
●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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  なぜこのメッセージにしたのですか？

このような社会情勢の中で、市民の皆様を明るく元気づけられることがで

きればと思いこのようなメッセージにしました。

  どんな思いや願いを込めて書かれましたか？

終わりが見えず不安な気持ちを吹き飛ばしたい、作品を見る人に少しで

も楽しく見てもらい、喜んでもらえたらいいなと思いながら書きました。

また、当たり前だった学校生活に制限がかかる中、このようなパフォー

マンスをさせていただいたことに感謝の気持ちを込めて書きました。

富里高校書道部の皆さんと五十嵐市長

富里高校書道部　
パフォーマンス

私たちのパフォーマンスの動画や作品を見て、少しでも明るい気持ちになり、

この状況を乗り越える手助けの１つになればうれしいです（富里高校書道部）

  書道の魅力は？

・うまく書けたとき、作品が完成したときの喜びが格別です。

・他では味わえない達成感を味わえます。

・パフォーマンスでは、仲間と協力する喜びを味わえます。

・市の文化祭などでは、年齢の垣根を超えて楽しめるものだと感じました。

書道部の皆さんには、昨年の産業まつりで、書道パフォーマンスを披露してい

ただき、市民の皆さんに感動を与えていただきました。現在のコロナ禍において、

市民の皆さんに少しでも元気を届けたく、作品を依頼しました。

パフォーマンス動画

は市公式ホームペー

ジに掲載しています。

ぜひご覧ください。
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～ みんなでつくるまちづくり～

富里市区長会紹介

問市民活動推進課　 （93）1117

市区長会は、市内地域行政の合理化と能率化に努め、市民の福祉を推進し、市政に対する積極

的かつ建設的な協力を行い、併せて会員相互の親睦と連携を図ることを目的として、昭和 32

年２月 11 日に発足しました。会員は区・自治会の代表者 74 人で構成されています。

■主な活動

市各種事業への

協力・参加

ゴミゼロ運動、ポイ捨て“ ナイナイ”キャンペーン、回覧物等

の配布など

住民代表者として各種委員会などに

委員の派遣

協働のまちづくり推進委員会、環境審議会、就学区域審議会、

社会福祉協議会など

区・自治会への

加入促進ＰＲ

広報とみさと掲載（年 2 回）、転入者に市民課窓口で加入促進の

チラシ配布、開発事業者へ事前協議時に加入促進依頼など

■主な事業

視察研修会
会員の知識向上・親睦を深めるために、日帰り視察・宿泊視察

研修（１泊２日）を実施

市内施設見学会 & 意見交換会
施設見学会を通じて、問題点や悩みなど会員間の情報交換を行

う場として開催

各地域への助成 各地域での活動を促進するために、学区活動助成金を支給

令和２年度富里市区長会役員

会　　長　町田　弘　　（日吉台１丁目）　

副  会  長　松尾　勝行　（七栄第六）

　　　　　高谷　正敏　（大和ニュータウン）

　　　　　山本　猛　　（立沢台）

理　　事　瀬良　光弘　（日吉台３丁目）

　　　　　林　　幹雄　（七栄第三）

　　　　　池上　正志　（七栄第五）

　　　　　長谷川英利　（根木名ニュータウン）

　　　　　上村　豊　　（花輪台）

　　　　　中野　良治　（東立沢）

　　　　　相川　栄二　（二重堀）

　　　　　尾崎　進　　（二区）

会計監査　三橋　敏博　（日吉倉）

　　　　　谷口　和雄　（七栄第二）

　　　　　椿　　健一　（中沢）

　　　　　栗原　恒治　（吉川）

地域の『絆』　自治会に加入しましょう！

市内には区・自治会・町内会など現在 110 の自治組織（以下「自治会」）があります。

これらの自治会は、地域のコミュニティづくりのために住民の皆さんで自主的に設立された組織

です。自治会では、住みよい地域づくりを目指し、美化活動、防災・防犯活動、レクリエーショ

ン活動などの実施のほか、地域のいろいろな課題の解決に取り組んでいます。また、市政情報も

自治会を通じてお知らせしています。

自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長へ問い合わせてください。自分がどの自

治会になるのかわからないときなどは市民活動推進課（ 93-1117）に問い合わせてください。

▲福島県南相馬市視察

市内の幼稚園、認定こども園では、令和３年４月に入園する園児を募集します。
願書の交付及び受付は、各園で行います。
なお、認定こども園の２号認定（満４歳以上で保育を希望）は、広報とみさと
11月号で保育園の募集と一緒にお知らせします。

