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市の人口 市の人口 ●●（令和元年 12 （令和元年 12 月 31 日現在）月 31 日現在）

　　　　　　 　　　　　　 ５０，２４５人（ 前月比　＋ 92）５０，２４５人（ 前月比　＋ 92）

令和元年千葉県災害義援金配分
台風第 15 号などにより人的被害・
住家被害を受けた（り災証明書を受
けた）人に対して義援金を配分して
います。
詳しくは問い合わせてください。
問 会計課　 （93）6491

輝く未来へ　新たな門出輝く未来へ　新たな門出

祝祝 新成人新成人
―  令和２年  富里市成人式  ――  令和２年  富里市成人式  ―
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■費用　1 株当たり６，０００円　■育成場所　立沢地先　■参加特典　大玉スイカ２玉　■定員　70 人　※※定員を超えた場合は抽選
■その他　○申込みは 1 世帯 1 株までです。
　　　　　○オーナーの株から必ずスイカができるとは限らないため、他の株から採れたスイカをお渡しする場合があります。
　　　　　○収穫体験に参加できなかった人には、収穫後にスイカを送付します（別途送料がかかります）。
■申込　次の事項を明記し、２月 17 日（月）までに郵送（17 日消印有効）、FAX、メールのいずれかで申し込んでください。
　　　　○郵便番号　○住所　○氏名（ふりがな）○電話番号　○「スイカオーナー申込」
問・申込先　商工観光課　 （93）4942  　ＦＡⅩ　（93）2101　 shoukou@city.tomisato.lg.jp　〒286－0292（住所不要）

参加者募集

スイカオーナー制度とはスイカオーナー制度とは
すいか苗1株ごとにオーナーを募り、自ら収穫などの農業体験イベントに
参加できる制度です。初夏には大玉スイカ２玉が収穫できます。

令和２年度富里スイカオーナー制度

申込方法申込方法

①①専用振替用紙（払込取扱票）専用振替用紙（払込取扱票）
■■申込期間申込期間　２月 13 日（木）～２月 22 日（土）（22 日の消印有効）　２月 13 日（木）～２月 22 日（土）（22 日の消印有効）
■■事務手数料事務手数料　２７０円　　２７０円　※※別途、振込手数料が必要です。別途、振込手数料が必要です。
■■その他その他　　
　専用振替用紙は、次の市内公共施設に備え付けてあります。　専用振替用紙は、次の市内公共施設に備え付けてあります。
　○　○市役所総合受付　市役所総合受付　○○中央公民館　中央公民館　○○社会体育館　社会体育館　○○市立図書館市立図書館
　○　○北部コミュニティセンター　北部コミュニティセンター　○○中部ふれあいセンター中部ふれあいセンター
②②インターネット（インターネット（RUNNETRUNNET）から申し込む）から申し込む
■■申込期間申込期間　２月 13 日（木）午前６時～　２月 13 日（木）午前６時～
　　　　　　２月 22 日（土）午後 11 時 59 分まで　　　　　　２月 22 日（土）午後 11 時 59 分まで
■■事務手数料事務手数料　不要　　不要　■■申込先申込先　　RUNNETRUNNET　　H P https://runnet.jp/https://runnet.jp/

参加希望者は参加希望者は①①・・②②いずれかの方法で、必ず申込期間内に申し込んでいずれかの方法で、必ず申込期間内に申し込んで
ください。定員を超えた場合は、抽選で参加者を決定します。ください。定員を超えた場合は、抽選で参加者を決定します。

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）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（93）1145
　● 　● 公式ホームページ公式ホームページ　　 https://www.tomisato-suikaroad.jp/ https://www.tomisato-suikaroad.jp/

部門・定員部門・定員

種　目 対　象 定　員 スタート時間 制限時間

３㎞
中学生男女

６００人
午前 ９ 時 00 分

30 分小学生男女
（4 年生～）

午前 ９ 時 15 分

10 ㎞

一般男女
（16歳～39歳）

９，４００人

第 1 スタート
午前 ９ 時 45 分

第 2 スタート
午前 10 時 05 分

90 分
40 歳代男女

50 歳代男女

60 歳以上男女

計 １０，０００人

※※ 10 ㎞のスタートは２回に分けます。申込時の申告タイム１時間 00 分　10 ㎞のスタートは２回に分けます。申込時の申告タイム１時間 00 分　
　　までは第 1 スタート、1 時間 01 分以上は第 2 スタート。までは第 1 スタート、1 時間 01 分以上は第 2 スタート。

第37回第37回
富里スイカロードレース大会富里スイカロードレース大会

２月 13日（木）２月 13日（木）参加申し込みを開始参加申し込みを開始

6月 21日（日）開催6月 21日（日）開催
雨天決行雨天決行
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o 

suika road race

１月 12 日、中央公民館で令和２年成人式が開催され、晴れて新成人になった１月 12 日、中央公民館で令和２年成人式が開催され、晴れて新成人になった
314 人（対象 450 人）が出席しました。314 人（対象 450 人）が出席しました。
式典前のアトラクションでは、成人式実行委員企画の小・中学校思い出写真の式典前のアトラクションでは、成人式実行委員企画の小・中学校思い出写真の
スライドショーが行われました。また、式典では、市長から代表の齋藤達也さスライドショーが行われました。また、式典では、市長から代表の齋藤達也さ
んに記念品が贈られたほか、代表の石原脩平さんから二十歳の誓いが述べられんに記念品が贈られたほか、代表の石原脩平さんから二十歳の誓いが述べられ
ました。会場内では、小・中学校時代の担任の先生や部活動の顧問、懐かしいました。会場内では、小・中学校時代の担任の先生や部活動の顧問、懐かしい
友人との再会に素敵な笑顔があふれました。友人との再会に素敵な笑顔があふれました。

令和２年富里市成人式令和２年富里市成人式　　

　　　450人の新たな門出　　　450人の新たな門出

成人式欠席者に記念品の引き換え成人式欠席者に記念品の引き換え
式典に出席できなかった人に記念品を配布しています。案内はがきを持参してください。
なお、本人が来られない場合や、はがきを紛失した場合もお渡しします。
■期限　令和２年 12 月 28 日（月）　　
■場所　生涯学習課（中央公民館 1 階）、日吉台出張所　※案内はがき持参のみ
問生涯学習課（中央公民館内）　 （93）7641

千葉県内

千葉県内唯一の唯一のジャズ・オーケストラ部
ジャズ・オーケストラ部
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千葉県内

千葉県内唯一の唯一のジャズ・オーケストラ部
ジャズ・オーケストラ部

千葉県立
千葉県立富里富里高等学校高等学校

特集

富里は 「
富里は 「ジャズの街」

ジャズの街」

大会やコンサート大会やコンサート
昨年 8 月に行われた「スチューデント・ジャズ・コ昨年 8 月に行われた「スチューデント・ジャズ・コ
ンテスト」では最優秀賞を受賞（２年連続）。ンテスト」では最優秀賞を受賞（２年連続）。
近隣市の小学校や商業施設のイベントコンサートに近隣市の小学校や商業施設のイベントコンサートに
も出演。も出演。
多い月は 1 か月で３～ 4 回イベントに出演。多い月は 1 か月で３～ 4 回イベントに出演。

千葉県内唯一千葉県内唯一の の ジャズ・オーケストラ部 ジャズ・オーケストラ部 がが  あるある                                  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富里高校富里高校  を取材しました！を取材しました！

部員数部員数
28 人（１・２年生）

活動日時活動日時
基本的に平日授業後、土曜日

指導員指導員
プロの音楽家 篠原正樹さんが

　週に 1 回程度指導

学校創立当時、校歌を作曲するために訪れ
た有名な音楽家 平尾昌晃さんが「ビッグバ
ンドを作りなさい」と一声かけたのが始まり。
県内唯一のジャズ・オーケストラ部なので、
ジャズ・オーケストラ部希望で入学する人
も多い。全国的に見ても、ジャズ・オーケ
ストラ部がある高校は少ない。
部員の内、8 割くらいは市内在住者で残り
は近隣市町など。以前は千葉市在住の部員
もいたとのこと。

富里高校創立34年富里高校創立34年
ジャズ・オーケストラ部創設33年ジャズ・オーケストラ部創設33年

富里高校富里高校
ジャズ・オーケストラ部の特徴ジャズ・オーケストラ部の特徴

演奏スタイルは現代的なスタンダードタイプ。演奏スタイルは現代的なスタンダードタイプ。
楽器はドラム・ピアノ・ベース・サックス・トロンボーン・トランペット。楽器はドラム・ピアノ・ベース・サックス・トロンボーン・トランペット。
毎年４月にアメリカのモントレーで行われる、ジャズフェスティバル（世界毎年４月にアメリカのモントレーで行われる、ジャズフェスティバル（世界
的な大会）に参加した部員もいる。昨年の参加人数は 16 人。的な大会）に参加した部員もいる。昨年の参加人数は 16 人。

「「Next　Generation　Jazz　OrchestraNext　Generation　Jazz　Orchestra」（全米選抜高校生ジャズバンド：」（全米選抜高校生ジャズバンド：
現地トップレベルの高校生）と一緒に練習したり指導を受けている。現地トップレベルの高校生）と一緒に練習したり指導を受けている。

