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保険・年金・税

自動車税
　納期限は５月 31 日

　５月上旬に自動

車税事務所から自

動車税の納税通知

書が送付されます。

納期限内に金融機関やコンビニエン

スストアなどで納めましょう。

　なお、納期限まではインターネッ

トを利用したクレジットカードでの

納付が可能です。詳しくは同封のし

おりで確認してください。

問い合わせ先

●自動車税事務所

　 ０４３（２４３）２７２１　

●佐倉県税事務所

　 ０４３（４８３）１１５０

自動車税などの納付は
市役所窓口でも可能です

　県税は、金融機関などのほか、市

役所の窓口で納めることもできます

ので、ご利用ください。

取扱日時…月～金曜日（祝日を除く）

　　　　　午前８時 30 分～

　　　　　午後５時 15 分

取扱窓口…会計課、  日吉台出張所

問会計課会計班

　 （93）６４９１

国民年金保険料の
追納制度

　国民年金保険料の免除、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て、

老齢基礎年金の受け取る金額が少な

くなりますが、10 年以内であれば、

猶予された保険料をさかのぼって納

めること（追納）ができます。

　追納することで、保険料を納付し

たときと同じ年金額で老齢基礎年

金を受け取ることができます。将来

受け取る年金額を増額するためにも、

追納をお勧めします。

【追納の注意点】

○追納できる期間は、追納申し込み

　前 10 年以内の全額免除、一部免除、

　納付猶予、学生納付特例期間です。

○一部納付が承認された期間中に、

　一部納付額を納めなかったときは、

　免除期間に該当しないため、残り

　の保険料の追納はできません。 

○免除などの承認を受けた期間の翌

　年度から起算して、３年度目以降

　に保険料を追納するときは、承認

　を受けた当時の保険料額に、経過

　期間に応じた加算額が上乗せされ

　ます。

問い合わせ・申請先

●幕張年金事務所

　 ０４３（２１２）８６２１

●国保年金課高齢者医療年金班

　 （93）４０８５

募  集

富里市の景観資源を発掘
景観スポットを募集

　富里を象徴する自然、農村、田園

風景や歴史文化、まちなみ形成など

魅力ある景観は何か、どこにあるの

か、皆さんの声をお寄せください。

　応募のあった景観スポットは、そ

の成り立ちなどを調べ、景観形成を

図るための資料として活用します。

対象…市民、企業または団体

募集期間…10 月 31 日（火）まで

応募方法…応募用紙（※）に必要事

項を記入し、画像を添えて次の方法

で提出してください。（１人３点以内）

○窓口に持参　○電子メール　○郵送

※都市計画課で配布、または市公

式ホームページからダウンロード

問都市計画課計画班

　 （93）５１４７

　 tosh i ke i kaku@city.tom isato . lg .j p

　〒２８６－０２９２（住所不要）

（公財）印旛沼環境基金助成事業
助成金交付団体を募集

対象…平成 29 年度中に、印旛沼と

その流域での環境保全などの活動を

行う学校または団体

助成上限額…１団体 20 万円

　　　　　　（小・中・高校は10万円）

　小・中学校以外は助成対象となる

経費の３分の２以内を限度とします。

また、応募団体多数の場合は、予算

の範囲内での交付となります。

申込み…５月 31 日（水）までに申

請書類（※）に必要事項を記入し、

持参または郵送（31 日必着）

※窓口で配布またはホームページか

らダウンロード

問・申込先　（公財）印旛沼環境基金

　 ０４３（４８５）０３９７

　〒２８５－８５３３

　　佐倉市宮小路町 12

　 H P http://www. i -kou i k i . j p/

　　imbanuma/

富里南学童クラブ指導員

　詳しくは問い合わせてください。

対象…年齢不問

賃金…時給８７０円

勤務時間…

○月～金曜日　３日程度

　午後 2 時 30 分～ 6 時

○春・夏・冬休み期間　週３日程度

　午前 8 時～午後 6 時のうち、5 時

　間程度

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇

