防止対策強化月間
農業委員会事務局　 (93）6494

県では、毎年７～９月までの３か月間

を「農地違反転用防止対策強化月間」

と定め、パトロールを強化しています。

不審な埋め立てなどを発見したときは、

連絡をお願いします。

農地を別の用途で使用するときは

農地に建物を建てるなど、農地以外の

用途に使用する場合は、農地転用の許

可（市街化区域内では届出）が必要です。

また、農地を土砂埋め立てする場合に

も一時転用の許可が必要となります。

許可なく転用したときは罰則が科せら

れる場合もありますので、必ず事前に

問い合わせてください。

県動物愛護センターからの
お知らせ
申込 県動物愛護センター

（93）5711

必ず事前に電話予約をしてください。

親子体験教室

動物愛護センターの施設見学や猫のお

世話体験ができます。

日 7 月 22 日（月）、29 日（月）、

　８月 19 日（月）、26 日（月）

　10：00 ～ 12：00

対小学４年生～６年生の児童と保護者

　（対象児童の兄弟は見学可）

定各日６組

申 7 月 16 日（火）～開催日前日まで

わが家の犬・猫写真コンク―ル

県動物保護管理協会

043（214）7814

〒 260-0001　

千葉市中央区都町 463 －３

対県内在住の人

申 ８月 19 日（月）【消印有効】まで      

　に次の 2 点を郵送

　①Ｌ判プリント写真（裏面に住所、 

　　氏名、電話番号を記入） 

　　※３枚まで

　②しつけなど適正飼育についてのコ

　　メント（400 字詰め原稿用紙１枚

　　以内）

※作品は原則として返却しません。

他優秀作品 15 点は、９月開催の動物

　愛護週間のイベント会場に展示し、

　表彰します。

ヘビ、スズメバチの巣などの
駆除は

市では、ヘビやスズメバチの巣などの

駆除は行っていません。これらを発見

したときは業者に駆除を依頼するなど、

適正な土地の管理を心掛けてください。

関環境課　 （93）4945

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。

未婚の児童扶養手当受給者
に給付金を支給します
子育て支援課　 （93）4497

児童扶養手当の受給者で、未婚のひと

り親に対し、臨時・特別の措置として、

給付金を支給します。

期申請期間

　8 月 1 日（木）～ 12 月 27 日（金）

　支給時期

　原則として令和 2 年 1 月に支給

額 17,500 円

対次のすべての要件を満たす人

　① 2019 年 11 月分の児童扶養手当

　　の支給を受ける父または母

　②基準日（2019 年 10 月 31 日）に

　　おいて、これまでに婚姻（法律婚）

　　をしたことがない

　③基準日（2019 年 10 月 31 日）に

　　おいて事実婚をしていない、また

　　は事実婚の相手方の生死が明らか

　　でない

持申請書、戸籍謄本、本人確認書類、

　指定した口座が確認できる書類

他支給対象者には、申請書などを児童

　扶養手当の現況届に同封し、7 月末

　頃に送付する予定です。

印旛保健所成田支所からの
お知らせ
印旛保健所管内食品衛生協会

043（483）1179

印旛保健所成田支所では、検便容器・

水質検査容器などの取扱いを行ってい

ましたが、４月 18 日で廃止しました。

また、毎週月、水曜日に印旛保健所管

内食品衛生協会職員が同所に出向して

いましたが、同時に閉鎖いたしました。

今後の取扱い業務は印旛保健所管内

（佐倉市鏑木仲田町）食品衛生協会の

窓口で行いますので、ご注意ください。

　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。

平日利用がリーズナブルに！
　　　詳しくはＷｅｂで検索！

★『ユニバーサル･スタジオ･ジャパン®』まで乗り換えなし!★

　３列シートでゆったり快適に!安心安全のドライバー２人体制!

夜行高速バス

 京都駅まで 7,240 円 

 京田辺まで 7,450 円 

 大阪駅・なんばまで 7,760 円 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ®まで 

片道 ～ご乗車日により運賃は変動します～到着地

市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

パソコン・ケータイからは「発車オーライネット」で予約し、コンビニ等で乗車券を発券できます。

お問い合わせ先お問い合わせ先

千葉交通株式会社
千葉県成田市花崎町750-1　TEL：0476-24-3331

成田空港 京成成田駅

富里バスターミナルから

富里バスターミナル（ベイシア脇）駐車場有り

～

～

～

8,540 円 

8,750 円 

9,060 円 

7,760 円 ～ 9,060 円 

駆除依頼・相談先…

　県害虫防除協同組合

　 043（221）0064

富里市広報原稿（縦 9.0cm×横 5.5cm）

Ａ．手荷物カート回収員

Ａ．手荷物カート回収員
Ｂ．ｴｽｶﾚｰﾀｰご利用案内員

★★ スタッフ募集中 ★★

お客様がご利用になった手荷物カートの回収
作業、またはお客様が安全にｴｽｶﾚｰﾀｰをご利用
いただけるようご案内するお仕事です。

・シフト制（5︓45～23︓00）実働 8時間
・月給 17.7万円、交通費 25,000円迄支給
・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災

・シフト制（A.5:45～23:00/B.6:45～21:15）
・時給 1,000円、１日 5時間 30分勤務
・交通費 25,000円迄支給、雇用保険、労災

株式会社成田空港ビジネス
採用担当 0476-32-6566お電話お待ちしております︕
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