
固定資産税・都市計画税
納税通知書の発送
課税課　 (93)0444

平成 30 年度固定資産税・都市計画税

の納税通知書を 4 月 10 日（火）に発

送します。

納期限…第１期　５ 月 １ 日（火）

　　　　第２期　７ 月 31 日（火）

　　　　第３期　10 月 １ 日（月）

　　　　第４期　12 月 25 日（火）

固定資産の評価替え
固定資産の価格などの縦覧
課税課　 (93)0444

固定資産（土地・家屋）の評価替え

土地や家屋の価格は、3 年ごとに評価

替え（見直し）が行われます。この評

価替えの年を基準年度といい、平成

30 年度はこの基準年度に当たります。

基準年度に決定した価格は、原則とし

て 3 年間据え置かれます。

ただし、土地の地目変更や家屋の増改

築などがあった場合は、新たな評価を

行い価格を決定します。

固定資産の価格などの縦覧

納税者が、市内に所有する土地・家屋

の評価額とほかの土地・家屋の評価額

を比較することができる制度です。

※納税者とは、1 月 1 日時点で市内の

土地・家屋を所有し、固定資産税を納

める人です。

期 4 月 2 日（月）～ 5 月 1 日（火）

　平日の 8：30 ～ 17：15　

場課税課窓口

持運転免許証など本人確認ができるも

の（健康保険証など顔写真が無いもの

の場合は 2 点）のほか、代理人は納税

者からの委任状、相続人は相続の確認

ができる戸籍謄本など

国民年金の学生納付特例制度
幕張年金事務所　 043 (212)8621

国保年金課　　 (93)4085

学生納付特例制度が承認された期間は、

将来年金を受給するために必要な期間

に入れることができます。

保険料の納付が困難な学生は、忘れず

に申請してください。

追納で満額受給

学生納付特例制度の承認期間は、資格

期間に算入されますが、年金受給額に

は反映されません。

猶予された保険料は、10 年以内であ

れば、追納することができます。猶予

を受けた期間から起算して 3 年度目以

降は、当時の保険料に加算金が付きます。

4月から国民健康保険税の
納付は口座振替が原則に
国保年金課　 (93)4084

「富里市国民健康保険税条例施行規則」

の改正（平成 30 年 4 月 1 日施行）に

伴い、国民健康保険税の普通徴収の納

付は、口座振替による納付が原則とな

ります。

現在、国民健康保険に加入し、口座振

替登録がお済みでない世帯主あてに、

4 月以降に口座振替勧奨の手紙を郵送

しますので、ご協力をお願いします。

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するとき、脱退す

るときは届出が必要です。

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、届出は

14 日以内に行ってください。

就職や扶養認定などで社会保険に加入

したときは、国民健康保険を脱退する

手続きをしてください。

協会けんぽからのお知らせ
協会けんぽ千葉支部

■平成30年度の介護保険料率

3 月分（4 月納付分）から次のとおり

引き下げられます。

1.65％⇒ 1.57％

※健康保険料率は変更ありません。

問企画総務グループ 043 (308)0522

■加入者の家族に特定健診のお知らせ

加入者の家族（40 ～ 74 歳の被扶養者）

を対象に実施します。年に一度は必ず

健診を受診しましょう。

費自己負担額

　○健診機関で受診 1,180 円

　　（一部機関では 500 円）

　○集団検診で受診 500 円

持受診券（※）、健康保険証

※4月上旬に加入者本人の自宅に郵送します。

他加入者本人（被保険者）には、「生

活習慣病予防健診」を実施しています。

案内は勤務先に郵送しています。

問健診専用ダイヤル 043 (308)0525

すいかの里生産支援事業
農政課　 (93)4943

富里すいかの産地維持を目的に、栽培

面積に応じて奨励金を交付します。

対次の要件を全て満たす生産者または

生産者の委任を受けた出荷組合

　○市民で、市内の圃場で栽培している

　○販売・出荷を目的にしている

　○生産履歴の記帳を実施している

　○栽培面積を維持する意欲がある

対象作型…半促成栽培または普通栽培

で、概ね 5 ～ 8 月に出荷されるもの

額 1a 当たり千円（10 ａを超えた部分

から適用）、対象作型の出荷・販売終

了後に交付

申 4 月 20 日（金）まで

他申請書様式は農政課窓口で配布

　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　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 …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。

お知らせ

学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

平成 30 年度の学校給食費の口座振替

日（入金日）は次のとおりです。

各月の最終入金日までに入金をお願い

します。

最終入金日 振替日

  4月分
 5月 9日（水） 5月10日（木）

  5月分

  6月分  6月 8日（金） 6月11日（月）

  7月分  7月 9日（月） 7月10日（火）

  9月分  9月 7日（金） 9月10日（月）

10月分 10月9日（火）10月10日（水）

11月分 11月9日（金）11月12日（月）

12月分 12月7日（金）12月10日（月）

平成31年

 1月分  1月 9日（水） 1月10日（木）

  2月分   2月 8日（金）  2月12日（火）

  3月分   3月 8日（金）  3月11日（月）

※ 4 月分は事務処理の都合上 5 月分と

同時に振り替えますので、2 か月分の

入金をお願いします。

富里市子ども・子育て支援
事業計画の見直し
子育て支援課　 (93)4497

子どもたちの健やかな成長を支援する

ための行動指針である「富里市子ども・

子育て支援事業計画」の中間年にあた

る平成 29 年度に、現状を踏まえて量

の見込みや目標値などの見直しを行い

ました。

見直しにあたり実施したパブリックコ

メントでは、2 人から 5 件の意見提出

がありましたが、意見に基づく計画の

見直しはありませんでした。

計画の全文とパブリックコメントの結

果は市公式ホームページに掲載してい

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　  （93）１１１2

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 7,240 円 

 京田辺まで 7,450 円 

 大阪駅・なんばまで 7,760 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

～

～

～

8,540 円 

8,750 円 

9,060 円 

7,760 円 ～ 9,060 円 

●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

　　9：00 ～ 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。

11 広報とみさと　2018.4.1