今後の目標今後の目標
私たちの今後の目標は、1 人でも多くの方が笑顔に私たちの今後の目標は、1 人でも多くの方が笑顔に
なってくれるような演奏を届けることです。地域のなってくれるような演奏を届けることです。地域の
イベントやコンサートを通して演奏する私たちはもイベントやコンサートを通して演奏する私たちはも
ちろん、演奏を耳にした全ての方が笑顔になれるよちろん、演奏を耳にした全ての方が笑顔になれるよ
うに、日々の練習に取り組んでいきたいと思います。うに、日々の練習に取り組んでいきたいと思います。
また、ジャズ・オーケストラ部は伝統を受け継ぐこまた、ジャズ・オーケストラ部は伝統を受け継ぐこ
とを大事にしています。偉大な先輩方が数々のコンとを大事にしています。偉大な先輩方が数々のコン
テストで残した優秀な成績に続いて、実績を積み上テストで残した優秀な成績に続いて、実績を積み上
げ、次の世代へと繋げていくことも目標として、向げ、次の世代へと繋げていくことも目標として、向
上心を持ち、本物のジャズを追求していきたいです。上心を持ち、本物のジャズを追求していきたいです。

過去の大会での実績過去の大会での実績
2017年　2017年　スチューデント・ジャズ・フェスティバルスチューデント・ジャズ・フェスティバル
　　　　　東日本大会最優秀賞受賞　　　　　東日本大会最優秀賞受賞
2018年　2018年　第1回スチューデント・ジャズ・コンテスト第1回スチューデント・ジャズ・コンテスト
　　　　　最優秀賞受賞　　　　　最優秀賞受賞
2019年　2019年　第２回スチューデント・ジャズ・コンテスト第２回スチューデント・ジャズ・コンテスト
　　　　　最優秀賞受賞　　　　　最優秀賞受賞

広報とみさと　2020.2.1　3



第８回とみさと市民活動フェスタ

市民と市長の対話
　「まちかど市長室」が始まります

市長が、地域やグループの活動の場に出向きます。
対話を通じて、皆さんの市政やまちづくりに対する、積極的な意見を　　　
お聞かせください。

　■内　　容　市長からの市政報告、市民の皆さんとの対話　　
　　　　　　　※市長から市政の現状を報告します。その内容について
　　　　　　　　皆さんの意見をお聞かせください。　
　■対　　象　市内に在住、在勤、在学するおおむね１０名以上のグループ
　　　　　　　※営利目的、宗教・思想・政治等の目的の団体は対象外
　■開催日時　午前９時から午後９時までの間のおおむね 90 分で、
    　                グループの希望日時と市長のスケジュールを調整の上、決定
    　                ※ 12 月 28 日～翌年１月４日までを除く
　■申込方法　希望する日の１か月前までに、秘書広報課に申込書を提出
　■会　　場　市内でグループが確保した会場
          　     　  ※個人宅や飲食店などでは開催しません。

消費者フェスタ
～つながりを広げ深めよう  
安心・安全な地域づくりをめざして～

4

問市民活動推進課　 （93）1117

日時　２月８日（土）10：00～15：00

場所　中央公民館・市民活動サポートセンター

市民活動の祭典

身近な団体の活動を見て・聞いて・体験して・交流できる
子どもから大人まで楽しめるイベントです！
ぜひご来場ください。

明るい社会づくり運動富里明社
NPO法人NPO富里のホタル
NPO法人子どもプラザ成田
NPO法人市民後見太陽

NPO法人富里ビークルサービス
MOAイキイキワクワク健康生活ネットワーク富里
オラキノ・マイカイみちこフラスタジオ

環境美化をすすめる共生の会
協働つなぎ隊

軽便鉄道を考える会in富里
こども食堂・とみさと

３Ｂ体操
社会福祉法人牧の園　若草児童館

末廣倶楽部
スペシャルオリンピックス日本・千葉

富里市企画課
富里市子ども会ジュニア・リーダースクラブ

富里市少年少女の翼実行委員会
富里市青少年相談員連絡協議会
富里市ファミリーサポートセンター

富里市防犯指導員連合会
富里市ボランティアセンター

参加団体一覧

富里スクエアダンスクラブ
富里第一小学校区まちづくり協議会
富里第一地区社会福祉協議会
とみさとトイズクラブ
とみさとドローンクラブ
富里ふくろうプレーパーク
とみさとボッチャの会

ドレミの会
パソコンカフェ・it塾
ぷれジョブ・富里

ボーイスカウト富里第一団
母乳育児サークル
みんなの日本語
千葉大学「CHIPS」

スターバックスコーヒー　ベイシア富里店
生活協同組合コープみらい

ヤマトホームコンビニエンス株式会社
夢屋　富里店
富里市区長会
七栄商店会
南部商店会
日吉商店会

日　時　２月８日（土）10：00～14：00
場　所　保健センター１階
　　　　（すこやかセンター内）

団体名・テーマ 内　容

市消費生活センター
【かしこい消費者になるために】

〇消費者クイズ（大人向け・子ども向け）
※消費者クイズ参加者に「とみリン」グッズプレゼント

市地域包括支援センター
【地域包括支援センターってなあに？】

〇センターのＰＲ
〇ワークショップ「バレンタインメッセージ　
　カードを作って感謝の気持ちを伝えよう」

市シルバークラブ連合会
【元気な高齢者の活動紹介】

〇活動紹介
〇ワークショップ「バレンタインメッセージカード
　に飾りつけをして自分だけのカードを作ろう」

成田警察署生活安全課・交通課
【犯罪ゼロは地域の見守りから】

〇「電話de詐欺」などの犯罪手口の啓発
〇子供警察官制服体験「ちびっこ警察官集まれ～」
〇白バイ展示「白バイに乗ってハイポーズ♪」

千葉県弁護士会
【出張無料弁護士相談会】

〇千葉県弁護士会の活動紹介
〇無料弁護士相談会「お一人30分まで弁護士が
　無料で相談お受けします。」

ナリコーセレモニー
【最近話題の終活！自分らしい人生を

デザインしてみませんか？】

〇インスタ映え入棺体験！
〇終活について気軽に相談
〇「スマートパルス」によるストレスチェック

問商工観光課　 （93）4942

問秘書広報課　 （93）1112

図書館来館者500万人達成！！

図書館は平成 15 年３月に開館し、９月 18 日に来館者数が 500 万人に到達
しました。
500 万人目の来館者は、市内在住の斎藤はな絵さんでした。
12 月 18 日に市長室で市長から「500 万人達成の認定証」、教育長職務代理
者から「記念品」が贈呈されました。
来館者 500 万人を記念し、下記の記念行事を開催します。

問図書館　 （90）4646

▲左から）五十嵐市長、斎藤さん親子、　
　森田教育長職務代理者、早川図書館長

■中央公民館
　【１階】木の実工作、射的・キムスゲーム、ストラップ作成、
　　　　 子どもの遊び工作、おもちゃクリニック　など
　【２階】リトミック、スクエアダンス、昔遊び、健康体操、
　　　　 リサイクル花器を使った一輪生け、吹矢体験、
               ダンボールアート作品展　など
　【３階】落ち葉プール、バンブーダンス、的あて、簡単工作、
               マラカス作り　など
　【４階】ボッチャミニゲーム、トイドローン操作体験、
　　　　 パネル展示、ボランティア相談、交流スペース
　            など
　【講堂】公益活動に対する感謝状贈呈式、抽選会　など
■サポートセンター
　パソコン体験、ミニチュアツリーハウス作り
■屋外　
　コリントゲーム、コイン落とし、バケツ釣り、
　青パト乗車、こども交通安全教室、コーヒーの無料試飲、
　食べ物の出店　など
■その他
　スタンプラリー

世代を問わず楽しめます。
消費者トラブルや詐欺などの状況を知ってもらう
ことで、防犯や地域の見守りの大切さを意識して
いただくためのイベントです。

多くの皆さんの来館をお待ちしてい
ます。
■記念展示
　幻のぽっぽ―軽便鉄道―
　２月１日（土）～３月25日（水）
　　※休館日を除く
　内容…鉄道模型、パネル展示
■記念親子おはなし会
■記念カルトナージュ教室　など
※詳しくは、　12 ページを
　ご覧ください。
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地方税共通納税システムが始まりました

令和元年 10 月から、今まで事業所などで行っている地方税の電子申告、電子
申請・届出に加え電子納税が利用可能となりました。
市へ電子納税できる税金の種類は、法人市民税、個人住民税（特別徴収分、退
職所得分）です。
利用時間は 8：30 ～ 24：00（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）
です。
利用届出、ソフトウェア、パソコン環境の準備などが必要になる場合がありま
す。詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。
問   ヘルプデスク　 （0570）081459
　受付時間９：00 ～ 17：00　（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）
    https://www.eltax.lta.go.jp/  エルタックス 検索

令和元年度台風第 15 号の影響により、住宅に損害を受けた人が、補修や建替
えなどのため金融機関から資金を借りれた場合に、利子の一部を補助します。
■内容　〇利子補給率　年利２％以内
　　　　〇利子補給期間　利子の支払い開始日から５年以内
　　　　〇利子補給対象限度額　10 万円以上 500 万円以下
■対象　次のすべてに該当する人
　　　　①市からり災証明を受けた住宅を、自己または親族が所有していて、
　　　　　台風被災時に自己または親族が当該被災住宅に居住していた人
　　　　②市内の被災住宅の補修を行う人、または被災住宅に代わる住宅の
　　　　　建設もしくは購入を市内で行う人
　　　　③住宅建築資金について、令和元年９月９日以降に金銭消費賃貸借
　　　　　契約を金融機関と締結し、融資の実行を受けた人
　　　　④利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他か
　　　　　ら受けていない人と受けようとしていない人
■借入金の使途　〇被災住宅の補修 〇被災住宅に代わる住宅の新築または購入
　　　　　　　　〇被災住宅に代わる住宅の新築または購入に必要な土地　　
　　　　　　　　　資金（土地のみの購入資金は除く）　　　