問富里南学童クラブ

　（富里南小学校内）

　 （92）００９２

　（月～金曜日の午後３時～ 6 時）

※富里南小学校では問い合わせに

対応していません。

浩養すいかキッズクラブ

　詳しくは問い合わせてください。

対象…年齢不問（高校生は不可）

賃金…時給８５０円～

勤務時間…

▼月～土曜日　１、２日程度

○月～金曜日　

　午後 2 時 45 分～ 6 時 30 分

○土曜日　

　午前７時 45 分～午後１時または

　午後１時～６時 30 分

▼春・夏・冬休み期間　週２、３日程度

　午前７時 45 分～午後１時 15 分

または午後１時～６時 30 分

その他…保育士、社会福祉士、教諭

などの資格を有する人は優遇

問浩養すいかキッズクラブ

　（浩養小学校隣接）

　 （94）０５２０

　（月～金曜日の午後３時～ 6 時 )

※浩養小学校では問い合わせに対

応していません。

葉山こども園・向台こども園
臨時・非常勤職員

　詳しくは問い合わせてください。

資格…保育士・幼稚園教諭の資格を

有する人（保育士資格のみ可）

賃金…時給１, ２００円

※交通費は市の規則に基づき別途

支給します。

問い合わせ・申込先

●葉山こども園　 （93）１２１５

●向台こども園　 （93）２９５１

平成 30 年成人式実行委員

　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、成人式実行委員会

の委員を募集します。

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　

申込み…５月 12 日（金）まで

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

問生涯学習課社会教育班

　 （93）７６４１

スポーツ

第 68 回春季バドミントン大会

日時…６月４日（日）午前９時集合

場所…社会体育館２階アリーナ

対象…市内在住、在勤の中学生以上の人

種目…男・女ダブルス、３部制

費用…1人１，０００円（当日受付時徴収）

申込み…５月 25 日（木）までに氏

名、住所、電話番号、希望部門（男・

女、１～３部の別）を記入して、Ｆ

ＡＸまたは郵送をした後、電話連絡

問・申込先　渋谷

　 　０９０（７８０６）８４７９

　FAX　(93）７２０７

　〒２８６－０２１１

　富里市御料９１０－ 86

市スポーツ少年団団員を募集

　市スポーツ少年団は、スポーツの

振興と心身の健全な育成を目的に活

動し、８つの種目別に専門部 ( 競技 )

と、その専門部に属する単位スポー

ツ少年団により組織されています。

○バレーボール　○ハンドボール

○ミニバスケットボール　○サッカー

○軟式野球　○剣道　○空手道　○卓球

　見学だけでも歓迎します。

問市スポーツ少年団本部長　今井

　 ０９０（３１３５）５２４３　

  

公民館

５月の公民館の休館日

　１日（月）、３日（水・祝）、４日（木・祝）、

５ 日（金・祝）、８日（月）、15日（月）、

22 日（月）、29 日（月）

公民館の使用申請

　５月２日（火）から、公民館棟の

８月使用分、講堂棟の 11 月使用分

の申請書の受付が始まります。

　詳しくは問い合わせください。

問中央公民館　 （92）１２１１

日時・対象…全８回、土曜日に実施

５月 20・27 日 ７月 ８・22 日

６月 10・24 日 ８月 ５・19 日

　市内在住の人が対象です。

① 5 ～ 6 歳児（初級）

　午前９時 30 分～ 10 時

②３、４歳児

　午前 10 時 20 分～ 10 時 50 分

③５～６歳児 ( 初級～中級 )　

　午前 11 時 10 分～ 11 時 40 分

※①③は希望の時間を選択、保護

者同伴。②は保護者が一緒に参加。

平成 29 年度　第 1 期参加者を募集

歌って踊っていつの間にか英語と仲良しに　英語であそぼう

定員…各回 20 人

場所…葉山キッズ・ランド

　　　（富里市こども館）

費用…１，０００円

　　　（ワークブック代）

申込み…５月８日（月）以降、平

日の午前９時～午後４時に、電話

または窓口で直接申し込んでくだ

さい。

問・申込先　葉山キッズ・ランド

　　　　　　（富里市こども館）

　　　　　　 （93）２８００


