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●新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載しているイベントなどが中止になる場合もあります。
　最新情報は、市公式ホームページで確認していただくか、問い合わせてください。
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誰にでもできる簡単な体操

① ②

みんなで

やってみよう！

とみさと健康ちょきん体操は、要介護・要支援状態になることを防ぐため、地域の身近な場所で、誰にでも簡単にできる体操です。

この体操は、市内各所で住民自らが主体となって、グループ活動の場として普及中です。（現在は、新型コロナウイルス感染拡大の恐れがあるため、

グループでの活動は自粛中です。）腕や脚の上げ下げや椅子を使用し上半身を動かすなど、歌いながら体を動かします。

今回はこの体操の中の「６つの運動」について、簡単にご紹介します。

家の中で、とみさと健康ちょきん体操などの筋力運動を行い、運動機能の維持・向上を図り、日常生活を楽に過ごせるような身体を手に入れましょう。

注意しよう
とみさと健康ちょきん体操は、痛みや違和感がある場合は、無理をせず中止しましょう。
運動中は、呼吸を止めると血圧が上がるため、呼吸を止めずに行いましょう。
運動中や運動後は、適度な水分補給を心掛けましょう。

ゆっくりと手を体の前に、4秒かけて肩の高さまで上げ、4秒かけて
下げます。片腕ずつ10回の上げ下げを行います。

肩の前の筋肉を強くする運
動です。物を持ちあげたり
する時に使う筋肉です。

ゆっくりと手を体の横に、4秒かけて肩の高さまで上げ、4秒かけて
下げます。片腕ずつ10回の上げ下げを行います。

肩の横の筋肉を強くする運
動です。起き上がったり、物
を持ったりする時に使う筋
肉です。

③ 胸の前で手を組み、椅子に座りましょう。8秒かけて立ち上がり、8
秒かけて座ります。5回を1セットとし、計2セット行います。

太もも、お尻、ふくらはぎの筋肉
を強くする運動です。立ったり、
座ったりするときに使う筋肉です。
転倒の危険があるため、必ず椅子
の位置を確認してから行ってくだ
さい。立ち上がるのが難しい場合
は、テーブルを使ったり、膝上に
手を置いても構いません。

④椅子に座り、片脚を真っすぐ上げ、つま先を4秒かけて上に向け、4
秒かけて元に戻します。ポイントは、かかとを押し出すように膝をゆっ
くり伸ばします。
片脚ずつ10回の運動を行います。

太ももの前の筋肉を強くする運動です。
歩いたり、立ったりする時に使う筋肉
です。

⑤ 椅子の背もたれや壁などに手をついて、片脚を4秒かけて後ろに上げ、
4秒かけて下ろします。片脚ずつ10回の上げ下げを行います。

立ったり、座ったりする時に使う筋肉
です。
まっすぐ立つときにも役立ちます。
ポイントは、脚を上げるときに、体を
傾け過ぎず、体を真っすぐにしたまま、
脚だけ動かしましょう。

⑥ 椅子の背もたれや壁などに手をついて、片脚を４秒かけて横に広げ、
４秒かけて下ろします。片脚ずつ10回の上げ下げを行います。

歩く時に体がふらつかないようにす
るために使う筋肉です。　　
ポイントは、体を傾けず、つま先は
真っすぐ前にして脚を横に上げます。

問 高齢者福祉課　 （93）4981

とみさと健康ちょきん体操
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６月７日～13日の間、「訓練で　確かな信頼　積み重ね」を統一標語として、
全国一斉に危険物安全週間が実施されました。
この安全週間期間中に、危険物安全管理の推進に努め、保安行政の推進に顕
著な功績のあった次の皆さんが表彰されました。

千葉県消防長会長表彰　㈲須永石油

関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰　原商店

千葉県危険物安全協会連合会長表彰

○富士運輸（株）成田支店
○コスモ石油販売（株）関東カンパニー　セルフ日吉台給油所　松本達矢さん
○㈲伊勢豊商会　横山栄一さん

危険物安全週間
市内の優良事業所などが受賞

富里市職員（一般行政初級・土木初級・消防）募集

令和２年度第2回富里市職員採用試験「一般行政初級・土木初級・消防」の募
集を予定しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日時・会
場などは、決定次第、市公式ホームページなどでお知らせします。
■職種・募集人員・受験資格
　●一般行政初級　5名程度	
　　平成11年４月２日～平成15年４月１日までに生まれた人（学歴不問）
　●土木初級　２名程度	
　　平成11年４月２日～平成15年４月１日までに生まれた人（学歴不問）
　●消防（救急救命士を含む。）　５名程度	
　　平成４年４月２日～平成15年４月１日までに生まれた人
　　（救命救急士は、令和3年3月末日までに、救命救急士の資格取得見込み
　　の人を含む。）（学歴不問）
■日時・場所　
　●１次試験　印旛郡市職員採用共同試験
　　※試験日時・会場は決定次第お知らせします。
　●２次試験　１次試験合格者のみ実施