問防災課　 （93）1114

令和２年度　会計年度任用職員募集
問・申込先　総務課　 （93）1113   
　〒 286-0292（住所不要）

会計年度任用職員とは
地方公務員法の改正に伴い、令和２年４月から任用される非常勤職員です。
採用後は、地方公務員として勤務し、地方公務員法上の服務に関する規定が
適用されます。
勤務時間が、週 38 時間 45 分（週５日、１日７時間 45 分）をフルタイム
会計年度職員、週 38 時間 45 分未満をパートタイム会計年度任用職員とし
ます。
■職種（例）
　事務補助、保健師、看護師、歯科衛生士、保育教諭、助産師、幼稚園
　補助教諭、道路作業員、個別指導補助員、図書館司書　など
■勤務条件など　
　(1) 任用期間　令和２年４月１日（水）～令和３年３月 31 日（水）
　(2) 勤務日数・時間　週１日～５日、１日７時間 45 分以内の勤務
　　 ※配置所属により、勤務日や勤務時間が異なります。
　(3) 給料（報酬）　職種により異なります
　　 （例）一般事務　フルタイム 148,600 円～ 153,000 円
                                 パートタイムの場合は時給に換算
　　 ※任期６カ月以上で週 23 時間 15 分以上の勤務の場合、期末手当
          （任期により最大 2.6 月分／年）が支給されます。
        ※交通費は常勤職員に準じ、実費相当額を支給します。
   (4) 社会保険、雇用保険など　規定に基づき適用 
        ※フルタイム会計年度任用職員は、任期により、共済組合の加入や
　　　 退職手当支給の対象になります。
■採用までの流れ

農業委員会委員
■募集定数　８人　
　※過半数は認定農業者とします。（法人における認定農業者については、そ
の役員）また、農業者以外で、中立な立場で公正な判断をすることができる人
を１人以上含めます。
■任期　令和２年 7 月 20 日～令和５年 7 月 19 日
■応募資格　農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化に関する事
　　　　　　項や、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職
　　　　　　務を適切に行うことができる人
農地利用最適正化推進委員
■募集定数　12 人（６地区各２人）
■任期　令和２年７月 20 日以降の委嘱日～令和５年７月 19 日
■応募資格　○農地などの利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、次の内
　　　　　　　容を行うことができる人
　　　　　　○農業者などで、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農
　　　　　　　地の発生防止・解消などの地域における現場活動を行える人
■その他　○農業委員会委員と農地利用最適化推進委員の両方の候補者にな
　　　　　　ることはできますが、兼務はできません。
　　　　　○農地利用最適化推進委員は、複数の地区について同時に候補者
　　　　　　となれます。
　　　　　○次の人は委員にはなれません。
　　　　　　①破産手続き開始の決定を受け復権を得ない人
　　　　　　②禁固刑以上の刑に処せられその執行が終わるまで、またはそ
　　　　　　　の執行を受けることがなくなるまでの人
■申込　２月５日（水）～３月６日（金）までに、指定様式（※）に必要事
　　　　項を記入し、持参または郵送（３月６日必着）
              ※農業委員会事務局窓口で配布または市公式ホームページからダウ
　　　　　ンロードできます。

農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員募集
問農業委員会　 （93）6494

自薦・他薦問いません

■資格　

　幼稚園教諭の有資格者

■勤務場所  

　浩養幼稚園または富里幼稚園

■職務内容  

　園児の保育・教育

令和２年度市立幼稚園
会計年度任用職員
募集

 問●浩養幼稚園　 （94）0054  
    ●富里幼稚園　 （93）2387

■資格　
   保育士・幼稚園教諭の有資格者
■勤務場所　
   葉山こども園または向台こども園
■職務内容　
    園児の保育・教育

令和２年度市立こども園
会計年度任用職員

（パートタイム）募集
 問●葉山こども園　 （93）1215  
    ●向台こども園　 （93）2951

■給料（報酬）  時給991円～1,200円
　　※交通費は市の規則に基づき別途支給
■勤務時間　
　７：00～19：15のうち指定する時間
　※土曜は７：00 ～ 15：15
　※勤務日時などは相談してください。

■給料（報酬） 
   フルタイム    
　 月給 161,300 円～ 195,400 円
    パートタイム
　時給 991 円～ 1,200 円
　　※交通費は市の規則に基づき別途支給
■勤務時間　
   フルタイム   8：15 ～ 17：00
   パートタイム 12：00～17：00

会計年度任用職員登録者
名簿に登録

各課担当者から面接
などの連絡

採用手続に必要な書類
の提出

面　  接

採  用  手  続

合 否 の 連 絡

※名簿に登録されても、必ず採用されるものではありません。
　ご了承ください。

総務課人事給与班へ
履歴書を提出（郵送可）

富  里  市応  募  者

※資格・免許などを有する人
は、その資格・免許などを証
明する書類などの写しを添付

※履歴書受付日から令和3年
3月31日まで

勤  務  開  始
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①確定申告書作成・提出
　イオンモール成田２階イオンホール＜成田市ウィング土屋＞
■期間　２月 17 日（月）～３月 16 日（月）（土・日曜日を除く）
　　　　※　　　　※２月 24 日（月・振休）、３月１日（日）は実施します。
■受付時間　９：00 ～ 16：00　（提出のみは 17：00 まで）
　※　※９：00 ～ 10：00 は、立体駐車場３階の連絡通路を通り、モール２階　
　　Ｃ入口から入ってください。
　※※税務署内に申告書作成会場はありません。
　※　※会場開設日や最終週は、大変な混雑が予想されます。混雑状況により、　
　　長時間お待ちいただくこともあります。
　※※混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
■その他
　○作成済みの申告書の提出は、　郵送のほか、土・日曜日と祝日を除き、
　　税務署１階の総合窓口でも受け付けています。
　○相続税の相談、国税の納付、　納税証明書の請求・発行、申告書の閲覧サー
　　ビス、開示請求の手続きなどはイオンモール成田では行っていません。
　　税務署で手続きしてください。

②確定申告書の提出
　成田税務署＜成田市加良部＞
　３月 16 日（月）までは税務署窓口では確定申告書の作成・相談はできません。
　イオンモール成田を利用してください。
■受付時間　８：30 ～ 17：00（土・日曜日、祝日を除く）
■郵送提出　封筒に住所・氏名を記入し、次の宛先に郵送
　〒 286 － 8501　成田市加良部１ー 15　成田税務署宛て
　※　※確定申告書などの控えに税務署の受付印が必要な人は、切手を貼った返信
　　用封筒（住所・氏名を必ず記入）を同封してください。

③確定申告書、　市・県民税申告書の提出・相談
　すこやかセンター２階健診準備室
■期間　２月 17 日（月）～３月 16 日（月）　（土・日曜日、祝日を除く）
　※　※期間中は、課税課窓口での提出・相談はできません。
　※　※３月１日（日）は市・県民税申告書の提出・相談のみ、すこやかセンター
　　２階健診準備室で行います。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。
■確定申告など個別相談（午前・午後各 40 件）
　収入金額・必要経費と各種控除の書類を整理して、持参してください。また、
農業者や事業者などは収支内訳書を事前に作成してください。書類が整ってい
ないと受付できない場合があります。
　●受付時間　８：30 ～ 15：30（12：00 ～ 13：00 は除く）
　※※個別相談の順番は、先着順で受け付けますが、８：20 までに複数の人が
　　受付に来たときは抽選で順番を決めます。早朝の不審者侵入の防止や盗難
　　などを未然に防ぐため、ご協力をお願いします。
　※※混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
　●相談時間　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
■市・県民税申告（提出のみ含む）　
　８：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00
　市・県民税申告の提出・相談は、混雑状況により長時間お待ちいただくこと
があるため、次のとおり会場を設けていますのでご利用ください。
市・県民税申告の受付・相談特設会場
■日時　２月４日（火）～ 13 日（木）（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
　　　　※２月３日（月）は税理士無料相談（詳しくは７ページ）を行います。
■場所　市役所分庁舎１階会議室
　※　※この期間は、所得税の確定申告書の作成や計算などに関する相談は受けら
　　れません。
■市・県民税申告書の郵送提出
　〒 286 － 0292（住所不要）　富里市課税課市民税班宛て

■確定申告が必要な人（主な例）
○営業、農業、不動産、譲渡所得などの税額計算をした結果、納税となる人
○給与の年収が２千万円を超える人
○給与以外の所得が 20 万円を超える人
○２か所以上から給与を受給している人
○公的年金収入が４００万円を超える人
○公的年金収入が４００万円以下で、公的年金以外の所得合計が20万円を超える人
※※確定申告書の提出が不要な人でも、市・県民税の申告は必要になる場合があります。
　市・県民税の申告をしなかった場合、年金から引かれている社会保険料など
以外の控除内容が市では把握できないため、市・県民税が高くなる可能性があ
ります。
　このため、生命保険料や医療費などの支払・扶養控除などを追加することで、
市・県民税額を抑えることができる場合があります。
■平成 28 年分以降の申告はマイナンバーが必要です
　平成 28 年分以降の所得税及び復興特別所得税・個人事業者の消費税及び地
方消費税・贈与税の申告書は税務署へ提出の都度、マイナンバー（個人番号）
の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