令和３年度幼稚園及び認定こども園（１号認定）

問子育て支援課　 （93）1174

■私立幼稚園
　詳細は、各幼稚園へ直接問い合わせてください。

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

太子幼稚園

日吉倉483

（93）3291

３歳児

４歳児

5歳児

30人

若干名

10人

願書交付　10月15日（木）～

願書受付　11月２日（月）

末広幼稚園

七栄647ー41

（93）6556

３歳児

４歳児

５歳児

50人

10人

若干名

願書交付　10月15日（木）～

願書受付　11月２日（月）

日吉台幼稚園

日吉台５ー25

（93）4408

３歳児

４歳児

５歳児

60人

若干名

若干名

願書交付　10月15日（木）～

願書受付　11月２日（月）

■公立幼稚園・公立こども園
○入園資格は①と②を満たす幼児です。
　①富里市に住民登録をし、かつ居住している幼児
　②４歳児：平成28年４月２日～平成29年４月１日までに生まれた幼児
　　５歳児：平成27年４月２日～平成28年４月１日までに生まれた幼児
○応募者が募集人数を超えた場合は、抽選になります。
○抽選は11月17日（火）15：00～　各園で公開で行います。

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

浩養幼稚園

十倉185ー54

（94）0054

４歳児

５歳児

25人

17人

願書交付

10月19日（月）～10月30日（金）

９：00～16：00

（土曜日、日曜日、祝日を除く）

願書受付

11月11日（水）、12日（木）

９：00～16：00

富里幼稚園

七栄636ー１

（93）2387

４歳児

５歳児

70人

20人

葉山こども園

御料1009ー32

（93）1215

４歳児 ３人

向台こども園

中沢1023

（93）2951

４歳児 ４人

園児募集
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市税・保険料は口座振替を！

簡単！

便利！

問   納税課　 （93）0434

市では、口座振替の推進を強化しています。
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。納め忘れの心配や、金融機関などへ納付に出かける手間が省けます。
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（種別割）
　○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

■申込期限
   キャッシュカードでの申込みは、振替開始希望納期限の概ね 2 週間前まで。
   口座振替依頼書での申込みは、振替開始希望納期限の２か月前まで。

■申込
　（１）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。
　（２）口座振替依頼書
　　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。
　　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。

11月は「市税収納強化月間」

問   納税課　 （93）0433　
    国保年金課　 （93）4084

市では、税負担の公正・公平性の確保と各種行政サービスの維持を目的に、
11 月を市税収納強化月間としています。
市税などの未納がある人を対象に、第２～第５日曜日に電話催告と納付相談を
行います。納付相談などの対象は、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税（種別割）、国民健康保険税です。

●休日電話催告
　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、電話でお知らせします。
　なお、特定の金融機関や口座番号への振り込み指示は行いません。

●休日納付相談
　仕事の都合で平日に納付できない人や特別な事情で市税の納付が困難な人
　の休日納付相談を実施しています。（納付書がない人でも納付できます。）
　日　時　11 月 8 日（日）、15 日（日）、22 日（日）、29 日（日）
　　　　　９：00 ～ 16：00
　場　所　国保年金課
　※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。

市では、都市計画マスタープランに掲げるまちづくりを実現するため、市街
化区域内の用途地域についての見直しを検討しています。
この度、見直し方針（案）に対する住民の皆さまからのご意見を聞くため、
次のとおり説明会を開催します。

■説明会
　▼日時　10 月 16 日（金）夜間の部 18：00 ～
　　　　　10 月 18 日（日）午前の部 10：00 ～／午後の部 13：30 ～
　　※受付開始はいずれの部も 30 分前から行います。
　▼場所　富里中央公民館 4 階大会議室

市街化区域内の用途地域の見直し方針（案）

に関する住民説明会を開催

問都市計画課　 （93）5147

成田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会

成田空港のさらなる機能強化により、航空機騒音防止地区と航空機騒音防止
特別地区が拡大され、成田空港周辺では地域振興策を含めた土地利用の大幅
な変更が必要となっています。
その中で、関連する都市計画の目標や、主要な都市計画の決定の方針等の変
更を行うことから、次のとおり案の概要を縦覧するとともに、公聴会を開催し、
皆さまのご意見をお聞きします。
１ 案の概要の縦覧
　(1) 期間　10 月 16 日（金）～ 30 日（金）
　　　　　（土・日曜日、開庁時間以外を除く）
　(2) 場所　千葉県都市計画課、富里市都市計画課
２ 公聴会
　12 月６日（日）14：00 ～　成田市役所行政棟６階大会議室にて
３ 公述の申出
　公述（公聴会で意見を述べること）を希望する人は、述べようとする意見
　の要旨（800 字以内）と住所、氏名等を記載した書面（公述申出書）を、
　知事あてに提出してください。

問・提出先　都市計画課　 （93）5147
　　　　　　〒 286-0292（住所不要）

（１） 提出先　
　　富里市都市計画課まで、持参または郵送してください。公述申出書は、　
　　縦覧場所で配布しています。

（２） 提出期間　10 月 16 日（金）～ 30 日（金）（30 日の消印有効）
（３） 公述人の選定
　　公述していただくご本人に通知します。なお、公述を希望する人が多数
　　の場合は、抽選になります。