問	・申込先　総務課　 （93）1113
〒286-0292（住所不要）

避難所に入場するときは、検温などを実施します。
発熱が確認された場合は、在宅避難もしくは別の避難所へ移動してい
ただきます。
避難所では、感染防止のため、次のことにご協力をお願いします。
○定期的に外気を取り入れる換気の実施　○毎朝・夕の検温
○手指のアルコール消毒　○手洗い・うがいの徹底
○ゴミを捨てるときは、ゴミ袋を密閉する　
○他の避難者との濃厚接触の禁止
また、発熱や体調に異常を感じたときは、
すぐに医療機関を受診するようお願いします。

避難所における新型コロナウイルス感染防止対策

新型コロナウイルス感染症への警戒が続く中、避難所が開設された場合は、皆さんに次のような協力をお願いすることになります。

「新しい生活様式」での避難行動などに、ご理解・ご協力をお願いします。

問	防災課　 （93）1114

現在、災害が発生した場合、濃厚接触の密閉・
密集・密接を避けるため、一人ひとりの避
難スペースの間隔を2メートル程度確保す
ることが必要になります。
そのため、収容人数が削減されてしまうこ
とで、状況により、別の避難所への移動を
お願いする場合があります。
市では、そのような状況を想定し、避難所
の収容人数の削減対策として、民間宿泊施
設への協力要請などを検討しています。

災害発生時、避難所に避難者が殺到すること
で、避難所内が過密状態になり、感染症が拡
大してしまう可能性があります。
また、避難所に避難することで、感染するリ
スクも考えられます。
しかし、自宅での安全が確保できる場合、無
理をして避難所に行く必要はありません。
可能な限り、在宅避難や親戚・友人の家など
への避難を検討してください。
自家用車がある人はマイカー避難、自宅に
キャンプ用のテントを張るスペースがある人
は、テント避難なども想定し、災害に備える
ことが重要です。

避難所での感染症拡大を回避するため、下記
の項目に該当しないか、避難前にチェックし
ましょう。

○息苦しさ　
○強いだるさ　
○高熱
○発熱や咳など比較的
　軽い風邪の症状が続く

もし、体調に不安があるときは、医療機関を
受診するか、可能な限り在宅避難などでの対
応をお願いします。

避難所に避難するときには、非常持ち出し品のほか、自身の健康状態の
確認や感染防止対策のため、
○飛沫防止用のマスクまたは代用のタオルなど
○手指用アルコール消毒液　
○体温計
などの準備をお願いします。避難所にも備蓄は
ありますが、数に限りがあるため、持参して避
難するようお願いします。また、マスクがない場合は、口元をおさえる
ために、タオルやハンカチなどを準備してください。
季節によっては、防寒対策のため毛布などの準備もお願いします。

密閉・密集・密接を避けるために 在宅避難と親戚・友人の家などへの避難の検討 避難所に避難するときは

非常持ち出し品のほかに感染防止対策品を！ 避難所での感染防止対策にご協力を

2ｍ
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第１段階から第３段階の介護保険料が減額されます
問  高齢者福祉課　 （93）4980

所得段階 対   象   者 保険料率（減額後） 年間保険料（減額後）

第１段階

●生活保護受給者
●世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または公的年金等の収入金額＋前年

の合計所得金額（※長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額）から公
的年金等に係る雑所得を控除した額が 80 万円以下

基準額× 0.3 17,600 円　

第２段階
●世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額＋前年の合計所得金額から公的年

金等に係る雑所得を控除した額が 80 万円を超え 120 万円以下
基準額× 0.5 29,400 円　

第３段階
●世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額＋前年の合計所得金額から公的年

金等に係る雑所得を控除した額が 120 万円超
基準額× 0.7 41,100 円　

令和元年 10 月からの消費税引上げに伴い、低所得者の介護保険料軽減強化が図られ、第１段階から第３段階（市民税非課税世帯の段階層）の介護保険料が
減額となります。第４段階から第 10 段階には変更ありません。

新型コロナウイルス感染症に伴う市税や保険料に関するお知らせ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免

問  国保年金課    ●国民健康保険税について　国保税班　 （93）4084 
　　　　　　　 ●後期高齢者医療保険料について　高齢者医療年金班　 （93）4085

※保険税が一部減額される具体的な要件
世帯主について

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、
        前年に比べて 10 分の３以上減少する見込みであること。

（２）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること。
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が、
　　 400 万円以下であること。
※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。詳しくは、問い合
   わせてください。

【対象】
①新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、
　または重篤な傷病を負った世帯の方　
　⇒保険税を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、
　世帯主の収入減少 ( ※ ) が見込まれる世帯の方　
　⇒保険税の一部を減額