【本人確認書類の例】
①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ
　（【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。）
②通知カードなど【番号確認書類】＋
　運転免許証や公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
※※郵送で申告書を提出する場合は①の写し（表裏両面）または②の写しを添付
※※ e － Tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要
■医療費控除を受けるための手続きが変わりました
　平成 29 年度の税制改正で、医療費控除または医療費控除の特例（セルフメ
ディケーション税制）の適用を受ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の
明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に
添付しなければならないこととされました。
　なお、領収書は税務署から提出を求められることがありますので５年間保管
する必要があります。
※※医療保険者から交付された医療費通知（健康保険組合などが発行する「医
療費のお知らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略できます。

【注意】平成 29 年分から令和元年分までの確定申告は、医療費の領収書の添
　　　  付または提示にすることもできます。

■申告が不要な人
○令和元年分の所得税の確定申告をした人
○勤務先から給与支払報告書（年末調整済み）が提出される人
○同一世帯の家族の扶養控除対象者になっている人
■申告が必要な人　　
　令和 2 年１月１日時点で、市内に居住し、次のいずれかに該当する人
○所得が給与所得のみで、勤務先が市役所に給与支払報告書を提出していない人
○所得税の確定申告は必要ないが、市・県民税で各種控除を受ける人
○非課税の所得（失業等給付金、障害年金、遺族年金など）のみで生計を立て
　ていた人
○所得がなく、誰の扶養控除対象にもなっていない人
○所得がなく、別世帯（市外）の人の扶養親族になっている人
○富里市に住んでいないが、令和２年１月１日現在で事務所または家屋敷のい
　ずれかが富里市内にある人
■申告は期限内に
　市・県民税の申告書は、国民健康保険税や介護保険料などを算定するための
基礎資料になります。
　申告をしないと融資を受けるときや、各種申請に必要な所得証明書などの税
証明の発行や、国民年金（障害基礎年金、老齢福祉年金、保険料免除など）の
所得調査ができません。必ず期限内に申告をしてください。

令和元年分
所得税及び復興特別所得税の確定申告と
令和２年度市・県民税の申告

会場に行く前に必ず確認を！
確定申告のうち、次の相談は市役所で受け付けることができません。
イオンモール成田で相談してください。
○令和元年分以外の申告（過年分）　○贈与税、消費税の申告、準確定申告
○住宅借入金等特別控除（初めて受ける人、連帯債務のある人）の申告
○営業や農業などの事業収入や不動産収入が 500 万円以上の申告
○事業を開始して初めての申告　○青色申告　○配当所得の申告
○譲渡所得（土地、建物、株式、会員権の売却など）の申告
○災害の控除（台風災害などに係る雑損控除なども含む）の申告
※※これらの場合以外でも、内容によりイオンモール成田を案内することがあります。

問い合わせ先

●所得税について　
　成田税務署　 （28）5151
　（電話を自動音声で受け付け、要件に応じて担当者が応対します）
●市・県民税について　課税課市民税班　 （93）1111（代）

窓口のご案内 所得税の確定申告

市・県民税の申告
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税理士による無料申告相談
～当日、パソコンで申告書の作成ができます～

問課税課　 （93）0443

年金受給者や給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成して提
出できます。申し込みは不要です。
※※市県民税の申告受付の詳細は、６ページに掲載しています。
■日時　2 月３日（月）10：00 ～ 16：00（開場　9：45）
　　　　　　　　※※混雑状況などにより、受付を早めに終了する場合があります。
■場所　すこやかセンター２階会議室１
■持ち物　
○源泉徴収票など申告に必要な書類　○筆記用具　○電卓　○印鑑
○マイナンバーに係る本人確認書類（①マイナンバーカードまたは②通知カー
　ドなどの番号確認書類と身元確認書類）の写しなど
○前年に申告した人は、前年の申告書などの控え
○成田税務署からハガキや封書で「確定申告書」や「確定申告のお知らせ」　
　が届いている人は持参してください。
○成田税務署の申告書作成会場でパソコンによる申告書の作成を行ったこと 
　がある人は、そのときの控え
○医療費控除を受ける人は、事前に「医療費等の明細書」を作成してきてく
　ださい。申告書や明細書などの様式は、国税庁ホームページで入手できます。
■注意事項
○申告書などの提出のみの場合は、直接税務署に持参するか、郵送で提出し
　てください。
○用紙の配布のみは行いません。
○事業所得、農業所得、不動産所得、先物取引に係る雑所得、土地・建物及
　び株式などの譲渡所得がある場合、損失などの繰越控除がある場合や住宅
　借入金等特別控除（住宅ローン控除）適用初年度の人は参加できません。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、金額などを入
力すれば自動で申告書などが作成できる便利なシステムです。
作成した申告書は、印刷して書面で提出できるほか、ｅ－Ｔａｘを利用
して送信もできます。タブレットやスマートフォンでも作成できます。
また、タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答
を調べることができます。

国税庁　確定申告書作成コーナー 検索

確定申告は国税庁ホームページをご利用ください確定申告は国税庁ホームページをご利用ください

市税の納付遅れや滞納額の増加を防止するため、納期限までの納付が確認で
きない人に、お電話でお知らせします。
※※特定の金融機関や口座番号をお聞きすることや、振込の指示は行いません。
■■日時　　３月８日（日）、15 日（日）　９：00 ～ 16：00

３月は市税収納強化月間です３月は市税収納強化月間です

市税・保険料は口座振替を！市税・保険料は口座振替を！

市では、口座振替を推進しています。口座振替は、指定口座から納期限の日に、
自動的に引き落として納税する便利な制度です。
納め忘れることがなく、金融機関などへ納付に出かける手間が省けるメリッ
トがあります。一度申し込むと翌年度以降も自動的に継続されます。
■口座振替ができる市税など
　○固定資産税・都市計画税　○市民税・県民税（普通徴収）　○軽自動車税
　○国民健康保険税　○後期高齢者医療保険料（普通徴収）　○介護保険料（普通徴収）
■口座振替ができる金融機関
　千葉銀行・みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・
　埼玉りそな銀行・常陽銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫・
　銚子信用金庫・佐原信用金庫・銚子商工信用組合・中央労働金庫・
　富里市農業協同組合・ゆうちょ銀行
■申込
●キャッシュカードでの申込
　口座名義人本人が、キャッシュカード（対象金融機関のみ）と、本人確認
　ができるもの（運転免許証など）を持参し、暗証番号入力などの手続きを
　行うと、即時に申込みができます。
　納税課、国保年金課、日吉台出張所で手続きが可能です。
　※※法人カード、代理カードなど利用できないカードがあります。
　※※富里市農業協同組合は、口座振替依頼書で申し込んでください。
●口座振替依頼書での申込
　口座振替依頼書（①または②）に必要事項を記入・押印し、申込書の種類
　に応じて提出してください。申込期限は、開始希望期の２カ月前までです。
　①専用ハガキ
　　市役所（納税課など）と日吉台出張所に備え付けてあります。
　　郵送または納税課窓口に提出してください。
　②Ａ４サイズの申込書（３枚複写）
　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。
　　納税課または市内金融機関に提出してください。

所得税や住民税の申告が必要ない人でも、国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の納税義務者は、世帯に属する加入者の所得などの申告をしなければ
なりません。
申告の内容は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置や、高額
療養費の支給などの判定基準となります。
申告がないと、軽減措置などを受けることができなくなりますので、住民税
の申告をしましょう。

国民健康保険・後期高齢者医療保険の
所得申告

市税の納期内納付にご協力ください

市税は、福祉や教育、道路などを支える大切な財源です。市税の納期内納付に
ご協力ください。滞納すると、滞納した人にとっても、計算により延滞金が加
算される場合があるなど負担が増えてしまいます。
また、督促状や催告状の発送などの事務費用も発生します。この事務費用も税
金から支出されます。今後も納期内納付にご協力をお願いします。
■猶予制度について
〇徴収の猶予
　次の理由に該当するときは、申請することで、１年以内の期間に限り、徴収
の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受けた、または盗難に遭った
②納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷した
③事業を廃止または休止した
④事業について著しい損失を受けたなど
〇換価の猶予　
　納税について誠実な意思を有する人が、市税を一時に納付することにより、
事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるときなど、一定の要件に
該当するときは、１年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が
認められる場合があります。
〇猶予期間は
　徴収猶予の期間は原則１年以内です。しかし、やむを得ない理由があると認
められたときは、すでに猶予をした期間と併せて、最長２年以内で徴収猶予す
ることができます。
■納税相談はお早めに
　納期限内に納付することが難しい人は、早めに納税課に相談してください。

「納期限内に納付することが困難だから」と未納のままにしておくと、延滞金
による負担が発生するほか、滞納処分の対象となります。

問納税課　 （93）0433

問い合わせ先

国保年金課 国保税班   （93）4084
　　           高齢者医療年金班   （93）4085

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の
発行について発行について

問 ねんきん加入者ダイヤル　 0570（003）004
　 （祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
　 ○月～金曜日　8：30 ～ 19：00
 　○第２土曜日　9：30 ～ 16：00

令和元年 10 月２日～ 12 月 31 日の間に、令和元年に初めて国民年金保険
料の納付をした人には、令和２年２月上旬に日本年金機構から控除証明書が
送付されます。それ以外の人には、すでに発送されています。
年金保険料で社会保険料控除を受けるときは、申告時に証明書の添付が義務
付けられています。紛失しないように注意してください。

