
お知らせ

子どもの見守り活動の
防災無線を始めます

学校教育課　 (93)7659

「子どもの見守り活動」の一環として、

市内全域に放送を流します。子どもた

ちの安全のため、ご協力をお願いします。

日 12月1日（土）～平成31年1月31日（木）

　16：00

　平成31年2月1日（金）～3月31日（日）

　16：30

ひとり親家庭
自立支援給付金事業

子育て支援課　 (93)4497

市では、ひとり親家庭の母または父を

対象とした自立支援給付金事業を行っ

ています。給付金を利用するには、事

前申込が必要なため、まずは子育て支

援課に相談してください。

自立支援教育訓練給付金

就労に結びつく雇用保険制度の指定教

育訓練講座を受講した人に支給

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試

験合格支援事業

ひとり親家庭の親または児童が、高等

学校卒業認定試験の合格を目指す場合

において、民間事業者などが実施する

対象講座の軽減を図るとともに、ひと

り親家庭の学び直しを支援

特定計量器定期検査

商工観光課　 （93）4942

この検査は２年に１回、計量法に基づ

き実施することが定められています。

対象事業者は、近くの検査会場で、受

検してください。

日 場①平成 31 年１月 16 日（水） 

　　　北部コミュニティセンターロビー

　　②平成 31 年１月 17 日（木）

　　　中央公民館ロビー

時 10：30 ～ 15：00

対商店、工場、病院、学校などで取引

　や証明に使用している計量器

費１台につき５００～３，６００円

持計量器（増おもり、分銅を含む）

廃棄物の不法投棄をなくそう
環境課　 （93）4945

不法投棄をした人は、５年以下の懲役

か１，０００万円以下の罰金、または

その両方が科せられることがあります。

法人にも３億円以下の罰金が科せられ

ることがあります。

不法投棄を見かけたら

不法投棄をしている現場を見たら車の

ナンバーを記録し、警察または環境課

へ通報してください。

不法投棄されている場所を見つけたら、

環境課へ連絡してください。

不法投棄をさせない・されないために

定期的に土地の見回りや草刈りを行い、

フェンスなどを設けて管理されている

土地であることを示すなど、予防に努

めることが大切です。

住宅用省エネルギー
設備設置補助
環境課　 （93）4945

市では、「地球温暖化の防止」、「家庭

におけるエネルギーの安定確保とエネ

ルギーの利用の効率化・最適化」を図

るため、住宅用省エネルギー設備の設

置費用の一部補助します。

補助金額や申請方法などについては、

市公式ホームページをご覧いただくか、

問い合わせください。

対市内に自ら居住する住宅（店舗・事

　務所兼住宅を含む）に未使用品の住

　宅用省エネルギー設備を設置する人。

■省エネルギー設備の種類

　▼太陽光発電システム

　▼家庭用燃料電池システム

　▼定置用リチウムイオン

　　蓄電システム

　※太陽光発電システムの補助につい

　ては、今年度分は終了しました。

　※住宅用省エネルギー設備を設置

　した後の申請は対象外となりますの

　で、必ず設置前に申請してください。

講習

上級救命講習
申込 消防署　 (92)1311

普通救命講習を受講し、さらに詳しい

応急手当を学びたい人や受講したこと

がない人でも受講できます。

日 12 月 16 日（日）

　9：00 ～ 17：00

　受付　8：30 ～

　※昼食は各自用意

場消防本部 3 階講堂

内乳児・小児の心肺蘇生法など

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人

　（5 人以上で開講予定）

申 12 月９日（日）まで

相　談

ねんきんサテライト成田
日本年金機構

年金請求の手続きや、受給している年

金についての相談を希望する人は、ぜ

ひ「ねんきんサテライト成田（佐原年

金事務所成田分室）」をご利用ください。

日 8：30 ～ 17：15

　（土・日曜日、祝日、12 月 29 日～

　1 月 3 日を除く）

場スカイタウン成田２階

　＜成田市花崎町828 ー 11 ＞

　JR 成田駅東口すぐとなり

　※専用駐車場はありませんので、公

　　共交通機関を利用してください。

内●厚生年金保険・国民年金関係の届書

　　などの受付・相談

　●年金相談

　　年金相談は混み合う場合がありま

　　すので事前予約をお願いします。

　　予約の際は、基礎年金番号のわかる

　　物（年金手帳・年金証書など）を用

　　意してください。

　　【予約受付専用番号】

　　 0570（05）4890

関国保年金課　

　 (93)4085

困っていることはありませんか？

地域包括支援センター

各地域包括支援センターでは、健康・

介護・生活に関する相談に応じていま

す。一人で悩まず、気軽に相談ください。

要望があれば、自宅での相談も可能で

す。

例えば…

○介護保険について教えてほしい

○介護予防のための運動をしたい

○近所の一人暮らしの高齢者が心配

○親の介護に備えたい

時 8：30 ～ 17：15

　（土・日曜日・祝日を除く）

地域包括支援センター

●北部（富里北中学校区）

　日吉台４－６－ 14　 (36)7725

●中部（富里中学校区）

　七栄６５３－73（龍岡ケアセンター内）

　 (85)5572

●南部（富里南中学校区）

　立沢新田１９２－３（九十九荘向い）

　 (90)6331

関高齢者福祉課　 (93)4981

就労・進路相談
就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポートステーション

（37）6844　

厚生労働省委託事業

日 12 月 13 日（木）

　13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 ～ 39 歳で就労に悩みを抱え　

ている人またはその家族

スポーツ

ボッチャ体験
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

ボッチャは今話題の競技で、楽しみな

がら、すぐ仲良くなれるのが特徴です。

興味がある人は、気軽にお越しください。

日 12 月８日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

　特許庁の地域ブランドに
認定されました。
　落花生の産地八街市より
心を込めた煎りたての味を
お届けします。

※本紙を持参して３，５００円以上お買い上
げいただいた方は、地方発送料無料です。
（12月31日まで）クール代金は別です。

TEL　043（443）5355
FAX　043（443）7771

㈲高安商店
　　　　　八街市八街は51

八街産落花生
資金の種類 融資限度額 融資期間 融資利率 保証人

設備資金 １，０００万円 ７年以内

１年以内

２．４％

１年超～

３年以内

２．６％

３年超～

５年以内

２．８％

５年超～

７年以内

３．１％

【個人】不要

【法人】

代表者以外原則不要運転資金

１，０００万円 ５年以内 

設備運転資金併用時
限度額　

１，６００万円
７年以内

特別小口
事業資金

設備資金７００万円 ７年以内

【個人】不要

【法人】

代表者以外原則不要

運転資金３００万円 ５年以内

独立開業
育成資金

設備資金（貸付は所

要金額の８割まで）

１，０００万円

７年以内

運転資金５００万円 ５年以内

設備運転資金併用時
限度額　

１，２００万円
７年以内

■融資条件　

次の要件を全て満たす中小企業の事業者

○市内で１年以上継続して同一事業を

　営んでいる　

○市税を完納している　

○必要に応じ提供できる担保がある

　（特別小口は不要） 

○千葉県信用保証協会の保証対象業種を

　営んでいて、信用保証が受けられること

■利子補給

　融資期間中に支払った利息に対し、

　年利２．０％の利子補給を実施しています。

■取扱金融機関　

　○千葉銀行 　○京葉銀行 

　○千葉信用金庫　○銚子商工信用組合 

問・申込先　商工観光課　 （93）４９４２ＮＰＯ法人も利用できます

富里市中小企業資金融資制度
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