市税の徴収猶予「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入 ( 事業の売上・給与収入・不動産賃料収入など ) に相当の減少があった方は、最長１年間、地方税
の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業や生活の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

問  納税課　 （93）0433

令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する固定資
産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税など（証紙徴
収の方法で納めるものを除く）。

【対象となる税目】

■必要書類
　○申請書
　○収入や支出、現預金の状況が分かる資料（給与明細の写し、帳簿の写し、
　　通帳の写しなど）
　※資料の提出が難しい場合は、口頭により伺います。
■申請期限
　納期限（納期限が延長された場合は、延長後の期限）まで

【申請方法】

①②のいずれも満たす人
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年 2 月以降の任意の
　期間（１か月以上）において、事業などに係る収入が前年同期に比べて
　概ね 20％以上減少している人
②一時に納付し、または納入を行うことが困難である人
※「収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少している」に該当しない
　場合でも、猶予が認められる場合がありますので、納税課に相談してく
　ださい。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、　
　向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、状況により、適切に対応
　します。

【対象】

国民年金保険料の免除

問  国保年金課　 （93）4085

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難
となった場合の臨時特例手続きがあります。
詳しくは、問い合わせていただくか、市公式ホームページ、日本年金機
構ホームページをご覧ください。

介護保険料の減免

問  高齢者福祉課　 （93）4980

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由
などで著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難な人は、申請に
より介護保険料が減免される場合があります。減免には、条件などがあ
ります。詳しくは、問い合わせてください。
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国民健康保険被保険者証・納税通知書を発送します

世帯の総所得金額によって、下表のとおり軽減されます。

問  国保年金課　●国民健康保険被保険者証について　国保班　 （93）4083　
　　　　　　　●国民健康保険税について　国保税班　 （93）4084

保険証の一斉更新

８月１日（土）から有効となる新しい保険証を、７月中旬に「簡易書留」で
郵送します。
保険証が届かないときや、内容に誤りがあったときは必ず連絡をしてください。

保険料額決定通知書を発送

令和２年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書（保険料納入通知書）を、
７月 15 日（水）に発送します。
この通知書で、被保険者の納付する年間保険料が確定します。
納付方法は、通知書で確認してください。

後期高齢者医療被保険者証・

　　　　　　保険料額決定通知書を発送します

問  国保年金課　 （93）4085

保険料の軽減措置

■均等割額の軽減

■被用者保険の被扶養者だった人の軽減

　健康組合などの被保険者であった人は、保険料の所得割の負担がなく、
　均等割額が 2 年間のみ５割軽減されます。

軽減種類 世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額など
軽減後の
均等割額

７割軽減
均等割の7.75割軽減を受ける世帯のうち、
被保険者全員の年金収入が80万円以下で、
その他各種所得がない世帯

１万3,020円

7.75割軽減 33万円を超えない世帯 9,765円

5割軽減
33万円＋28.5万円×被保険者数の金額を
超えない世帯

2万1,700円

2割軽減
33万円＋ 52万円×被保険者数の金額を
超えない世帯

3万4,720円

※年金所得がある人は、総所得金額などから15万円が特別控除されます。

保険証の一斉更新

新しい保険証を、７月中に特定
記録郵便で郵送します。保険証
が届かないときや、内容に誤り
があったときは必ず連絡をして
ください。
※今年度は新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から手渡し
で受領印（または署名）が必要
な簡易書留での郵送は行いません。

■注意事項
○国民健康保険税の滞納がある世帯には「短期保険証」または「資格証明書」
　を郵送します。
○ 70 歳以上の被保険者には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を
　郵送します。新しい保険証に負担割合が記載されます。
○保険証は６月 18 日現在のデータで作成しています。６月 19 日以降に脱　
　退などの手続きをした場合は、市から届いた保険証は使用できませんので
　注意してください。

納税通知書を発送

世帯主あてに令和 2 年度の国民健康保険税納税通知書を、7 月 15 日（水）
に発送します。世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主には納期内に
国民健康保険税を納める義務があります。
なお、65 歳以上 75 歳未満の国民健康保険に加入する世帯主の人は、国
民健康保険税が年金天引き（特別徴収）されます。

特別徴収（年金天引き）になる人

世帯主が特別徴収の対象の場合、家族の保険税は、世帯主が受給する年金
から納めることになります。
ただし、次の条件を全て満たしていない場合、または世帯主が 75 歳に到
達する年度は、納付書または口座振替での納付になります。
○世帯主が国民健康保険に加入している
○世帯主が年金（年額 18 万円以上）を受給している
○世帯主と国民健康保険に加入している家族全員が、65 歳以上 74 歳まで
　である
○介護保険料と国民健康保険税を合算したとき、年金受給額の２分の１を超
　えない
※新たに特別徴収となる人には通知します。