問納税課　 （93）0434
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お子さんの入学通知書は
届いていますか
学校教育課　   （93）7658

４月から市立小・中学校へ入学する予
定の子どもがいる世帯を対象に、1月
下旬に入学通知書を発送しました。入
学通知書が届いていないときは連絡して
ください。また、入学通知書が届いてい
て、私立学校などに入学が決まってる人
や、転居予定の人も連絡してください。

国民健康保険の届出
国保年金課　 （93）4083

国民健康保険に加入・脱退するときは、
届出が必要です。届出が遅れると、保
険給付が受けられないときがあります。
また、国民健康保険税は資格取得日
までさかのぼって課税されますので、
14日以内に届出をしてください。

国民年金保険料の納付は
便利な口座振替で
幕張年金事務所　 043（212）8621

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。
持○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
申 口窓の所務事金年、関機融金�

家族経営協定を結びませんか
農政課　 （93）4943

家族経営協定とは、農業を経営する家
族内で話し合い、立場や働き方を明確
にして書面にするものです。また、協
定を結ぶことにより農業者年金など、
制度上のメリットを受けることができます。

お知らせ

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

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。

2020年農林業センサス
企画課　 （93）1118

2月1日を基準日に、農林業の国勢
調査「2020年農林業センサス」が実
施されます。この調査は、今後の農林
業の政策に役立てるため、5年ごとに
実施される大切な調査です。
対象となっている世帯には、すでに調
査票をお配りしています。調査員が回
収（オンライン回答者は除く）に伺い
ますので、記入漏れがないよう準備を
お願いします。

ご協力ありがとうございました

日赤社資の募集結果

社会福祉課　 （93）4192

令和元年度の社資実績額（富里市地区）

１，９２７，５９１円
（令和元年12月13日現在）

自治会などを通じて皆さんから寄せら
れた社資は、日本赤十字社千葉県支部
に送金しました。社資は、国内外の災
害救護、献血事業などの日本赤十字事
業として、被災者世帯への見舞金や生
活日用品、毛布などの物資提供、青少
年赤十字（小・中学校や高校）や日本
赤十字奉仕団によるボランティア活動
への支援などに使われています。

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　 １１）39（ １2

定期的に水道メーターの点検を
上下水道課　 （93）3340

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。
漏水を放置すると、水道料金が高額と
なったり、宅地の陥没事故や家屋・擁
壁の傾斜などの原因となり、大変危険
です。早めに、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.13に掲載 )に相談してく
ださい。
漏水などによる工事の際は

水道の給水装置の工事を行うときは、
必ず市が指定する給水装置工事事業者
へ依頼してください。
指定給水装置工事事業者

水道法における給水装置工事事業者の
指定制度に基づき、市から指定された
事業者です。
市に登録されている工事事業者の一覧
は、上下水道課で閲覧できるほか、市
公式ホームページにも掲載しています。
契約に関するトラブル防止

工事の契約は、工事事業者と、依頼主
との間で行うものです。
工事後のトラブルを避けるため、次の
事項に十分注意してください。
○希望する内容の工事を行うことがで
　きる工事事業者か確認する。
○できるだけ複数の工事事業者から見
　積もりを取り、内容を検討する。
　（見積もりが有料となる場合があり
　ます。）
○工事が始まる前に、工事の内容、費
　用、アフターサービスなどについて、
　十分な説明を受ける。　
※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。

FAXやメール、音声によらない
119番通報

消防署　     （92）1311
　　　　FAX��（93）9949

電話による 119番通報が困難な人
からの「火災・救急などの通報」を
FAXやメール、音声によらない通報
で受け付けています。
FAX からの 119番通報

119番（局番なし）で送信できます。
FAX119番送信用紙は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
また、市公式ホームページからもダウ
ンロードできます。あらかじめ用紙に
氏名や住所などを記入しておくと、緊
急時にすぐ送信できます。
メール 119番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北分
署、社会福祉課で配布しています。
また、市公式ホームページからもダウ
ンロードできます。郵送または FAX
で送るか、消防署または北分署に持参
してください。
音声によらない 119番通報

（Net119緊急通報システム）

スマートフォンやタブレットなどの携
帯端末を利用し、音声によらない緊急
通報できるシステムが2月3日から
始まります。画面をタッチする簡単な
操作で119番通報ができます。
申請書は、消防署、北分署、社会福祉
課で配布しています。
また、市公式ホームページからもダウ
ンロードできます。

２月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日２月10日（月）
※前日までに入金確認をお願いします。

　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 7,370 円 

 京田辺まで 7,590 円 

 大阪駅・なんばまで 7,900 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

～

～

～

8,700 円 

8,910 円 

9,230 円 

7,900 円 ～ 9,230 円 
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③番バスのりば
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( Hotel Welco Narita)
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ベイシア富里店

Wonder GOO
富里店

PCDEPOT 富里
インター前店

オートアールズ
富里店

ケーズデンキ
富里インター店

バスのりば

至　成田

キャンペーン割引
大人１，３００円 小児６５０円

７：３０ 着７：３０ 着７：２５ 着７：２５ 着
｢東京ディズニーシー®｣｢東京ディズニーランド®｣

6：20
6：30
6：39

京成成田駅中央口③番線発
公津の杜駅発
富里バスター ミナル発

ディズニー・ファストパスディズニー・ファストパス®®取得に大変便利 !!

｢東京ディズニーリゾート®｣線の運賃改定を実施します

｢東京ディズニーリゾート®｣へ

大人 １,５５０ 円、小児 ７８０ 円のところ

成田営業所　0 4 7 6 - 2 2 - 0 7 8 3
千葉交通㈱営　業　課　0 4 7 6 - 2 4 - 3 3 3 1

京成成田駅･公津の杜･富里バスターミナル～

開園前に到着 !!

キャンペーン割引キャンペーン割引
IC カード (Suica,PASMO等 ) もご利用頂けます。

大人１，３００円 小児６５０円大人１，３００円 小児６５０円

2019年10月1日(火)運賃改定2019年10月1日(火)運賃改定

●連合千葉

　フリーダイヤル（通話料無料）

　０１２０（１５４）０５２

●面談での相談（要予約）

　成田・佐倉地域協議会事務所

　　成田市花崎町７９９－７

　　ホクセイビル２Ｆ

　　9：30 ～ 17：00

無料なんでも労働相談

解雇・雇用契約、賃金不払、

労働時間、パワハラ・セクハ

ラなど労働問題に対し専門の

アドバイザーが秘密厳守にて

適切にアドバイス。

「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。

　　　　　　有料広告スペース
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北部コミュニティセンター
臨時休館

北部コミュニティセンター　 （93）3755

館内床清掃のため、次の日時は施設の
利用と図書の貸し出し・返却はできま
せん。
日 2月16日（日）終日

募　集

千葉県 DV・児童虐待
予防セミナー

申込県総合企画部男女共同参画課
   043（223）2376

FAX  043（222）0904
 kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp

体の不調の何割かは配偶者が原因？

夫源病・妻源病の治し方

日２月16日（日）14：00～
場ホテル　ザ・マンハッタン２階ルーナ
　＜千葉市美浜区ひび野2-10-1 ＞
講石蔵文信さん
　（医師「イシクラメディカル代表」）
定 200人（応募多数の場合は抽選）
申２月５日（水）までに、次のいずれ
　かの方法で申し込み。
　○電話　○ FAX（県ホームページから
　　　　　　　申込書をダウンロード）
　○メール　
　　件名に「予防セミナー」と記載し、
　　氏名、性別、居住市町村名、電話
　　番号、メールアドレス、セミナー
　　を知ったきっかけを明記し申し込み。
他託児は抽選。手話通訳は事前申し込み。

令和２年度県生涯大学校
学生（第 2 次）

県生涯大学校事務局
�043（266）4705

対県内在住で、仲間づくり、社会参加
　などに興味のある原則として60歳
　以上の人
場願書配布　次の各窓口にて
　市高齢者福祉課、生涯大学校各学園、
　各地域振興事務所、県高齢者福祉課
申２月10日（月）～28日（金）

デイケアクラブ
申込社会福祉課
（93）4192　FAX（93）2215

日２月14日（金）
　13：30～15：30
場市立図書館2階AVホール
内映画鑑賞会
対 18歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

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２月24日（月・振休）
　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

2 月 19 日（水）11：00
防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練
市民活動推進課　 （93）1114

緊急地震速報や武力攻撃情報など全国
瞬時警報システム（J-ALERT）で送
られてくる国からの緊急情報を、防災
行政無線を用いて訓練放送を実施します。
内チャイム音「これはＪアラートのテ
　ストです。こちらは防災富里です。」
　チャイム音

　※　※他の地域でも、同時刻に同様の訓
　練が実施されます。

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 2月23日（日・祝）雨天決行
　�9：00～11：30／13：00～15：00
場中部ふれあいセンター駐車場
　　※※地域の資源回収は今までどおり行
　いますので、ご利用ください。
内事業ごみやその他のごみは回収でき
　ませんので、注意してください。

生ごみの堆肥化
はじめてみませんか
環境課　   （93）4946

市では、生ごみ堆肥化容器などの購入
費の一部を助成しています。
対次の全ての要件を満たす人
　●市内に住所を有し、かつ、居住し
　　ている（事業所などの法人を除く）
　●容器などを設置する場所がある
　●容器などを適正に維持管理できる
　●堆肥を自家処理できる
内　額
　●堆肥化容器・コンポスト
　　購入費の2分の1　
　　1基当たりの限度額　3,000 円
　●電気式生ごみ処理機
　　購入費の２分の１
　　1基当たりの限度額　25,000円
持●領収書　●カタログ（コピー可）
　●印鑑　　●通帳