（４） その他
　　公述された意見の要旨と、その意見に対する県の考え方を公聴会の後、
　　県のホームページに掲載します。
４ 公聴会の傍聴
　公聴会の傍聴を希望する人は、直接会場にお越しください。
　ただし、先着順の入場となりますので、満員の場合は、入場をお断りする
　ことがあります。
　なお、公述申出がない場合は、公聴会を中止しますので、問い合わせてく
　ださい。
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人間ドック・脳ドック費用の一部を助成しています

■対象　次の条件を全て満たす人
　国民健康保険の人
　○申請時に市内に住所を有し、市の国民健康保険に１年以上継続して加入している
　○受検日時点で満40歳以上
　○市税などを滞納していない世帯に属している
　後期高齢者医療制度の人
　○申請時に市内に住所を有し、県後期高齢者医療制度に１年以上継続し
　　て加入している人（国民健康保険の加入期間と通算）
　○市税などを滞納していない世帯に属している
　※検査項目が重複するため、人間ドックの助成を受ける人は、特定健康
　　診査または後期高齢者健康診査は受診できません。
　※脳ドックは２か年連続して助成を受けることはできません。

■助成額　人間ドック・脳ドックそれぞれ検査費用の２分の１（限度額各２万円）

■申込からの流れ
　①医療機関に予約してください。
　　※予約は個人で行ってください。
　　※助成金申請を希望する人は、助成条件の審査・処理のため、必ず人
　　　間ドックなどを受検する前に、申請をしてください。助成条件を満
　　　たしていない場合は、受検費用は全額自己負担となります。
　　※検査料、検査項目などは、医療機関によって異なりますので、各医
　　　療機関へ直接問い合わせてください。
　②予約後に、保険証、印鑑を持参し、国保年金課または日吉台出張所で
　　申請の手続きをしてください。
　③市から送付する「承認書」・保険証などを持参し、受検してください。

問   国保年金課　●国民健康保険の人⇒国保班　 （93）4083　●後期高齢者医療制度の人⇒高齢者医療年金班　 （93）4085

　④契約医療機関の場合は、助成額を差し引いた費用を医療機関に支払い
　　ます。
　　契約医療機関以外の場合は、費用の全額を支払い、後日、次のものを
　　持参して、国保年金課の窓口で助成金の請求手続きをしてください。
　　●保険証、印鑑、承認書、領収証、助成金請求書、受検者名義の金融
　　　機関の口座番号がわかるもの
　　　※人間ドックを受検した人は、次の書類も持参してください。
　　　　検査結果の写し、質問票

■その他
　○助成を受けた人の検査結果は、今後の市の保健指導などに活用させてい
　　ただきますので、ご了承ください。
　○プレミアムドックなどの特別な検査を希望する場合や、申請承認後に
　　検査日の変更・キャンセルをする場合は、必ず事前に国保年金課に問い
　　合わせてください。　　　

契約医療機関　
●日吉台病院　 （92）0001
●成田富里徳洲会病院　 （85）5313
●高根病院　 0479（77）1133
●成田赤十字病院　 （22）2311
●国際医療福祉大学成田病院　 （35）5602
●聖隷佐倉市民病院　 043（486）0006
●亀田総合病院附属幕張クリニック　 043（296）2321
※日吉台病院は、人間ドックのみ実施しています。成田赤十字病院は、
　脳ドックのみの受検はできません。詳しくは各病院に問い合わせてください。

イベント名 備考 問合せ先

２０２０とみさとスポーツ健康フェスタ 10 月 11 日開催予定でしたが中止となりました 生涯学習課　 （92）1597

第 13 回富里市英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会 10 月下旬開催予定でしたが中止となりました
生涯学習課　 （93）7641

生涯学習・家庭教育講演会「時代の転換期に子どもを育む」 11 月 10 日開催予定でしたが中止となりました

第 33 回富里市福祉まつり 11 月 3 日開催予定でしたが中止となりました 市社会福祉協議会　 （92）2451

令和２年度富里市産業まつり
11 月 15 日開催予定でしたが中止となりました

農政課　 （93）4943

令和２年度リサイクルフェア 環境課　 （93）4946

第 11 回富里にんじんウォーク 11 月下旬開催予定でしたが中止となりました 健康推進課　 （93）4121

第３回とみさとふれあいまつり ５月５日から延期していましたが中止となりました 市観光協会　 （93）0136

新型コロナウイルス感染症拡大防止と、来場者と関係者の健康・安全面を考慮した結果、下記のイベントを中止とさせていただきます。

イベント中止のお知らせ

調査票の回答はお済みですか？

令和２年国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象としています。

調査によって得られたデータは、行政機関や民間企業の様々な施策や事業に

おいて、重要な基礎資料として活用されます。

回答へのご協力をお願いします。

■回答方法

　１　インターネット回答

　　　世帯に配付された「インターネット回答利用ガイド」に、アクセス方

　　　法やログインに必要な ID などが記載されています。

　２　郵送による回答

　　　世帯に配付された「郵送提出用封筒」に、記入済みの調査票を封入し

　　　てお近くの郵便ポストに投函してください。（切手は不要です。）

　※１・２のいずれの方法によっても回答することが困難な人は、国勢調査

　　実施本部まで連絡してください。

国勢調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにも

注意してください。

不審に思ったときは、市国勢調査実施本部にお知らせください。

注意しましょう

問市国勢調査実施本部（企画課内）　  （93）1118

回答期限

10月７日（水）

調査票の記入方法などは、専用のコールセンターに問い合わせてください。

●国勢調査コールセンター（受付時間８：00 ～ 21：00）

　ナビダイヤル   0570（07）2020

　IP 電話　　　  03（6636）9607

国勢調査 2020 総合サイト
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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。