国民健康保険税の減額
○非自発的失業者の人は、届出をすることにより、国民健康保険税が軽減
　されます。
○ 75 歳以上の人と同居する国民健康保険加入者の人は、国民健康保険税
　が軽減されます。

確定申告期限の延長に伴う注意点
今年度の所得税の確定申告期限が延長されたことに伴い、令和２年度市民
税・県民税の所得情報が反映されていない場合があります。
所得情報が更新された後に再計算し、該当する人には変更通知書などによ
りお知らせします。

見本

見本

※介護保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用したときの費用が、
全額自己負担になるなどの滞納措置があります。

介護保険料額決定・納入通知書を発送します

問  高齢者福祉課　 （93）4980

7 月 10 日（金）に介護保険料額決定・納入通知書を発送します。介護保
険料は、サービス利用の有無にかかわらず、全員納めなければならないも
のです ｡
介護が必要になったときに、安心してサービスを利用できる介護保険制度
にご協力をお願いします。

■特別徴収（年金天引き）
　年金年額が18万円以上の人は、原則、年６回の特別徴収（年金天引き）です。
　前年度特別徴収の人と、今年度の仮徴収（４・６・８月）が特別徴収の人は、
　本徴収（10・12・２月）分も年金から特別徴収されます。
　また、今年２月までに 65 歳になった人や市に転入した人で、現在普通
　徴収の人は 10 月からは特別徴収になります。

■普通徴収（個別納付）
　特別徴収の対象とならない人は、普通徴収（個別納付）になります。
　送付された納入通知書により、市指定の金融機関窓口などで納付してく
　ださい。
　※納付には口座振替が便利です。

■ その他
　次の人は保険料が変更になりますので、後日、保険料額変更通知書を送
　付します。
　○被保険者の世帯で、期日より遅れて確定申告した人がいるとき
　○年度の途中で他市町村へ転出した場合など

123456 -7
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空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草や高木を放置しておくと、
ごみの不法投棄や害虫などの発生原因
となります。
また、台風などの災害時には、近隣に
思わぬ被害を与える場合があります。
所有者は日頃から、土地の適正管理を
心がけてください。

漏水などで工事が必要な
ときは
上下水道課　 （93）3340

水道の給水装置の新設工事や修理工事
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、全国一律の要件に
より、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が増えています

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。

７月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日７月10日（金）
※９日（木）までに入金確認をお願い
します。

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

生活で生じた家庭ごみや、事業で生じ
た廃棄物を、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。

スズメバチの巣などの駆除は

駆除依頼・相談先
県害虫防除協同組合
043（221）0064

市では、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

消火栓を使用した
初期消火マニュアル
消防署　 （92）1311

大規模な地震が発生したとき、火災に
よる被害拡大を軽減することを目的に、
区・自治会、自主防災組織が消火栓を
活用した初期消火活動を行えるよう、
初期消火マニュアルを作成しました。
詳しくは、市公式ホームページで確認
するか、問い合わせてください。
消火栓を使用できる条件

○ 専用資機材の購入
○ 年1回以上の資機材を使用した初期
消火訓練を行う（訓練を行う場合は、
必ず消防職員の立ち合いが必要です。）

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。

7 月 10 日～ 19 日
夏の交通安全運動
県くらし安全推進課
043（223）2263

夏季は、交通量の増加から交通事故の
発生が懸念されます。
一人ひとりが交通ルールを守り、交通
事故防止を心がけましょう。
スローガン

～交さ点　命のきけんが　かくれんぼ～
重点目標

①子どもと高齢者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
　（特に、ちばサイクルールの広報）
③後部座席を含めた、全ての座席の
　シートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

国民健康保険（国保）の届出
国保年金課　 （93）4083

国民健康保険は、病気やけがに備えて
加入者が保険料を出し合い、医療にか
かる費用に充てる、相互助け合いの制
度です。
職場の健康保険に加入している人や、
生活保護を受けている人などを除く全
ての人は、国保に加入しなければなり
ません。
また、次のようなときは届出が必要です。
○ 健康保険を喪失（扶養喪失）したとき
⇒国保加入
○�健康保険に加入（扶養認定）したとき
⇒国保脱退
なお、国保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。
※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。

　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。

千葉

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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デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日７月16日（木）13：30～15：30
場集合　中央公民館ロビー
内トマト作付け
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日７月 26 日（日）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。
他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。
　搬入時はマスクの着用をお願いします。

ジャズ・フェスティバル
in とみさと
開催中止のお知らせ

富里国際交流協会事務局（企画課内）
（93）1118

８月開催予定の「ジャズ・フェスティ
バル in とみさと」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、今年度は
中止とさせていただきます。