ごみの減量にご協力を

クリーンセンター　 （93）4529

●生ごみはしっかり水を切って、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（蛍光灯・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、各地区のガラスびん・
　ペットボトルの収集日に出してくだ
　さい。

ファミリーサポートセンター
説明会
申込 ファミリーサポートセンター
（92）2452

子育ての援助を受けたい人と援助がで
きる人を募集しています。
日２月12日（水）10：00～11：00
場葉山キッズ・ランド

パブリックコメントとは

計画案の内容などを公表し、皆さんから提出された意見を考慮して意思決定を
行う制度です。提出された意見と意見に対する市の考え方や、意見を考慮して
案を修正したときは、内容と理由を公表します。

計画（案）の閲覧・意見募集期限 　
２月13日（木）～3月3日（火）

閲 覧 方 法

それぞれの計画（案）は、担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンター
で閲覧できるほか、市公式ホームページでも閲覧できます。

意見書の提出方法 　
意見書（様式自由）に住所・氏名・電話番号を記入し、次のいずれかの方法で
提出してください。
○担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンターのいずれかに持参
○ＦＡＸ　○電子メール　○郵送（３月3日の消印有効）

本市のすべての子どもたちの健やかな成長を支援するための行動指針として、
「富里市子ども・子育て支援事業計画」を策定しています。
第2期計画の素案を作成したので、意見を募集します。
問・提出先　子育て支援課　 （93）4497　FAX （93）2422　
　　　　　　　　　　　　　 kosodate@city.tomisato.lg.jp

平成27年３月に「富里市教育振興基本計画（平成27年度～令和元年度）」を
策定し、教育施策に取り組んできました。
令和２年度から５年間を計画期間とする、第２期「富里市教育振興基本計画」
素案を作成したので、意見を募集します。
問・提出先　教育総務課　 （93）7657　FAX （92）1421　
　　　　　　　　　　　　 kyosomu-edu@city.tomisato.lg.jp

社会情勢の変化などに対応する「富里市第３次行政改革大綱及び改革プラン（令和
２年度改訂版）」を策定します。この案は、「市民サービスの向上」、「市民との協働
の推進」、「財政基盤の強化」、「行財政の効率的運営」、「組織と人事管理」の５つを
基本方針とする現在の大綱を継承し、それぞれの方向に沿った取り組みを行います。
問・提出先　企画課　 （93）1118　FAX （93）9954
　　　　　　　　　　 kikaku@city.tomisato.lg.jp

「しごと」と「ひと」の好循環を生み出し、「まち」の活性化につなげるため、
平成27年10月に「富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。
この総合戦略に掲げる数値目標や重要業績評価指標を基に、実施した施策・事
業の効果を検証し、改訂（案）を作成したことから、意見を募集します。
問・提出先　企画課　 （93）1118　FAX （93）9954
　　　　　　　　　　 kikaku@city.tomisato.lg.jp

　まち・ひと・しごと創生総合戦略改訂（案）

現在、市では4つの計画（案）についての意見を募集しています

　第3次行政改革大綱及び改革プラン（令和2年度改訂版）（案）

　第2期子ども・子育て支援事業計画（素案）

　教育振興基本計画（素案）

あなたの声を市政に

パブリックコメントパブリックコメント

市民一人ひとりの生涯学習を支援する「生涯学習アシスト事業」を実施していま
す。「何かを学びたい、でも指導してくれる人がいないから学べない」というときに、
登録をした「生涯学習アドバイザー」がボランティアで指導します。アドバイス内
容は次のとおりです。詳しくは問い合わせてください。

「生涯学習アシスト事業」講師募集！「生涯学習アシスト事業」講師募集！
登録は随時受け付けています。

特に次のような日常生活に役立つ分野での登録をお待ちしています。
○パソコンや写真、ビデオなどの基本的な操作
○ウォーキングやストレッチなどの健康維持に役立つ指導　など

○スポーツ・レクリエーション　○マジック　○華道　○将棋　○護身術　
○外国語　など

生涯学習アシスト事業学びたいと教えたいをつなげる

問生涯学習課　 （93）7641

アドバイス内容（一部）
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募　集

ねんりんピック岐阜
2020 健康マージャン
富里地区予選会
申込日吉台バード会　羽野
（93）8327

日 3月８日（日）9：30～　集合9：00
場北部コミュニティセンター
対千葉県在住で満60歳以上
　（昭和36年4月1日以前生まれ）
定 24人（定員になり次第締め切り）
費 2,000 円　申 2月29日（土）まで

予備自衛官補（一般・技能）
自衛隊成田地域事務所　 (22）6275

対○一般　18～34歳未満の人
　○技能　18歳以上で国家免許資格
　　などを有する人（資格により年齢
　　制限があります）
試験期日…４月18日（土）～22日（水）
　　　　　の指定する日
申４月10日（金）まで

学童クラブ指導員　　
詳しくは問い合わせてください。
●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

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２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

教室・講座

普通救命講習
申込消防署　 （92）1311

日２月16日（日）9：00～12：00
　受付　8：30～
場北分署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２月９日（日）まで

中途失聴者・難聴者との
懇談会

NPO 県中途失聴者・難聴者協会
FAX  043（461）6533
��047（432）8039

日 場
①２月16日（日）13：30～16：00
　佐倉市中央公民館
　＜佐倉市鏑木町198-3＞
②２月23日（日）13：30～16：00
　佐倉市西部地域福祉センター
　＜佐倉市中志津２-32-4 ＞
他要約筆記で聞こえのサポートをします。

精神保健福祉講演会

「ひきこもり」に関する精神疾患
申込社会福祉課
（93）4192　FAX（93）2215

日３月２日（月）14：00～16：00
　　受付　13：30～
場保健センター2階（すこやかセンター内）
講石川真紀さん（千葉県精神保健福祉
　センター精神科医）
定 50人　申２月14日（金）まで

キャッシュレス使い方講座
in 富里
申込商工観光課　 （93）4942

キャッシュレス決済の基本的な使い方や、
実際のアプリ導入などについて、説明します。
日３月５日（木）15：00～16：00
場保健センター2階会議室１
　（すこやかセンター内）
定 50人　申電話予約

楽しく介護予防

とみさと健康ちょきん体操
高齢者福祉課　 （93）4981

おもりを手や足につけ、歌に合わせて
ゆっくり行う体操です。
現在、市内29団体、およそ300人
近く参加しています。
「階段の上り下りが楽になった」、「仲
間ができた」などの声が上がっています。

▲緑ヶ丘地区の皆さん

喀痰吸引等第 2 号研修
受講者
申込北総長寿苑　大木

  0475（88）0411
FAX 0475（88）0451

喀痰吸引等研修（3号研修除く）、経
管栄養・喀痰吸引実地研修を、所属先
事業所で行うものです。
対所属先事業所が一定の条件を満たし
　ており、基本研修（喀痰吸引等・医
　療的ケア）が終了している人
定 15人　費 7,000 円
申２月14日（金）まで

スポーツ

市野球協会主催春季大会

生涯学習課（社会体育館内）
（92）1597

初めて参加を希望するチームは、問い
合わせてください。
日３月15日（日）からの日曜日
場中央公園野球場
申２月５日（水）までに社会体育館窓口
他組み合わせ抽選会は、2月9日（日）
　に中央公民館４階大会議室で行いま
　す。

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３月３日（火）　�19：00～21：00
場社会体育館2階アリーナＡ面
内子どもから大人まで楽しめるニュー
　スポーツ（バドポンなど）の体験
対市内在住または在勤の人
　未成年者は必ず保護者同伴
持●運動のできる服装
　●室内履き
　●汗拭き用タオル　
　※　※飲み物は用意します。

市民スキー教室

生涯学習課（社会体育館内）
（92）1597

日３月20日（金・祝）～22日（日）
　20日の20：30までに中央公民館前
　集合
場妙高杉ノ原スキー場
　＜新潟県妙高市＞
　宿泊先…旅館杉屋
　　　　　＜妙高市大字杉野沢＞
内 2時間1単位の講習を２、３単位実施
対小学5年生以上の市内在住または
　在勤者（小学生は保護者同伴）
定 40人
　（30人に満たないときは中止）
費宿泊・バス・リフト券・保険代
　●大人21,000円
　●中学生・高校生18,000円
　●小学生14,000円
申２月28日（金）までに参加費を添
　えて社会体育館窓口にて
他スキー用品のレンタル有り

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上
090（1115）9286

ボッチャは、東京パラリンピックの正式
種目で、誰でも楽しめるボール競技です。
日２月22日（土）13：00～15：00
場とみさと市民活動サポートセンター

【事例】①
SNS 上の広告で見つけた通販サイトで、ダウンジャケットをクレジットカー
ドで購入した。「在庫処分80％OFF」とあり、迷わず購入してしまった。商
品到着まで１～２週間かかると書いてあったが、あまりにも遅いため連絡を
取ろうとしたが、サイト内に連絡先が見当たらない。現物は届かないまま、
後日クレジット会社からの請求があった。泣き寝入りするしかないのか。
（20歳代　男性）