10 月 19 日～ 25 日は
行政相談週間
秘書広報課　 （93）1112

総務省では、行政相談制度について広
く国民の皆さんの理解と認識を深め、
行政相談を気軽に利用していただくた
め、行政相談週間を定めています。
富里市行政相談所
日毎月第 4 火曜日 10：00～14：30
　※ 10 月は 27 日（火）に開催
場福祉センター 2 階会議室
※都合により変更する場合があります
ので、「広報とみさと」などで確認し
てください。

軽油引取税のお知らせ
佐倉県税事務所軽油引取税課

043（483）1116

軽油は県内で買いましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売店
の所在する県の収入になり、教育・福
祉・道路整備などに使われます。
Ｎｏ！不正軽油宣言

不正軽油の製造・販売・使用は、軽油
引取税の脱税だけでなく、県民の健康
や地域の環境に悪影響を与える悪質な
犯罪行為です。
不正軽油の流通を防止するために、「買
わない」「売らない」「使わない」を徹
底し、不正軽油の販売や使用の防止に
ご協力をお願いします。

お知らせ

10 月 1 日は浄化槽の日
環境課　 （93）4945

浄化槽は、微生物の働きで、汚れた水
（トイレや台所などからの排水）をき
れいにして放流する、生活排水処理設
備です。浄化槽の工事の施工と保守点
検・清掃、定期検査が法律で義務付け
られています。浄化槽の維持管理を怠
ると浄化されない汚水が側溝や排水路
を通り、川などを汚染する原因になり
ます。大切な生活環境を守るため、浄
化槽の適正な維持管理をお願いします。

10 月 15 日～ 21 日は
違反建築防止週間
都市計画課　 （93）5148

建築基準法では、私たちの生命や健康、
財産を守るため、建物などの安全性の
確保に関する、敷地や構造などについ
ての、さまざまな基準を定めていま
す。建物を建てる場合は、建築基準法
などの法令で定める基準や手続きを守
り、適正に工事を進め、完了したとき
は、その建物が法令に基づき安全なも
のであるか検査を受けましょう。
また、新築時は適法でも、改修や用途

（使い方）の変更により違反になる場
合がありますので、改修などの時は事
前に建築士に相談しましょう。

10月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 10 月 12 日（月）
※９日（金）までに入金確認をお願い
します。

給水装置・水道メーターの点検を
上下水道課　 （93）3340

漏水を放置すると、水道料金が高額に
なったり、陥没事故の原因になる可能
性があります。定期的に点検しましょ
う。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.11
に掲載 ) に相談してください。
なお、敷地内での漏水に係る修理費用
は、所有者または使用者の負担となり
ます。

狂犬病予防注射は
お済みですか？
環境課　 （93）4945

狂犬病予防法では、犬の所有者は「そ
の犬の所在地を管轄する市町村長に犬
の登録を申請しなければならない」こ
とや「その犬について、狂犬病の予防
注射を毎年一回受けさせなければなら
ない」ことなどが定められています。
まだ、予防注射を受けていない犬の所
有者は、動物病院などで予防注射を受
けさせ、獣医師が発行する「狂犬病予
防注射済証」を市環境課に持参し、「狂
犬病予防注射済票」の交付手続きをし
てください。
持注射済票交付申請書（ハガキ）、
　狂犬病予防注射済証
費狂犬病予防注射済票交付手数料
　１頭につき 550 円
他○既に、予防注射を受けていて、届
　　け出ていない場合も、同様に手続
　　きをしてください。
　○生後 90 日を経過した犬を飼って
　　いて登録をしていないときは、新
　　規登録の手続きが必要になります。
　　（別途 3,000 円）

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。詳しくは問い合
わせてください。
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
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。

高収益作物次期作支援交付金

JA 組合員… JA 富里市営農指導課
　　　　　 （93）5652
JA 組合員以外… 印旛農業事務所
　　　　　 043（483）1128

新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが減少した農家を対象とした
給付金です。詳しくは問い合わせてく
ださい。
対令和 2 年２～４月に出荷実績があり、
　売り上げが減少した農家