令和版てらこや
「富里市きょうざん塾」
開催中止のお知らせ

きょうざん塾実行委員会（学校教育課内）
（93）7659

例年、夏休みに行っている、市内の小
学生対象の富里市きょうざん塾は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度は中止とさせていただきます。

富里市こども医療費
助成受給券
子育て支援課　 （93）4497

令和２年度こども医療費助成受給券を
7 月下旬に発行予定です。（有効期間：
令和２年８月１日～令和３年７月31日）
受給券の発行には、同居世帯の所得情
報が必要となります。未申告などで確
認が取れないときは、発行できない場
合がありますので注意してください。

お子さんの発達で
気になることはありませんか
簡易マザーズホーム

（92）2302　FAX（92）2303
E mothershome@city.tomisato.lg.jp

マザーズホームは、遊びを中心とした
取り組みの中で、大切な乳幼児期の子
どもたちの情緒、運動の発達を目指し、
子育てを支援します。
場マザーズホーム（福祉センター内）
対就学前の子どもと保護者
※令和元年 10 月から幼児教育無償化
が始まり、3 歳児以上は無償化の対象
となりますが、3 歳児未満は無償化の
対象外となるので、費用を一部負担い
ただきます。
保育所等訪問支援事業

お子さんが通っている園に、支援専門員
が訪問し、集団適応できるよう支援を行っ
ています。詳しくは問い合わせてください。

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

水道水の放射性物質検査結果
６月３日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いてい
ます。今後も 3 か月に 1 回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。
なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

問上下水道課　 （93）3340

農産物の放射性物質検査
採取日 品目 栽培方法 放射性

セシウム134
放射性

セシウム137 合　計

４/20 すいか ベトコン（ミニハウス） 検出せず 検出せず 検出せず

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は 100 ベクレル毎キログラムです。
問農政課　 （93）4943

経済的な理由で保険料を納付することが困難なときは、申請することで保険
料の納付が免除になる場合があります。
内①免除制度（全額免除、４分の３免除、半額免除、４分の１免除）
　②納付猶予制度　
　③学生納付特例
期保険料免除の承認期間　
　①～②７月～翌年６月まで　
　③４月～翌年３月まで
対①免除申請者本人、申請者の配偶者、世帯主
　②免除申請者本人（50 歳未満の人のみ）、申請者の配偶者
　③免除申請者本人（学生のみ）
　※①～③前年所得など定められた基準に該当することが要件になります。
申次の物を持参して、窓口で手続きをしてください。
　○印鑑（本人が署名するときは不要）
　○今年または昨年に、失業や事業を廃止した人は、雇用保険受給資格者証

　や雇用保険被保険者離職票などの写し
　○学生は、学生証または在学証明書
他免除申請を行うには、所得の申告が必要です。前年度に全額免除または納
　付猶予の承認がされ、翌年度以降も継続希望する人は、申請不要で審査を
　受けられます。

国民年金保険料の免除・納付猶予など

問 国保年金課　 （93）4085

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全
額納付したときに比べ、老齢基礎年金の受け取る金額が少なくなります。そ
こで 10 年以内であれば、保険料の追納（後払い）ができます。
追納の申し込みは、年金事務所または国保年金課窓口で受け付けています。

国民年金保険料の追納制度

問国保年金課　　    （93）4085
　幕張年金事務所　 043（212）8621

問 企画課　 （93）1118

国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象にした、5 年ごとに実
施される最も基本的で重要な統計調査です。
令和 2 年国勢調査は、令和 2 年 10 月 1 日を基準日として行われます。
調査の回答は、郵送による回答、パソコンやスマートフォンによるインター
ネット回答もできます。
インターネット回答のメリット

①期間中、いつでも好きな時間に（24 時間）回答できます。
②インターネットで回答した人は、紙の調査票の提出が不要になります。

国勢調査　開始 100 年

各世帯への調査票の配布は9月中旬を予定しています

声の広報をお届けしています

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。

令和 2 年国勢調査が

                         はじまります
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募　集

令和2年度
会計年度任用職員
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215
富里幼稚園　 （93）2387

詳しくは問い合わせてください。
日８：30～19：00の指定する時間
　※勤務日時などは相談してください。
場 内 
　葉山こども園

　正看護師（准看護師）、保育教諭
　○園児の保健業務全般
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育）
　富里幼稚園

　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○正看護師　
　　時給1,054円～1,314円
　○准看護師　
　　時給1,022円～1,244円
　○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給1,002円～1,209円
申次の書類を提出
　○履歴書
　　（市販のものに必要事項を記入し、
　　写真を貼付）
　○資格証の写し
　　（資格取得見込みも可）

学童クラブ指導員
子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ
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
○富里南学童クラブ
　 (92）0092
○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