【事例】②
SNS 上の広告を見て注文した。「有名ブランドのダウンジャケットを大幅割
引して限定300着販売する」との広告だった。支払い方法は代金引換で商品
を受け取った。開封し確認したところ明らかな偽物だった。すぐに事業者に
連絡をしたが繋がらなかった。メールでも問い合わせたが返信がなかった。

（40歳代　男性）

ブランド衣料品の偽物を格安で販売する通販サイトに注意！

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活消 費 生 活
相談コラム相談コラム

187

詐欺・模倣品トラブルの場合、料金を払ってしまうと、相手方は海外に所在
する悪質業者である可能性が高く、お金を取り戻すことは非常に困難です。
そのため、インターネットなどの通販サイトで購入する場合は、リスクを考
えるとともに、下記のチェックポイントを確認してからにしましょう。

●チェックポイント
・日本語の字体、文章の表現がおかしい　・販売価格が大幅に割引されている
・事業者の住所の記載がない。住所を調べると田畑、個人宅になっている
・事業者への連絡方法が、問い合わせフォームやフリーメールだけである
・支払い方法が銀行振込のみである
・利用規約などにおかしな記載・不当な記載がある
・サイト内のリンクが適切に機能しない
・サイトURL の表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる
・個人情報を入力する画面にSSL（情報を暗号化した通信方法）が導入されていない

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
他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、
　トラブルを未然に防止するための講座などを開催しています。
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子育て広場

コミュニティー広場

みんなで楽しく

いつまでも楽しく

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

節分会

日３日（月）11：00～11：30
ベビーマッサージ（要予約）

日 18日（火）14：15～15：00
ワールドライブラリーによるおはなし会（要予約）

日 26日（水）10：45～11：15

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
　８：00～11：00
育児講座「買い物ごっこ」

日 20日（木）10：00～11：00

青空保育園
申込 （91）6151

親子お話し会

日 5日（水）14：45～15：05
移動支援

日７日（金）10：00～11：30
大きくなったね

日 28日（金）午前と午後の帰りの会

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

ミルキールーム

日 場６・13・27日（木）若草児童館
       14・21日（金）日吉台第７公園
　　　　　　　　　　　��※　　　　　　　　　　　��※雨天時中止
じどうかん食堂

日 15日（土）12：00～14：00

若草児童館
申込 （93）8226

保育参観「つくしんぼ広場」

日随時実施　９：30～12：00
子育てサークル「おやこの森」

日 25日（火）９：30～11：00
育児講座

日 17日（月）13：30～14：30

富里保育園
申込 （93）0155

子育て教室「ちびたんくらす」

日 20日（木）10：15～11：45

未就園児園庭解放（日吉台幼稚園第２グラウンド）

日５日（水）10：15～11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

日 12・26日（水）９：30～11：00
　※　※26日は給食試食会
育児講座

日 17日（月）14：00～15：30

こひつじ保育園
申込 （93）1048

北部地域包括支援センター
日吉台4-6-14
申込 （36）7725

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内
申込 （85）5572

南部地域包括支援センター
九十九荘向い
申込 （90）6331

医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室
申込 070（3176）9118

保育施設などの行事日程は、月を省
略していますが全て２月の行事です。

行事の詳細は、各保育施設の行事の詳細は、各保育施設の

おたよりやホームページなどおたよりやホームページなど

をご確認ください。をご確認ください。

２月は児童手当の支給月

今月は児童手当の支給月です

●振込予定日　２月10日（月）
●支給対象月　令和元年10月～令和2年１月分
現況届を提出していない人などは支払いがで
きませんので、至急手続きをしてください。

相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。
●子育て支援課家庭児童相談室　 （93）4498

●児童相談所全国共通３桁ダイヤル���（24時間365日対応）

　　 　　１
イチ

８
ハヤ

９
ク

　

●千葉県子ども・家庭110番　（24時間365日対応）

　 043（252）1152

児童虐待相談窓口

子育て支援課　 （93）4497

とみさと北部ふれあいクラブ

日４日（火）14：00～15：30

絵手紙教室

日５・19日（水）10：00～12：00

書道教室

日 12・26日（水）10：00～12：00

中部オレンジカフェ

日 18日（火）13：30～15：00

地域の交流スペース

「とみのわサロン」

日 21日（金）13：30～15：00

南部ちょきん体操

日３・10・17日（月）
　14：00～15：00

小物づくり「季節の小物づくり」

日 13日（木）10：30～12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

日 20日（木）14：00～15：00

施設などの行事日程は、月を省略し
ていますが全て２月の行事です。

乳がんの検査

～マンモグラフィ(2D・3D)、MRI ～

日 13日（木）�15：00～
場成田富里徳洲会病院
　２階多目的ホール１
講小野理恵子さん
　（成田富里徳洲会病院
　診療放射線技師）
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ベビーマッサージ＆ママヨガ教室
母子保健班

日時…２月 20 日（木）
　　　① 9：45 ～　② 10：45 ～
　　　兄妹姉妹と一緒の参加は①に　
　　　申し込んでください。
場所…保健センター（すこやかセンター内）
対象…令和元年８月～ 10 月生まれ
　　　※※初めての参加に限ります。
定員…各回 15 組
費用…1 組 500 円　申込…電話　
持ち物…母子健康手帳、バスタオル

プレパパママ教室
母子保健班

日時…3 月７日（土）
9：00 ～ 12：00

場所…保健センター（すこやかセンター内）
内容…妊娠中のすごし方、赤ちゃんの
　　　おふろの入れ方、妊婦体験　など
対象…初めて出産を迎える夫婦
費用…250 円（テキスト代）　
申込…2 月 28 日（金）まで　
　
ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

12 月６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。

大竹　　碧
あおい

　　木村　乙
お と は

葉

齋藤　瑛
え い と

斗　　齊藤　悠
ゆ う た

太

下井田颯
そ う た

太　　菅原　涼
りょうま

真

　　関根　晃
こ う き

稀　　髙野　陽
は る ま

真　　

辻井　心
こ こ ろ

奏　　内藤　碧
あ お い

彩

牧野　汐
し お り

莉　　茂木ももか

森　　陽
ひ ま り

梨　　米川　結
ゆ づ き

月

＜敬称略＞

よ む よ む

富里市立図書館　☎（90）４６４６
　　　　　　　FAX（90）４６４５
                         （9:30～17:00）

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

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土
１ 　
　◆

２ ３ 44 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　
◆

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

２・3 月は来館者 500 万人記念親子
おはなし会を開催します。
乳幼児対象のわらべ歌を中心とした、
おはなし会です。親子で楽しめます。
日時…12 日（水）10：30 ～
場所…２階研修会議室３

２月の映画会 ■場所　2 階ＡＶホール
■定員　先着 80 人

日　時 内　容

５日（水）
14：00

～

鬼と呼ばれた男　松永安左エ門　【60 分】
出演　吉田鋼太郎、萩原聖人、伊藤蘭　ほか

戦後日本の高度経済成長の礎となる、電気事業の分割民営化を成し
遂げた一人の男がいた。
男の名は「電力の鬼」とも呼ばれた、松永安左エ門。
福沢諭吉の門下として、独立自尊と民の精神を受け継いだ松永は、
焦土と化した日本にあって復興と成長を目指し、７０歳を過ぎた身で
命を賭して逆境に身を投じる決意を固める。
時の政府や財界、ＧＨＱを相手に戦い抜いた松永の生き様は、現代
の日本においても人間の晩節のあり方を問うものである。

※※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。

令和元年度　第３回富里歴史講座令和元年度　第３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～～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～

■日時　３月１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（氏名・FAX 番号明記）
　○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、２月 16 日（日）
までに申込ください。

　特別整理期間に伴う休館のお知らせ　特別整理期間に伴う休館のお知らせ

２月 17 日（月）～ 22 日（土）までの間、所蔵資料の在庫確認や修理
などのため、休館になります。
■期間中の返却　
　市立図書館、浩養小市民図書室、北部コミュニティセンターのブッ
クポストをご利用ください。
　視聴覚資料（ＤＶＤやＣＤ）や紙芝居などは開館時にカウンターへ
返却してください。

北部コミュニティセンターの臨時休館に伴うサービスの一時停止北部コミュニティセンターの臨時休館に伴うサービスの一時停止

臨時休館に伴い、北部コミュニティセンターでは次のサービスを一時
停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■予約本の受け取り・返却　２月 16 日（日）

２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 30 年 7 月生まれ）
★ 13：00 ～ 13：30

７（金）
3 歳児健診

（平成 28 年 8 月生まれ）
★ 13：00 ～ 13：30

14（金） 乳児健診（令和元年 9 月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

２月の個別予防接種
母子保健班

対象者には通知します。
※※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

　令和元年 12 月生まれ
ＢＣＧ　令和元年９月生まれ
４種混合　令和元年 11 月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘

　平成 31 年 1 月生まれ
日本脳炎　平成 29 年１月生まれ

不妊・不育相談

申込 印旛健康福祉センター地域保健課
　 043（483）1135

日時…２月 13 日（木）午後
　　　偶数月の第 2 木曜日に実施
場所…印旛健康福祉センター
　　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞
申込…２月 10 日（月）成田赤十字病院
ふれあい広場２０２０