特別障害給付金

幕張年金事務所
043（212）8621

国民年金の任意加入期間に加入してい
なかったため、障害基礎年金などを受
給していない障害者を対象とした制度
です。
制度の詳細は、問い合わせてください。
対①または②に該当し、国民年金に任
　意加入していなかった期間内に初診
　日があり、現在、障害基礎年金の１・
　２級相当の障害の状態にある人。
　ただし、65 歳に達する日の前日ま
　でに障害の状態に該当する人に限る。
　①平成 3 年 3 月以前に国民年金任
　　意加入対象であった学生
　②昭和 61 年 3 月以前に国民年金
　　任意加入対象であった厚生年金な
       どに加入していた人の配偶者
額○障害基礎年金 1 級に該当する人
　　月額　52,450 円
　○障害基礎年金 2 級に該当する人
　   月額　41,960 円

心身障害者扶養年金
社会福祉課　 　(93）4192
　　　　　 FAX（93）2215

心身障害者を扶養している保護者が、
掛金を納めることで、保護者に万一の
ことがあったとき、障害者に終身一定
額の年金を支給する制度です。
詳しくは、問い合わせてください。
対次のいずれかに該当する障がい者（児）  
　の 65 歳未満の保護者
　①身体障害者 1 ～ 3 級の人
　②療育手帳所持者
　③精神または身体の永続的な障がい
　　があり、その程度が①または②と
　　同程度と認められる人
費掛金   １口 9,300 ～ 23,300 円
　※加入時の保護者の年齢により、
　　2 口まで掛けられます。
　給付内容　1 口加入　月額 2 万円
　　　　　　2 口加入　月額 4 万円

　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。

　問 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

「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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10月７日（水）
全国一斉の情報伝達訓練
防災課　 （93）1114

日 10 月７日（水）11：00
　【訓練放送の内容】
　チャイム音＋「これはＪアラートの
　テストです。（３回）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。

国民年金の受給方法

幕張年金事務所
043（212）8621

65 歳になると自動的に年金が支給さ
れると思っていませんか？本人から請
求がないと、年金は支給されません。
また、希望により 60 歳から受給する

「繰り上げ請求」や、66 歳以降に受給
を開始する「繰り下げ請求」もできます。
国民年金には、このほかに障害基礎年
金や遺族基礎年金などがあります。受
給するには、いずれも請求手続きが必
要です。
関国保年金課　 （93）4085

長寿祝金を贈呈
高齢者福祉課　 （93）4981

対象者には、９月中旬に祝金の受け取
り方法などを記載した通知を送付して
いますので、確認してください。
対市内在住（９月 15 日時点）で、
　今年度中に 100 歳になる人
　（大正９年4月1日～大正10年3月
　31 日生まれ）

12月25日までに申請を！
被災住宅修繕緊急支援事業
都市計画課　 （93）5148　　

令和元年台風第 15 号などの被害によ
る住宅修理の補助金制度の受付期限は、
令和 2 年 12 月 25 日（金）までです。
対被災した住家を所有し居住している
　人で、その住家の屋根、外壁、床、
　建物と一体の設備など、日常生活に
　欠くことのできない部分の修理（税
　込 10 万以上の工事）。ただし、対
　象とならない工事もあります。
他すでに補助金を受領した人や工事費
　の全額が保険適用された人などは対
　象外となります。

令和2年分年末調整等
説明会中止のお知らせ
課税課　   （93）0443

例年、源泉徴収義務者を対象として開
催していた説明会は、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。
給与所得者の扶養控除等申請書や、法
定調書などの年末調整関係用紙は、国
税庁のホームページからダウンロード
できます。
問成田税務署法人課税第二部門
　 （28）5151
　※音声案内「２番（税務署）」を選択

ファミリーサポートセンター
入会説明
ファミリーサポートセンター

（92）2452

センターが仲介して会員同士で支えあ
います。
日月～金曜日（祝日除く）
　９：00 ～ 16：00（要予約）
場子育て支援課
対○利用会員
　　市内在住または在勤で、同居して
　　いる１歳～小学校６年生までの児
　　童がいる親族の方
　○提供会員　（報酬あり）
　　市内在住で心身ともに健康な人
問
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。
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。申込書に必要事項を記入し、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から、
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。

ねんきんサテライト成田
日本年金機構

日本年金機構は、年金相談などを身近
な場所で利用してもらうため、ねんき
んサテライト成田を開設しています。
日 8：30 ～ 17：15
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
場スカイタウン成田２階
　＜成田市花崎町828 ー 11 ＞
内厚生年金保険・国民年金関係の届書な
　どの受付、年金相談
※年金相談は混み合う場合があります
　ので、事前予約をお願いします。
　予約するときは、基礎年金番号のわか
　る物（年金手帳・年金証書など）を用
　意してください。
　【予約受付専用番号】
　 0570（05）4890
関国保年金課　 （93）4085

水道水の放射性物質検査結果
　9 月 2 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

千葉県動物愛護センターからのお知らせ

犬のしつけ方教室
日 10 月 29 日（木）、11 月 26 日（木）、　12 月 10 日（木）
　○基礎講座（飼い犬は同伴できません）
　　時 10：00 ～ 12：00　受付　9：30 ～ 10：00
　　定５人　費無料
　　申県動物愛護センター　 　（93）5711　
　○実技講座（飼い犬同伴で参加する教室です）
　　時 13：00 ～ 15：00　受付　12：30 ～ 13：00
　　定３組以上 10 組まで　費 3,300 円
　　申（公財）千葉県動物保護管理協会　 　043（241）7814