シルバー人材センター会員募集

（公社）市シルバー人材センター
（90）1375

60歳を過ぎても仕事がある喜びを感
じてみませんか。県内就業率トップク
ラスの市シルバー人材センターでは、
現在就職意欲を持つ60歳代前半～
80歳代後半まで、200人以上が男性
女性を問わず活躍しています。
60歳以上の心身共に健康で働く意欲
があり、センターの趣旨に賛同できる
人は、どなたでも入会できます。

ファミリーサポートセンター
提供会員募集
申込 ファミリーサポートセンター
（92）2452

内保育施設への送迎、一時的な預かりなど
対市内在住で心身ともに健康な人
　※基礎研修あり

市産業振興推進会議　委員公募
商工観光課　 （93）4942
E shoukou@city.tomisato.lg.jp

産業振興ビジョンに係る、調査・審議
をする会議です。
対市内在住または在勤で18歳以上の
　次の要件に全て該当する人
　○年2回程度の会議に出席できる
　○市の審議会などの公募委員を２
　　つ以上兼ねていない
　○市の議員または職員でない
定２人　
額○報酬　１回7,000円
　○費用弁償　１回1,000円
期令和２年10月 1日から2年間
申７月15日（水）までに申込書（※）
　に必要事項を記入し、「市内の産業
　の発展と活性化について」のレポー
　ト（任意様式400字程度）を添えて、
　次の方法で提出。
　○商工観光課へ直接持参　○メール
　○郵送（15日消印有効）
　※申込書は商工観光課、日吉台出張
　　所の窓口に備え付けてあるほか、
　　市公式ホームページからダウンロード可。
選書類選考。選考結果は応募者全員に
　個別に通知します。

令和2年度事業
市民活動支援補助金
市民活動推進課　 （93）1117

令和２年度を対象事業期間として、補
助金を活用する団体を募集します。
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
　活動団体
申８月31日（月）まで
選公開プレゼンテーション
　（９月頃を予定）
　※詳細は後日通知。
他支援補助金が予算額に達した時点で、
　応募は終了となります。

自衛官募集
自衛隊成田地域事務所
（22）6275

約23万人の自衛官たちが、防衛や災
害援助、国際貢献を担い、日本や世界
を舞台に活躍しています。
自衛隊では、将来活躍する人材を募集
しています。
試験
区分 受験資格 申込

受付 試験日

自
衛
官
候
補
生

18～33歳
未満の男女 随時 受付時

に周知

一
般
曹
候
補
生

18～33歳
未満の男女 受付中 受付時

に周知

航
空
学
生

高等学校を卒
業または卒業
見込みの21
歳未満の男女
（海上自衛隊
は23歳未満）

受付中 受付時
に周知

　　　　　　　

▲自衛隊成田地域事務所
　　　　　　　　ホームページ
　　　　　　　　ＱＲコード

～禁煙を成功させるために～

コラム　Vol.1

①吸いたい気持ちをコントロールする方法
【行動パターン変更法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○洗顔・着替え・朝食など、朝の行動順序を変える　　
○食後早めに席を立つ　○コーヒー、アルコールを控える
○食事をいつもと違う場所でとる　○過労でストレスをためないようにする

禁煙を成功させるための準備と方法について知りましょう。

喫煙や受動喫煙は、呼吸器を痛め、新型コロナウイルス感染症に感染する危
険性が高くなります。感染のリスクを減らすため、禁煙の取り組みについて
紹介します。

【環境改善法】
○タバコや灰皿、ライターなどの道具を捨てる　○喫煙者、煙に近づかない
○タバコを買える場所に近づかない
【代償行動法】
○深呼吸をする　○歯を磨く　○冷たい水や熱いお茶を飲む　　　　　
○糖分の少ないガムや干し昆布を噛む　○散歩や体操など身体を動かす
○音楽を聴く　○時計を見て、吸いたい気持ちが収まるまで秒数を数える
②保険診療による禁煙治療
１人で禁煙をするのが難しいときは、医療機関のサポートを受けることが
できます。禁煙外来では、医師があなたの喫煙歴を把握した上で禁煙補助
薬の処方、治療の経過を見守ってくれます。
相談できるので、上手く続けていくことができます。
詳しくは問い合わせてください。

問・相談先　健康推進課　 （93）4121

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
働くことに悩みを抱えている若者を支
援するため、相談を受け付けています。
日７月９日（木）
　13：00～17：00
場北部コミュニティセンター会議室１
対 15～49歳で就労に悩みを抱えて
　いる人またはその家族

住宅耐震相談会
申込都市計画課　 (93）5148

市が委嘱した相談員が公共施設や依頼
主宅へ出向き、住宅の耐震性について
個別の相談にお答えします。
日７月19日（日）
　9：00～12：00／
　13：00～17：00
　1組につき45分程度
場○午前　北部コミュニティセンター
　○午後　北部コミュニティセンター
　　　　　または依頼主宅
対市内在住の人　
定 14組
申７月16日（木）まで
持建築確認申請時の平面図など、住宅
　の間取りがわかるもの

