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資源ごみ・小型家電の
拠点回収
環境課　 (93)4946

場所と日時を決めて、資源ごみ・小型

家電の拠点回収を実施します。

日１回目　７月１日（日）

　２回目　９月 23 日（日）

　３回目　12 月 16 日（日）

　４回目　平成 31 年 3 月 10 日（日）

　雨天決行

時　場 ● 9：00 ～ 11：30

　　　  市役所正面玄関前駐車場

       ● 13：00 ～ 15：00

　　　  北部コミュニティセンター第2駐車場

※当日に回収できる資源ごみと小型家

電は市公式ホームページで確認できます。

市税の納付は口座振替を
納税課　 （93）0434

口座振替は、一度申し込み手続きをす

ると納付に出かける必要もなく、翌年

度以降も自動継続されます。

口座振替できる市税、料

　市・県民税（普通徴収）、固定資産税・

　都市計画税、軽自動車税、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）

申

●口座振替申込書

　口座振替申込書（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。申込

　期限は開始希望期の納期限の２か月

　前までとなります。

　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。郵送か納

　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。

●ペイジー口座振替

　キャッシュカード（対象金融機関の

　み）、免許証など本人確認ができる

　ものを持参し、暗証番号入力などの

　手続きを行うと即時に申し込みがで

　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。ゆうちょ銀行は

　７月２日（月）から申込可能となります。

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

事業主の皆さんへ
労働保険料の申告・納付

 千葉労働局労働保険徴収課

  043(221)4317

期７月 10 日（火）まで

年度更新の手続きは、平成 29 年度の

概算保険料を精算する「確定申告」と

平成 30 年度の見込み保険料（概算保

険料）を申告するものです。

申告・納付は各労働基準監督署または

最寄りの金融機関を通じて早めに手続

きをしてください。

富里特別支援学校
学校公開

 申込 県立富里特別支援学校　佐々木

  (92)2100

県立富里特別支援学校では、 皆さんに

学校を理解してもらうため、 学校公開を

実施します。

当日は教育相談も受け付けます。

日 6 月 25 日 （月）、 26 日 （火）

　 　9 ： 40 ～ 11 ： 40

申 6 月 18 日 （月） まで

国民年金
こんな時は届け出を
国保年金課　 (93)4085

次のようなときには、 市役所へ届出が必

要です。

20歳になったとき

農業、自営業、学生の人、勤めていて

も厚生年金保険に加入していない人が、

20 歳になったとき（厚生年金に加入

している人に扶養されている配偶者は、

勤務先で届出が必要です。）

会社を退職したとき

60 歳になる前に、会社などを退職し

たとき

配偶者の扶養でなくなったとき

収入が増えるなどで、被扶養配偶者で

なくなったとき（厚生年金に加入した

場合は、届出が不要です。）

会社勤めの配偶者が退職したとき

配偶者が退職し、会社員や公務員など

の被扶養配偶者でなくなったとき

海外に転出するとき

海外から転入してきたとき

子育て

ほっかほかクラブ
～手作りおもちゃを作ろう～

日吉台地区社会福祉協議会　河田  

（91）0686

日 6 月 25 日（月）10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター２階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

児童手当の現況届は
６月中に
子育て支援課　 （93）4497

児童手当を受けている人は、すでに送

付されている現況届を提出する必要が

あります。現況届は、６月１日を基準

日として児童手当を引き続き受けられ

る資格があるか確認するためのもので

す。現況届の提出がないと、手当が受

けられなくなりますので忘れずに子育

て支援課に提出してください。

※今年度の現況届から、子育てワン

ストップサービスを利用した電子申請

が可能となります。

募　集

学童クラブ指導員
子育て支援課　　 （93）4497

次の学童クラブで指導員を募集してい

ます。経験がない人、資格がない人も

歓迎します。申込方法や勤務日時など

詳しくは問い合わせてください。

●日吉台学童クラブ（日吉台小学校内）

　 （91）2501

　日月～金曜日、週１～２日程度　

　　14：00 ～ 18：00

　　春・夏・冬休み期間、週１～２日程度

　　８：00 ～ 18：00

●富里南学童クラブ（富里南小学校内）

　 （92）0092

　日月～金曜日、週１～２日程度

　　14：30 ～ 17：30

●根木名学童クラブ（根木名小学校内）

　 （91）1288

　日月～金曜日、週３日程度

　　14：00 ～ 18：00

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 （93）8226

　日月～金曜日、週２～３日程度

　　14：30 ～ 17：30

※問合せは 15：00 ～ 18：00

　（若草児童館は 13:00 ～ 18:00）

　各小学校では対応できません。

とみっこ大学参加者
生涯学習課（中央公民館内）

(93)7641

日６月末～平成 31 年２月までの、主

　に土曜日、夏休み、冬休みに 12 回

　程度講座を実施

内ものづくりと環境学習

対市内在住の小学校 4 ～６年生

定 25 人（定員を超えた場合は抽選）

費２，５００円（消耗品費、保険料など）

申６月 15 日（金）までに申込用紙に

　必要事項を記入し、提出。郵送可。

※申込用紙は市公式ホームページか

らもダウンロードできます。

お知らせ

７月５日（木）
緊急地震速報訓練を実施
市民活動推進課　 (93)1114

国からの緊急情報を、防災行政無線と

防災・防犯メールを用いて、確実に皆

様へ伝えるため、緊急地震速報の訓練

を実施します。

日７月５日（木）

　10：00 頃

【訓練放送の内容】

　チャイム音＋

　「こちらは防災富里です。（訓練内容

　音声）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。

アダプトプログラム
環境課　 (93)4946

アダプトプログラム

とは、市民や事業者

のみなさんが一定区

間の道路の里親にな

り、ボランティアで清掃・美化活動を

行う制度です。

現在、約１，６００人の道路の里親が

活躍しています。

市では、ごみ袋や軍手など清掃・美化

活動時に必要な物品を支給しています。

登録は随時受け付けていますので、詳

しくは問い合わせください。

生ごみの堆肥化を
はじめませんか？
環境課　 (93)4946

市では、生ごみ堆肥化容器などの購入

費の一部を助成しています。

詳しくは問い合わせてください。

対次の全ての要件を満たす人

○ 市に住民登録があり、かつ、居住し

ている（事業所などの法人を除く）

○容器などを設置する場所がある

○容器などを適正に維持管理できる

○堆肥を自家処理できる

内容器の種類・助成金額など

▼堆肥化容器、コンポスト

　購入費の２分の１

　１基当たり限度額３，０００円

▼電気式生ごみ処理機

　購入費の２分の１

　１基当たり限度額２５，０００円

持●領収書

　●カタログ（コピー可）

　●印鑑

　●通帳

他申請後に、職員が設置状況の確認の

　ために訪問します。

5 広報とみさと　2018.6.15

【ご注意ください】後期高齢者医療保険料と介護保険料は、ペイジー口座振替受付サービス（キャッシュカードを利用した口座振替の申し込み）はできますが、ペイジーでの納付（イ

ンターネットやモバイルバンキング、ATM から納付できるサービス）は利用できませんので注意してください。
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