犬と猫との出会いの場（オンライン申請）
犬や猫を譲りたいと思っている人と譲ってほしい人たちの
情報の場としてページを公開しています。なお、マッチングは
両者間でメールにより調整してください。
詳しくはQR コードを読み取るかホームページをご覧ください。

次の教室などは、県動物愛護センター＜富里市御料＞で開催します。
必ず電話予約をしてください。詳しくは、それぞれの申し込み先に問い合
わせてください。

千葉

市立小学校入学予定児の健康診断

日 場
就学予定校 期日 受付時間 場所

富里小学校
10 月 23 日（金）

12：45
　～ 13：00 富里中央公民館

10 月 30 日（金）

富里第一小学校 10 月 20 日（火）

富里南小学校 10 月 19 日（月）

浩養小学校 10 月 27 日（火）

日吉台小学校 10 月  ７日（水）

根木名小学校 10 月  ６日（火）

七栄小学校 10 月 21 日（水）

問   学校教育課　 （93）7659

令和 3 年 4 月に小学校へ入学する児童を対象に、各小学校で内科・歯科な
どの健康診断を行います。
今年度は、すべての学校で、富里中央公民館を会場として実施しますので、
お間違えのないようにお越しください。

対平成 26 年 4 月 2 日～平成 27 年 4 月 1 日生まれ
　※対象者には「就学時健康診断票」などを送付しています。
他次のときは、学校教育課へ連絡してください。
　〇本人や家族に、発熱や風邪症状がある
　　（参加はできません。体調が回復後の実施となります）
　〇診断日までに通知書が届かない
　〇記載事項に誤りがある　　〇その他、当日参加できない理由がある
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お知らせ

ご存知ですか？労働委員会
個別的労使紛争のあっせん

県労働委員会事務局
043（223）3735

個々の労働者と使用者の間で生じた解
雇・パワハラ・労働条件の不利益変更
などの、労働関係のトラブルについ
て、労働委員会の委員が間に入り、双
方の歩み寄りによる円満な解決を目指
す「個別的労使紛争のあっせん」を行っ
ています。
あっせんは無料で、労働者、使用者ど
ちらからでも申請できます。

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 10 月 25 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
当日回収できる紙類
○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール
　…種類ごとにひもで束ねてください。
○飲料用紙パック
　…水洗いして切り開き、乾かし、紐
　　で束ねてください。
他搬入時はマスクの着用をお願いしま
　す。
　事業ごみやその他のごみは回収でき
　ません。

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 10 月８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

専門の相談員が住宅の耐震に関して個
別の相談に応じます。自分の住んでい
る建物が地震に対して安全なのか考え
てみましょう。
日 10 月 12 日（月）
　 9：00 ～ 12：00 ／
　13：00 ～ 17：00
　1 組につき 45 分程度
場北部コミュニティセンター
対市内在住の人　
定 14 組
申 10 月８日（木）までに電話予約
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　

募　集
会計年度任用職員募集
（パートタイム）

葉山こども園　 （93）1215
向台こども園　 （93）2951
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・向台こども園
　保育教諭、正看護師（准看護師）　
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育など）
　○園児の保健業務全般
　富里幼稚園
　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給 1,002 円～ 1,209 円
　○正看護師　
　　時給 1,054 円～ 1,314 円
　○准看護師　
　　時給 1,022 円～ 1,244 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）

学童クラブ指導員募集
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

令和２年度第１回

保育 de 就職！＠千葉　
保育のしごと就職フェスタ

（社）千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター内
ちば保育士・保育所支援センター

043（222）2668
保育のしごと就職フェスタ  千葉

詳細はホームページをご覧ください。
日 10 月 11 日（日）
 　13：00 ～ 16：00
場市川グランドホテル 7 階黄金の間
　＜市川市市川 1-3-18 ＞
他直接会場へお越しください。
　履歴書は不要です。

千葉中途失聴者・難聴者
からのお知らせ

NPO 千葉中途失聴者・難聴者協会
FAX  043（461）6533

日 場 内
　① 10月３日（土）
　　 13：30～16：00
　　 佐倉市中央公民館
　　 ＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
　　 手話学習会
　② 10月25日（日）
　　  時間は問い合わせてください。
　　 成田山公園
　　＜成田市成田１＞
　　 ウォーキング
他要約筆記で聞こえのサポートをしま す。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日 10 月 15 日（木）
　 13：30 ～ 15：30
場集合　中央公民館ロビー
内トマト収穫体験
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人。

【事例】
大学構内で男性に声を掛けられ、アンケートに答えるアルバイトをした。ア
ルバイト代の２千円は現金でもらったが、「後日、残りの千円を振り込むため
に必要」と言われ、銀行口座番号とキャッシュカードの暗証番号、氏名、電
話番号を伝え、運転免許証も見せた。男性はそれらの情報をアプリに入力し
ていた。
後日、教えてもらっていた男性の電話番号に連絡すると消費者金融につなが
り、30 万円の借金をさせられていたことがわかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大学生　男性）