自立支援相談窓口

市自立生活支援（社会福祉課内）
080（9861）5646

E l i fesupport-tomisato@asahi-
　net.email .ne.jp
　

この制度は、経済的に苦しく、最低限
度の生活を維持することができなくな
る恐れがある人を対象に、自立に向け
さまざまな支援を行っていくものです。
日窓口・電話相談
　月～金曜日
　（祝日、年末年始を除く）
　８：30～17：15
　※メールでも相談を受け付けてい
　ます。

健 康
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子育て広場みんなで楽しく

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

当面の間、定員・予約制となります。
予約受付日時：平日の 9：00 ～ 17：00
詳しくは問い合わせてください。

予約制で、センター室開放を行います。
毎週火・木曜日に水遊びを行います。
詳しくは問い合わせてください。

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

子どもの遊び場ミルキー

日 内
　　〇１日（水）赤ちゃん集まれ！汗取りパット作り
　　〇２日（木）アンパンマンのエプロンシアター
定各 5 組
他電話で予約

若草児童館
申込 （93）8226

子育て教室「ちびたんくらす」

日 9 日（木）10：15 ～ 11：45
内 ボールプールで遊ぼう、身体測定

未就園児園庭開放（日吉台幼稚園第2グラウンド）

日 21 日（火）10：15 ～ 11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育施設などの行事日程は、月を省
略していますが全て７月の行事です。

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

をご確認ください。

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７月は児童扶養手当の支給月 児童手当現況届

今月は児童扶養手当の支給月です

○振込予定日　７月 10 日（金）
○支給対象月　令和２年５月～６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。

児童手当の現況届を提出していない人は、至
急提出してください。

子育て支援課　 （93）4497 子育て支援課　 （93）4497

新型コロナウイルス対策として、「新しい生活様式」では、外出などで人と接する時は、マスク着用が基本とされています。

しかし、マスク着用時には、喉の渇きを感じにくく、気づかないうちに熱中症になってしまう可能性があります。

これから気温の高い日が続きますので、例年以上にこまめな水分補給や、汗をかいたら塩分補給するなどの対策を心がけましょう。

熱中症にご注意を！！

基本的な感染症対策を実践し、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐことができます。

新型コロナウイルス感染症　「新しい生活様式」にご協力を

一人ひとりができる基本的な感染対策

2ｍ空ける

感染流行地域

への移動は×

帰省や旅行は

控える

誰とどこで

会ったかをメモ

地域の感染

状況に注意

外出時は

マスク着用

会話時は

真正面を避ける

帰宅したら

必ず手洗い

2ｍ

遊びは

屋内＜屋外
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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/

７月の健康カレンダー
★…保健センター（すこやかセンター内）
◆…北部コミュニティセンター

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

 ３  （金）
3 歳児健診

（平成 28 年 9 月生まれ）
★

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

 ６  （月）育児相談 ( 要予約 ) ★ 13：30 ～ 14：30

 ７  （火）
１歳６か月児健診

（平成 30 年 9 月生まれ）
★

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

10  （金）
3 歳児健診

（平成 28 年 10 月生まれ）
★

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

13  （月）育児相談 ( 要予約 ) ◆ 13：30 ～ 14：30

７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２年５月生まれ
ＢＣＧ　
令和２年２月生まれ
４種混合　
令和２年４月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘
令和元年６月生まれ
日本脳炎　平成 29 年６月生まれ

もぐもぐごっくん離乳食教室
母子保健班

日時…８月 3 日（月）
　　　①   9：15 ～ 10：00
　　　② 10：15 ～ 11：00
　　　③ 11：15 ～ 12：00
場所…保健センター（すこやかセンター内）
対象…離乳食が２回食になる頃の
          子どもと保護者
内容…離乳食の量の確認・進め方、
　　　個別相談など
持ち物…母子手帳、オムツなど
定員…各時間 10 組程度
　　　※託児はありません。
申込…電話

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

夏休み親子クッキング教室
成人保健班

例年 7 月・8 月に開催していた親子
クッキング教室は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、中止いたしま
す。

※対象者には通知します。
日時…７月 27 日（月）
　　　① 9：15 ～　② 10：15 ～
　　　③ 11：15 ～
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・９月生まれの
           子どもと保護者
内容…むし歯予防の話、仕上げ磨き
          の実習
持ち物…母子手帳
定員…各時間 10 組程度

岡野　陽子（七栄第２）・髙𣘺　行江（七栄第５）
國司　恵子（七栄第３）・今井まさ子（七栄第３）
石橋美枝子（七栄第６）・宇瀨由美子（東七栄）
大竹　ナオ（久能）・戸塚　住江（人形台西）　　　＜敬称略＞