成田赤十字病院経営管理課
（22）2311（代）　

日時…2月22日（土）10：00～15：00
場所…成田赤十字病院
　　　＜成田市飯田町 90-1 ＞
内容…医師・看護師などのお仕事体験

（小学生対象）、院内探検ツアー、
健康相談、スタンプラリー（記
念品贈呈）など（一部事前申し込み）

よ む よ む

富里市立図書館　☎（90）４６４６　
                         （9:30～17:00）

ht tps : //www. l i b ra ry . tom i sato . ch i ba . j p/

■日時・内容     
　○大人向け     ２月 11 日（火・祝） ９：40 ～ 12：30（リボントレー）
                         ２月 14 日（金）９：40 ～ 12：30 （ファイルボックス）
　○子ども向け  ２月 15 日（土）13：００～ 16：00 （ペン立て）
　　　　  　　   ２月 23 日（日・祝）  13：００～ 16：00 （小物入れ）
■内容　カルトナージュでおしゃれ小物、図書整理用の「背当り」作成
■定員　各 10 人　■費用　無料　■申込   電話またはカウンターで予約

図書館応援  カルトナージュ教室図書館応援  カルトナージュ教室

富里に伝わる昔話の中の、６つのお話を紙芝居にしました。貸し出しを始
めましたので、ご利用ください。
■紙芝居リスト　○九頭龍様のお札　○二つの月　○夜泣き地蔵
　　　　　　　　○皿洗い婆　　　　○流れ　　　○長池の大蛇

500 万人記念500 万人記念

500 万人記念500 万人記念 富里民話の紙芝居　貸し出し始めました富里民話の紙芝居　貸し出し始めました
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２月の富里市

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）
23 日（日）
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。

23 日（日）
 9：00 ～
　16：00

相談対象税目
・市民税 ・県民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・国民健康保険税

○交通事故相談（14日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　

場市役所分庁舎２階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（５日（水）から受付開始）

時 13：00 ～ 16：00　

場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　

場北部コミュニティセンター

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談

時 10：00 ～ 14：30　

場 福祉センター２階相談室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○人権・行政・心配ごと合同相談

時 10：00 ～ 14：30　

場福祉センター 2 階会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○家庭児童相談（電話相談も可）

時 月～金曜日９：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場 子育て支援課（すこやかセンター１階）

問 家庭児童相談室 　 （93）4498

○教育相談

時 火～金曜日９：30 ～ 15：45

場 市立図書館２階ふれあいセンター

問 ふれあいセンター　 （91）6600

○消費生活相談

時 月～金曜日９：30 ～ 16：00（祝日を除く）

場 市役所分庁舎２階消費生活センター

問 消費生活センター 　 （93）5348

○障がい者相談

時 13：00 ～ 15：00

場 保健センター2階会議室２（すこやかセンター内）

問 社会福祉課　 （93）4192

　　　　　　 各　種　相　談

○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※１事前予約がない場合は開催しません。※２※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。

時時間　場場所　問問い合わせ

広報とみさとの発行を
　　　　ＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコードを読み込

むか、「ＩＤ検索」で、@tomisato_

city を検索し、友だち追加ボタンを押

してください。

スマートフォンなどでスマートフォンなどで

広報紙がすぐに読め広報紙がすぐに読めますます

問秘書広報課　 （93）1112

※※ LINE は配信のみを行っています。メッ
セージを確認することや、個別への返信は
できませんので、ご了承ください。

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談 ○障がい者相談

９ 10 11 12 13 14 15
○市民課一部
　証明交付

○法律相談 ※２
中央公民館休館日
社会体育館休館日

☆建国記念の日

中央公民館休館日

16 17 18 19 20 21 22
○法律相談 
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談
○交通事故相談
　※１

○年金相談

23 24 25 26 27 28 29
☆天皇誕生日
○市民課一部
　証明交付
○市税休日納付相談
中央公民館休館日

☆振替休日

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談
○人権・行政・　
　心配ごと相談
○法律相談

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（92）１２１１

●休館日　３日（月）、10 日（月）、11 日（火・祝）、17 日（月）、23 日（日・祝）、24 日（月・振休）
●使用申請受付は４日（火）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟令和２年５月使用分・講堂棟令和２年８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。

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

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　㈲北村設備　　 （92）5211（92）5211
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スポーツ能力測定会 in 千葉開催！

JAL ネクストアスリートプロジェクトは、全国の自治体を巡り、子ど
もたちを対象にしたスポーツ能力測定会です。
専用機械を使用した精密な測定を行い、子どもたち 1 人ひとりに向いて
いる（得意で楽しくできる）スポーツに出会うためのサポートをします。
当日は、スペシャルゲストが子どもたちの応援に駆け付けますので、ぜ
ひ参加ください。

■日時　２月 29 日（土）　
              ９：30 ～ 17：00 のうち 50 分程度
■会場　富里社会体育館　
■内容　測定会  
　　　　〇10 ｍスプリント　〇敏捷性　
　　　　〇バランス　　　　   〇ジャンプ力　
　　　　〇反応ステップ　　   〇スイングスピード
■対象　小学生～中学生　
■定員　350 名　
■費用　無料
■持ち物　室内競技は上履き
■申込　スポーツ能力発見協会ホームページから
　　　　
スポーツ能力発見協会 検索

問生涯学習課　 （92）1597

総合順位
■低学年の部
優　勝　七栄ＦＣ　Ｕ－ 10 Ａ
準優勝　富里ラディソンエンゼルスＡ
第３位　七栄ＦＣ　Ｕ－ 10 Ｂ

■高学年男子の部
優　勝　日吉台ＳＣ　Ｔ
準優勝　富里ラディソンエンゼルスＡ
第３位　七栄ＦＣ　Ｕ－ 11 Ａ

■高学年女子の部
優　勝　七栄ミニバスＡ
準優勝　富里ネッツ（松）
第３位　富里ネッツ（竹）

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。

表
　
彰

文化財の保存に尽くした功績を称え文化財の保存に尽くした功績を称え

久能獅子舞保存会が久能獅子舞保存会が
文化財保護功労者表彰を受賞文化財保護功労者表彰を受賞

11 月 24 日、ポートプラザちばで令和元年
度文化財保護功労者表彰式が、開催されま
した。
県内で文化財保護に尽力する２団体が推薦
され、久能獅子舞保存会が表彰を受けました。
獅子舞は、かつて富里市内の８地区で実施
されていましたが、久能地区では現在も継
承されており、貴重な無形文化財の保存に
尽力されていることが認められて表彰され
たものです。

１月 13 日、中央公民館前を会場に、第 33 回富里市スポーツ少年団駅伝大会が１月 13 日、中央公民館前を会場に、第 33 回富里市スポーツ少年団駅伝大会が
開催されました。開催されました。
今年は、市内のスポーツ少年団から 54 チーム今年は、市内のスポーツ少年団から 54 チーム
が参加。１チーム５人のメンバーが、1 人 1.1が参加。１チーム５人のメンバーが、1 人 1.1
㎞の周回コースで１本のたすきをつなぎ、競い㎞の周回コースで１本のたすきをつなぎ、競い
合いました。チームメイトや保護者の応援を受合いました。チームメイトや保護者の応援を受
け、見事に全員が完走しました。け、見事に全員が完走しました。
主な結果は次のとおりです。主な結果は次のとおりです。

環
　
境

リサイクルの大切さを学びましたリサイクルの大切さを学びました

日吉台小学校で環境学習出前講座を開催日吉台小学校で環境学習出前講座を開催

12 月 19 日、日吉台小学校で 4 年生の児童を対象に環境学習出前講座を開
催しました。
この出前講座は、市と富里市環境美化推進協議会による環境学習の一環で、
子どもたちに環境問題や紙リサイクルの大切さについて、考えてもらうきっ
かけづくりを目的に開催してます。

ベストタイム
■低学年の部　第１位
　塚本　哲平（七栄ＦＣ　Ｕ－ 10 Ａ）

■高学年男子の部　第１位
　小林　富司（日吉台ＳＣ　Ｔ）

■高学年女子の部　第１位
　山下　乃愛（七栄ミニバスＡ）

＜敬称略＞

市では、市税滞納者から差押えた財産をインターネット公売します。
詳しい内容や参加方法は、市公式ホームページ内の「富里市インターネッ
ト公売ガイドライン」で確認できます。また、公売の参加・入札はヤフー
㈱の「官公庁オークション」のページで手続きしてください。
売却で取得した代金は、未納税金などに充てられます。全国どこからでも
24 時間参加できるインターネット公売に多くの人に参加してもらい、滞
納額の縮減を目指します。

■公売物件　不動産
　　　土地　富里市立沢字リノ前野 561 番 197　山林（宅地）85 ㎡
　　　　　　富里市立沢字リノ前野 561 番 227　山林（宅地）132 ㎡
■公売参加申込期間　２月 13 日（木）13：00 ～ 26 日（水）23：00
■入札期間　３月３日（火）13：00 ～３月 10 日（火）13：00
●市公式ホームページ
　http://www.city.tomisato.lg.jp/
●ヤフー㈱　官公庁オークションページ
　https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

問   納税課　 （93）3895（インターネット公売専用）

インターネット公売インターネット公売

ス
ポ
ー
ツ

みんなのちからをひとつのタスキに！みんなのちからをひとつのタスキに！

第 33回市スポーツ少年団駅伝大会第33回市スポーツ少年団駅伝大会

11 月 16 日、文京スポーツセンターを会場に第 19
回熟練者全国空手道選手権大会が開催され、大谷章
助さん（日吉台）が個人戦男子 70 歳以上の組手の
部で優勝しました。

ス
ポ
ー
ツ

第19回熟練者全国空手道選手権大会第19回熟練者全国空手道選手権大会

大谷章助さんが組手の部で優勝大谷章助さんが組手の部で優勝会長 小泉元良さん（久能）
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