アンケートに答えるアルバイトをしたら
　　　　　　　　　　　　勝手に借金をさせられていた

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

192 アドバイス
アルバイトの報酬の支払いのためと言われても、見ず知らずの相手に運転免
許証の写真を撮らせたり、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号などを伝
えたりしてはいけません。
不審な勧誘を受けた場合や、身に覚えのない借金に気づいたときには、すぐ
に消費生活センターにご相談ください。

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。

問健康推進課　 （93）4121

楽しく歩いて　コロナに負けないからだづくりを！

チャレンジ！とみさと健康ウォーキング　キャンペーン

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・記念品を交付します。
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。
対 20 歳以上で市内在住者または在勤者
期令和３年２月 26 日（金）まで
内参加方法　①記録用紙を受け取る　※健康推進課より郵送します。
　　　　　　②日々の歩数を記録する
　　　　　　③ 120 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。　
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遊びは

屋内＜屋外

子育て広場みんなで楽しく 保育施設などの行事日程は、月を省
略していますが全て10月の行事です。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

定員・予約制となります。
身体測定（随時計測可）
移動支援（北部コミュニティセンター）（要予約）

日 16 日（金）10：00 ～ 11：30　
たのしいおさんぽ（要予約）

日 6日（火）～12日（月）10：20 ～11：40

予約制でセンター室開放を行います。
移動支援（北部コミュニティセンター）（要予約）

日 ２日（金）10：00 ～ 11：30
みんなで探検隊（要予約）

日 14 日（水）10：00 ～ 11：30
　※雨天時は 15 日（木）に順延

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

じどうかん食堂

日 17 日（土）　要予約
子どもの遊び場ミルキー

日 場 内
       〇 1 日（木）わくわく体操
　　〇２日（金）秋の木の実や葉っぱで遊ぼう

若草児童館
申込 （93）8226

保育園開放　子育てサークル「おやこの森」

日 13・27 日（火）
　９：30 ～ 11：00
子育て交流の場　「にこにこサロン」

日 20 日（火）
　９：30 ～ 11：00

富里保育園
申込 （93）0155

子育て教室「ちびたんくらす」

日 13 日（火）
　10：15 ～ 11：45
未就園児園庭開放（日吉台幼稚園第2グラウンド）

日 6 日（火）
　10：15 ～ 11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育園開放「どんぐりクラブ」

日毎週火・木曜日　９：00 ～ 11：30
定 10 組
子育て講座「親子で簡単クッキング」（要予約）

日 29 日（木）９：30 ～ 11：30
定５組

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放　子育てひろば「ひろばバンビ」

日 14・28 日（水）９：30 ～ 11：00
　※ 28 日は、バンビ後に給食試食会
子育て相談　来園相談（予約制）

日毎週水曜日　
　13：00 ～ 15：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

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

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

人との距離

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

10月は児童手当の支給月です

○振込予定日　10 月９日（金）
○支給対象月　令和２年６月～９月分
※９月 18 日までに現況届を提出していない
　人は、今回の振込日には支給されません。
　詳しくは問い合わせてください。

子育て支援課　 （93）4497
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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/

10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

 ２（金）
3 歳児健診（平成 29 年 2 月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

 ５（月）
健康相談（要予約）                

★
9：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

６（火）
１歳６か月児健診（平成31年1月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

９（金）
１歳６か月児健診（平成31年２，３月生
まれ）※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

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　
　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

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 31 
　◆

おはなし会

親子おはなし会

毎週土曜日 14：00 から「2 階研修会
議室３」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。

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。
場所…２階研修会議室３

10 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・
ロタウイルス　令和２年８月生まれ
ＢＣＧ　令和２年５月生まれ
４種混合　令和２年７月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘
令和元年９月生まれ
日本脳炎　平成 29 年９月生まれ

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

8 月 7 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。

　　阿部　壱
いっしん

信　　新井　煌
こうだい

大　

　　伊藤　　慶
けい

　　猪又　朝
あ さ ひ

陽

　　江沢　咲
さ き

希　　大坂　奏
そ う た

太　

　　岡田　弥
や え

恵　　小田島尊
み こ と

人

　　鹿熊　　湊
みなと

　　古閑　蒼
そ う た

大　

　　小林　　鈴
すず

　　齋藤　梓
し お り

織　

　　椎名　杏
あ お

緒　　篠﨑　　凪
なぎ

　

