
自動車税の納期限は5月31日
自動車税事務所　 043(243)2721

5 月上旬に自動車税事務所から、納税

通知書が送付されますので、納期限ま

でに納めましょう。Pay‐easy（ペ

イジー）納付も可能です。詳しくは納

税通知書に同封のしおりをご覧くださ

い。

県税（自動車税など）の納付と
県収入証紙の販売
会計課　 (93)6491

県税は市役所窓口で納付できます

場会計課、日吉台出張所

県収入証紙の販売　

場会計課

５月は消費者月間
商工観光課　 (93)4942

ともに築こう豊かな消費社会

～誰一人取り残さない～

悪質商法に遭わないよう、相談事例や

アドバイスを掲載したパネル展示など

の啓発活動を行います。

日　場● 5 月 15 日（火）～ 20 日（日）

　　　中央公民館ロビー

赤十字活動資金への
ご協力をお願いします
日本赤十字社千葉県支部

　 043(241)7531

日本赤十字社が行う、国内の災害時の救

護をはじめ、国外の紛争や自然災害の被

災者に対する緊急救護活動などは、皆様

からの善意によって支えられています。

5・6 月を赤十字月間とし、自治会役

員や赤十字奉仕団が社資の募集に伺い

ますので、ご協力をお願いします。

社会福祉課窓口でも受け付けています。

関社会福祉課　 （93）4192

国民年金保険料
「5年の後納制度」

年金加入者ダイヤル　 0570(003)004

平成 30 年 9 月 30 日までの 3 年間限

りの特例として、過去 5 年以内に納め

忘れた国民年金保険料を納付すること

で、年金受給資格（120 月）を得られ

る場合や、将来の年金額を増やすこと

ができます。詳細や申し込み方法は問

い合わせてください。

※老齢基礎年金の受給者は対象外です。

国民年金保険料の追納制度
幕張年金事務所　 043(212)8621

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）ができるようになって

います。

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。

農業委員会からのお知らせ
農業委員会事務局　 (93)6494

大切な農地を守りましょう

農地は一度荒らしてしまうと、雑草が

繁茂し、近隣の人に迷惑がかかるだけ

でなく、復元にも労力がかかります。

所有者は定期的な草刈りなど適正な管

理をお願いします。

自ら耕作できないため農地を貸したい

などの希望は相談してください。

農地を相続したときは届出が必要です

農地を相続した人は農業委員会に届出

してください。市外に住んでいる人が

相続している場合は、その人に連絡し

てください。

月に１度は水道メーターの点検を
水道課　 (93)3340

敷地内の給水装置の漏水修理などは、

所有者または使用者の負担となります。

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 P9 に

掲載）に相談してください。

住宅耐震などの補助事業
都市計画課　 (93)5148

次の補助事業を受け付けています。契

約前に申請が必要です。詳しくは広報

とみさと４月１日号掲載の記事をご覧

いただくか、問い合わせてください。

●木造住宅耐震診断費補助事業

●木造住宅耐震改修費補助事業

●住宅リフォーム補助事業

食品衛生組合講習会と店舗検査
市食品衛生組合　岩井　 (92)0828

食品衛生講習会

日 5 月 12 日（土）14：00 ～ 16：00

　受付　13：00 ～ 13：50

場中央公民館講堂

費●組合員

　　講習会 1,000 円、検便料 800 円、

　　水質検査（11 項目）7,500 円

　●組合外

　　講習会 3,000 円、検便料 1,600 円、

　　水質検査（11 項目）9,720 円

持食品衛生自主管理記録簿、筆記用具

他受講済証を交付しますので、必ず店

舗などに掲示してください。

食品衛生店舗検査

日　場● 5 月 18 日（金）北部地域

　　● 5 月 23 日（水）南部地域

成田都市計画下水道の変更
（市第１号公共下水道）

下水道課　 (93)5349

〒 286-0221　七栄 651-122

富里市印旛沼流域関連公共下水道事業

計画の区域の拡大、期間の延伸などの

変更に関する案を作成しました。

この案は縦覧することができ、意見の

あるときは意見書を提出できます。

案の縦覧

日 5 月 7 日（月）～ 21 日（月）

　8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：15

場下水道課（水道事業所２階）

意見書の提出

5 月 21 日（月）までに任意様式に住所、

氏名、意見の要旨を明記したものを提

出。郵送可（21 日消印有効）

対市内在住または利害関係のある人

（法人を含む）

　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。

お知らせ

防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練
市民活動推進課　 (93)1114

日 5 月 16 日（水）11：00 頃

内チャイム音→「これは J アラートの

　テストです（３回繰り返し）。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。

５月は自転車安全利用推進月間
毎月15日は自転車安全の日
市民活動推進課　 (93)1117

基本ルール「ちばサイクルール」を実践

して、自転車の安全な利用に努めましょう。

ちばサイクルール

　自転車に乗る前のルール

　①自転車保険に入ろう

　②点検整備をしよう

　③反射機材を付けよう

　④ヘルメットをかぶろう

　⑤飲酒運転はやめよう

　自転車に乗るときのルール

　①車道の左側を走ろう

　②歩いている人を優先しよう

　③ながら運転はやめよう

　④交差点では安全確認しよう

　⑤夕方からライトをつけよう

6月1日～10日は電波利用
環境保護周知啓発強化期間
関東総合通信局

問●不法無線局による混信・妨害

　　 03（6238）1939

　●テレビ・ラジオの受信障害

　　 03（6238）1945

　●地上デジタルテレビ放送の受信相談

　　 03（6238）1944

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 
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