相川美佐子（中沢）・篠原真由美（中沢）・森下てるよ（立沢）
並木　菜苗（新橋）・大城　延子（南七栄）・野牧　惠子（南七栄）
丹　さく子（南平台）・橘　幸代（南平台）・中山チヱ子（新中沢）
                                              　　　　　　　　　　　   ＜敬称略＞

第一小地区では、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。
他にも、地区活動として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歳児訪問な
ども行っています。
地域に寄り添った健康づくりの推進を行っていきたいと思
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～

地区社会福祉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 歳児訪問も地区活動として行っています。
今後も地域の皆さま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 ･ 七栄小地区 第一小地区

７月上旬頃から、図書館サービスを全
面再開し、短時間での滞在サービスか
ら、通常のサービスへ進めていく予定
です。詳しくは問い合わせてください。

図書館業務の全面再開について

7 月の映画会・おはなし会につきまし
ては、休止とさせていただきます。
再開時期につきましては決まり次第、
広報とみさとや図書館ホームページな
どでお知らせします。

７月の映画会・おはなし会

来館時は、家庭などで健康状態を確認
し、以下の項目について、ご協力をお
願いします。
○来館前の検温
○マスクの着用
○消毒液での手指消毒
　（図書館入口付近にも設置してあります）
○他の利用者との適正な間隔の確保

来館時のお願い

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。

返却期限を守りましょう

市では、映画、ドラマ、ＣＭなどの撮影の誘致・支援をする富里市観光協
会と富里市商工会が行う「とみさとフィルムコミッション」と連携し、町
並みや自然風景を通じて、市を広くＰＲしています。
昨年度からは、市の施設での撮影を全面的に可能にし、誘致を図っています。
国の動向に応じて、新型コロナウイルス感染症の影響による施設の開放状
況を考慮しながら、段階的に進めていきます。
令和元年度の市内でのロケ撮影の実績は、以下のとおりです。

内  容 件  数 主な撮影場所

ドラマ ６件
旧洗心小学校、市役所、中央公園、
中央公民館など

CM ２件 旧洗心小学校、篠原ファーム

ミュージックビデオ １件 図書館

バラエティ ２件
富里ホースパーク、
クッチーナトキオネーゼ・コジマ
など

ロケの街　富里を目指して

問 富里市観光協会　 （93）0136
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7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

12 日（日）
26 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、12 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。

26 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（種別割）
・国民健康保険税

　　　　　　 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。
※２事前予約がない場合は開催しません。

時時間　場場所　問問い合わせ

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談 ○こころの相談室

12 13 14 15 16 17 18
○市民課一部証明交付 ○法律相談※1

中央公民館休館日
社会体育館休館日

〇交通事故相談
　※ 2
○心配ごと相談

○年金相談

19 20 21 22 23 24 25

中央公民館休館日
社会体育館休館日
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○市民課一部証明交付
○市税休日納付相談

○法律相談※1
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談
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※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　6 日（月）、13 日（月）、20 日（月）、23 日（木・祝）24 日（金・祝）、27 日（月）
※利用再開は段階的に行います。詳しくは問い合わせてください。

急病のときは

急病診療所　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。
                      ※受診するときは、まず電話で相談してください。持ち物…保険証、子ども医療費助成受給券（対象者）

●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 ～翌朝６：00
日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ  9：00 ～翌朝６：00

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　北総管工設備㈲　 （93）1288

　　　　　　　　　　　　　

７月 31 日（金）

固定資産税・都市計画税　第２期
　国民健康保険税　第１期

後期高齢者医療保険料　第１期
介護保険料　第１期

納期内納付にご協力ください

○交通事故相談（10日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　

場市役所分庁舎 1 階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（６日（月）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　

場市役所分庁舎１階会議室

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談（※相談時間は1時間以内）

時 10：00 ～ 14：30　

場 福祉センター２階小会議室

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

○こころの相談室

時 第２金曜日 14：00 ～ 16：00

場 福祉センター2階小会議室

問 社会福祉協議会　 （90）0081

「広報とみさと」毎号に掲載する広告を
募集しています。
配布部数　19,300 部
掲載料・規格

1 枠　10,000 円
（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）
2 枠　20,000 円

（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）
色　2 色（黒と市の指定色）
締切　掲載希望月の前々月 25 日

広報とみさと有料広告

問秘書広報課　 （93）1112



12　広報とみさと　2020.7.1

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。

国登録有形文化財である旧岩﨑家末廣別邸は、昨年の台風
被害により公開が出来ない状況となっていますが、本年中
の公開を予定しております。
詳細については、決定次第お知らせします。

旧岩﨑家末廣別邸の公開について

 生涯学習課　 （93）7641問