　　髙橋　咲
さ な

奈　　中村　光
み つ き

希　

　　原　　翔
しょうり

理　　福島　　楓
かえで

　　福島　　和
のどか

　　福島　　光
ひかり

　　藤原　隼
は や と

斗　　モルジェイデン

　　山川　芽
め い

結　　横田　七
な な み

海

　　渡辺　晃
あ き と

翔　　渡貫　陽
は る と

翔

　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

高齢者インフルエンザ
ワクチン接種
成人保健班

高齢者のインフルエンザワクチンは、
予防効果の観点から 12 月 31 日まで
に接種してください。年末は医療機関
の休みに注意してください。
対象者
① 65 歳以上の人（対象者には９月下
旬に予防接種の予診票を送付していま
す。）
② 60 ～ 64 歳の人で、心臓、腎臓ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常
生活が極度に制限される程度の障がい
を有する人（身体障がい者手帳１級相
当）、ヒト免疫不全ウイルスにより免
疫機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障がいを有する人（身体障がい
者手帳１級相当）。
※予防接種の予診票が必要となります。
　接種前に健康推進課まで問い合わせ
　てください。
接種期間…12 月 31 日まで
実施場所…県内契約医療機関
費用…自己負担 1,500 円（生活保護
受給者は、受給証明書を持参してくだ
さい。）
※満 65 歳以上の人が対象です。65
　歳の誕生日以降に接種してください。

自死遺族支援
申込 （福）千葉いのちの電話事務局
　 043（222）4416

自死遺族支援「わかちあいの会ひだまり」
同じような体験を持つ人が集い、心お
きなく話せる場です。
日時…偶数月第 3 金曜日
　　　13：30 ～ 16：00
対象…大切な方を自死で亡くされた人
会場…千葉県印旛合同庁舎 2 階
自死遺族支援「個人対面相談」＜要予約＞
あなたの心の想いや悩みを個別に相談
できます。
日時…奇数月第 3 金曜日
　　　13：00 ～ 16：00
対象…原則として千葉県在住の方
内容…1 面接 50 分
会場…千葉県印旛合同庁舎 2 階

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。

テーマ 日　時 講　師

気軽にできる筋力アップ
11 月 10 日（火）
9：30 ～ 11：30

健康運動指導士
金坂孝さん

効果的なウォーキング
11 月 17 日（火）　
9：30 ～ 11：30

健康運動指導士
石井千代江さん

運動講習会に参加しませんか？             

健康づくりのために、ウォーキングや筋ト
レを行っている人も多いのではないでしょ
うか。
家庭でできる筋トレやウォーキングの正し
い方法を体験することで、より効果的なも
のにするための講座です。
ぜひこの機会に参加してみませんか。

場所…保健センター ( すこやかセンター内）    定員…各回 15 人

持ち物…汗拭きタオル、飲み物　          　　  申込…電話

その他…運動ができる服装、靴で参加してください。

              ※更衣室はありません。
              ※マスクの着用をお願いします。

問・申込　健康推進課　 （93）4121

映画会は、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。

10 月の映画会について
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10月の富里市
　　　　　　 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
○障がい者相談

4 5 6 7 8 9 10
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談

11 12 13 14 15 16 17
○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

18 19 20 21 22 23 24
○法律相談 ※ 2
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談

25 26 27 28 29 30 31
○市民課一部証明交付
○市税休日納付相談

○法律相談 ※ 2
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○人権・行政・
　心配ごと相談

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

11 日（日）
25 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）
※旅券の交付は、11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。

25 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

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

①

入口

②

すこやか
センター

駐
車
場

※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　５日（月）、12 日（月）、19 日（月）、26 日（月）、
●使用申請受付は１日（木）～（受付時間９：00～17：15、２日以降8：30～17：15）

　公民館棟・講堂棟令和２年 11 月使用分　※１日の９：00 ～ 12：00 までに申請した人で、利用施設・時間が重なっ
　たときは抽選を行います。（結果は翌日、中央公民館窓口に掲示します。）

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）　　　㈲北村設備　 （92）5211

　　　　　　　　　　　　　

11月 2日（月）

市民税・県民税　第 3 期
国民健康保険税　第４期
後期高齢者医療保険料　第４期
介護保険料　第４期

納期内納付にご協力ください

○交通事故相談（９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（５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　

場市役所本庁舎 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

○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

○障がい者相談

時 13：00 ～ 15：00

場 市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

スマートフォンなどで
広報紙がすぐに読めます

※ 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。

【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。
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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。

第38回富里市環境美化ポスター展
豊福航平さんが最優秀賞に

　　▲入賞者の皆さんが、市長室で表彰を受けました。
　　左から、五十嵐市長、豊福さん、吉村さん、佐々木さん、
　　大木さん、高谷会長

７月28日、「第38回富里市環境美化ポスター展」上位入賞者の表彰式が行われました。
この作品展は、環境美化に対する意識の高揚とマナーの向上を目的に行われ、市内の小
学５年生から174点の応募があり、入賞作品20点が富里中央公民館で展示されました。
最優秀賞、特選の入賞者は、次のとおりです。
■最優秀賞　　　　　　　　　　　豊福　航平（富里南小）
■特選　環境美化推進協議会長賞　吉村　光生（富里南小）
■特選　　　　　　　　　　　　　佐々木　華乃（富里第一小）、
　　　　　　　　　　　　　　　　大木　新（七栄小）　＜敬称略＞

問環境課　 （93）4946


