
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。

くらし

臨時福祉給付金（経済対策
分）の申請受付

　消費税率引き上げによる影響を緩

和するため、暫定的・臨時的な措置

として実施されます。

対象…平成28年 1月 1日現在で、

次の条件を満たす人

○市に住民登録がある

○前回実施した平成28年度臨時福

　祉給付金を受給した

○平成28年度の住民税（均等割）

　が課税されていない

※平成27年１～12月が算定基準

です。

※本人が課税されていない場合でも、

課税されている人に扶養されている

場合は、支給対象外です。

支給額…1人につき１万５千円

申請方法…支給対象と思われる人に、

　　　　　市から申請書を３月10

　　　　　日に発送しましたので、

　　　　　必要事項を記入し、同封

　　　　　の返信用封筒で返送して

　　　　　ください。

※平成28年 1月 1日時点で富里市

に住民登録がない人は前住所地から

入手してください。

申請期間…６月14日（水）まで

※土・日曜日、祝日を除く

提出書類…

○申請書　○本人確認書類

○口座を確認できる書類

申請場所（郵送申請以外）

○すこやかセンター２階会議室３

○日吉台出張所（申請書受け取りのみ）
問臨時福祉給付金専用ダイヤル

　 （93）１１８８

　FAX（93）２２１５

市食品衛生組合
平成 29 年度検便容器配布

日時…４月 25 日（火）、26 日（水）

　　　午前９時～午後４時

場所…

○市役所分庁舎１階会議室

○北部コミュニティセンター１階

　第１会議室

費用…

■検便料（Ｏ－１５７）

○組合員　８００円

○非組合員　１，６００円 

■水質検査（11項目）

○組合員　７，５００円

○非組合員　９，７２０円

問市食品衛生組合　岩井

　 （92）０８２８

年金相談
　

日時…４月 20 日（木）

　　　午前 10 時～正午／

　　　午後１時～３時

場所…市役所本庁舎１階会議室

費用…無料

問国保年金課高齢者医療年金班

　 （93）４０８５

募  集

平成29年千葉県調理師試験

日時…７月26日（水）

会場…幕張メッセ国際展示場

　　　展示ホール８

　　　＜千葉市美浜区＞

願書配布…４月10日（月）～

願書配布場所…

○印旛健康福祉センター

　＜佐倉市鏑木仲田町＞

○印旛健康福祉センター成田支所

　＜成田市加良部＞

願書受付…

　５月16日（火）～18日（木）

　午前10時～午後４時

受付場所…印旛健康福祉センター

　　　　　２階多目的室

※成田支所では受付できません。
問印旛保健所

　 ０４３（４８３）１１３４

スポーツ

市バスケットボール大会
第 21 回ペガサスカップ

日程…６月 10 日（土）、11 日（日）

場所…社会体育館２階アリーナ

対象…市内在住、在勤、在学の人で

　　　構成されたチーム

費用…１チーム５，０００円

※募集予定チーム数に達し次第締

め切り

問・申込先

　市バスケットボール協会　長谷川

　  tom isatobasket@yahoo.

　　co.j p

経営所得安定対策等交付金

　国では、農業経営の安定と国内生

産力の向上などを目的として、飼料

用米、麦、大豆などの生産者を支援

するため、交付金を交付します。

※販売目的で生産することや認定

農業者などであることの条件があり

ます。

申込み…6 月 30 日（金）まで

問・申込先　農政課農政畜産班

　 （93）４９４３

「とらばさみ」による狩猟は
禁止されています

　違反した場合は、１年以下の懲役

または１００万円以下の罰金を受け

ることがあります。

　また、箱わななどを設置しての野

生鳥獣捕獲は、捕獲許可または狩猟

者登録が必要ですので注意してくだ

さい。

問印旛地域振興事務所

　 ０４３（４８３）１４４７

保険・年金・税

介護保険料（普通徴収）の
納期などが変わります

　

　介護保険料を普通徴収（納付書に

よる納付）で納めている人は、次の

とおり変更になります。

■平成29年度から仮算定を廃止し

ます

　前年度の所得が確定するまでの間、

前年度の介護保険料額を基に算定す

る仮算定を廃止します。

■納期を変更します

　被保険者の１期あたりの介護保険

料の負担軽減のため、年間の納期を

これまでの６期から８期へ変更しま

す。詳しくは次の表のとおりです。

変更後
平成 29 年度～

変更前
平成 28 年度まで

４月 仮算定は廃止 １期（仮算定）

５月

６月 ２期（仮算定）

７月 １期（本算定）

８月 ２期（本算定） ３期（本算定）

９月 ３期（本算定）

10 月 ４期（本算定） ４期（本算定）

11 月 ５期（本算定）

12 月 ６期（本算定） ５期（本算定）

１月 ７期（本算定）

２月 ８期（本算定） ６期（本算定）

※介護保険料を特別徴収（年金から

の天引き）で納めている人の介護保

険料の算定方法と納期は、これまで

どおりで変更ありません。

問高齢者福祉課介護保険班

　 （93）４９８０

第 77 回市卓球大会

日時…５月 14 日（日）

　　　午前８時 30 分集合

場所…社会体育館２階アリーナ

対象…市内在住、在勤、市内クラブ

　　　所属の中学生以上の人

種目…○男女シングルス

　　　○ミックスダブルス

費用…１人５００円

　　　（当日受付時徴収・中学生無料）

申込み…５月８日（月）までに、住

所、氏名、連絡先、年齢、性別、ミッ

クスダブルス参加希望の有無を記入

し、直接持参またはＦＡＸ

申込先…生涯学習課スポーツ振興室

　　　　FAX（93）９６４０
問市体育協会卓球専門部　粕谷

　 ０９０（２５３０）５１０１

　（月～金曜日の午後７時～９時）

イベント

AIRPORT MARKET「空市」

　成田空港周辺自治体の特産品販売、

地域団体によるダンスパフォーマンス、

お楽しみ抽選会などを実施します。

日時…４月23日（日）

　　　午前10時～午後３時

場所…成田国際空港第２旅客ターミ

ナルビル前中央広場
問（一財）成田国際空港振興協会

　 （34）６３９３

　平成 30 年成人式の企画・運営について、

新成人の意見を反映させる参画型の成人式

とするため、実行委員会の委員を募集します。

　新成人の皆さんで意見を出し合いながら

企画・運営し、思い出に残る成人式をつく

りませんか。詳しくは問い合わせてください。

対象…平成９年４月２日～

　　　平成 10 年４月１日に生まれた人

定員…10 人程度　応募期限…５月 12 日（金）

会議・活動内容…○成人式までに５、６回の実行委員会議を開催

　　　　　　　　○式典、アトラクションなど、式全体の企画・運営

【平成 30 年成人式】日時…平成 30 年１月７日（日）午前 10 時～正午

　　　　　　　　　場所…中央公民館講堂

問　生涯学習課社会教育班　 （93）７６４１

公民館

公民館の使用申請

■５月２日（火）から受付

　公民館棟の８月使用分、講堂棟の

11 月使用分の受付が始まります。

　受付時間は午前８時 30 分～午後

５時 15 分までです。午前８時 30

分に複数の人が申請に来たときは、

抽選で受付順を決めます。

問中央公民館　 （92）１２１１

▲平成29年実行委員の皆さん

6
情報ネット

平成30年成人式実行委員会委員を募集します


