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まだ間に合います
あなたの年金！
国保年金課　 （93）4085

年金を受けるために必要な期間は

老齢基礎年金を受給するためには、20

～ 60 歳までの 40 年（480 月）の間に、

保険料納付期間、保険料免除期間、受

給資格期間としてみなすことができる

期間（カラ期間）などを合算して、原

則として 10 年（120 月）以上の資格

期間が必要です。

任意加入制度とは

保険料の納め忘れの期間があるために

老齢基礎年金が減額される人や、保険

料を納めた期間が足りないために老齢

基礎年金が受けられない人は、この任

意加入制度を有効に活用してください。

また、65 歳になるまで任意加入をし

ても、なお老齢基礎年金の受給資格期

間を満たすことができない人（昭和

40 年 4 月 1 日以前に生まれた人）は、

65 ～ 70 歳までの間、受給資格期間を

満たすまで、特例として任意加入でき

ます。

申必要書類を持参し、国保年金課窓口

　で手続きをしてください。

持①年金手帳　

　②預貯金通帳　

　③通帳の届出印　

　④その他必要な書類

　※④は人によって異なりますので、

　事前に問い合わせてください。

我が家のCO2CO2（コツコツ）
スマート大作戦2018・冬

県循環型社会推進課

043(223)4645　FAX 043(221)3970

〒 260-8667　

千葉市中央区市場町１－１

県では、暖房などにより電力需要が増

加する冬季（12 ～ 2 月）に、節電や

省エネに取り組む家庭を応援するキャ

ンペーンを実施します。

県が配布するミッションシートで家庭

の省エネに取り組み、1 か月分の電気・

ガス・水道使用量を報告すると、毎月

抽選で「千葉の特産物」を差し上げます。

また 2 か月以上報告した人には、「特

製チーバくんクリアファイル」と「チー

バくん節電ピンバッジ」を差し上げます。

内①ミッションシートを入手し省エネ

　　に取り組む。ミッションシートは

　　市環境課窓口、県ウェブサイトで

　　ダウンロードできます。

　②電気・ガス・水道使用量のお知ら

　　せを見て結果を報告書に記入する。

　③ミッションシートに記載されてい

　　る報告方法により、結果を報告し

　　てください。

千葉県特定最低賃金の改正

千葉労働局賃金室

043（221）2328

４業種の特定最低賃金が、平成 30 年

12 月 25 日付けで改正されます。

最低賃金件名 改正時間額

鉄鋼業 ９６５円

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業

９２２円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業

９２８円

自動車（新車）小売業 ９２２円

千葉県最低賃金…８９５円

ちい寄附
市民活動推進課　 （93）1117

 　　
ちいき

　　　  
ちい

　

～地域のために小さな寄附から～

ちい寄附は、小さな寄附をすることで

気軽に公益的な活動を応援でき、まち

づくりに参加できる仕組みです。

期平成 31 年１月 31 日（木）まで

協力店舗…

▼寄附箱の設置　

　お好み焼きみほ、そば処如月、クチー

　ナ・トキオネーゼ・コジマ、ケーイー

　食品開発、サイクルハウスＫＥＮ、

　自家焙煎珈琲ボン・カフェー、飛石、

　はなみち、フランジパニー、プチメ

　ゾン、プレールさなだ、ヘアーサロ

　ンアラノ、ホンダカーズ東総富里店、

　三井温熱㈱、麺屋青山

　※日吉台地区では毎月第１日曜日

　に開催している「とみ市」の会場で

　も寄附箱を設置しています。

▼ちい寄附メニューの提供

　Bambi ka fawn（バンビ カ ファウン）、       

　居酒屋食らうず、くすりのヘルシー  

　ボックス、そば処長寿庵

相　談

年金相談

国保年金課　 （93）4085

日 12 月 20 日（木）

　10：00 ～12：00／13：00 ～15：00

場市役所本庁舎１階会議室

講　習

就活基礎セミナー in 佐倉
申込 商工観光課　 （93）4942

日平成 31 年１月 23 日（水）

　13：30 ～ 15：40

場ミレニアムセンター佐倉第3・４会議室

　＜佐倉市宮前 3 － 4 ー 1 ＞

対就職を希望している15 ～44 歳までの人

定 20 人

申電話にて。託児を希望する人は、

　1 月 15 日（火）まで

後見人養成講座（全４回）
NPO 法人市民後見太陽

／FAX (92)5010

E atpk24to j@ybb.ne . jp

～後見の知識を体系的に身に着けませんか～

後見活動を通じて、社会貢献活動がで

きるようサポートします。

日平成 31 年 1 月 5・12・19・26 日（土）

　9：30 ～ 16：00　定 15 人

場北部コミュニティセンター

申 12 月 28 日（金）までにメールま

　たは FAX

募　集

第37回市駅伝大会出場者

市陸上競技協会事務局　内田

090（8330）2557

日平成 31 年２月３日（日）８：45 ～

　受付　８：00 ～

場社会体育館に集合

対市内在住、在勤、在学のいずれかの人

　種目・１チーム人数…

　①小学生男子・４人

　②小学生女子・４人

　③中学生男子・５人

　④中学生女子・４人

　⑤一般男子（16 歳以上）・５人

　⑥一般女子（16 歳以上）・４人

　距離（全長）…

　①②④⑥⇒７㎞、③⑤⇒ 10. ５㎞

費１チームにつき

　①②④⑥⇒８００円

　③⑤　　⇒１，０００円

申平成 31 年１月 18 日（金）までに、

　費用を添えて社会体育館窓口にて

印旛郡市広域市町村圏
事務組合職員
事務局管理課

043（485）0397

印旛郡市広域市町村圏事務組合

職種・募集人員・受験資格

●一般行政上級 　1 人

　対次のいずれかに該当する人

　　○昭和 58 年 4 月 2 日～平成９年

　　　4 月 1 日生まれ（学歴不問）

　　○平成９年 4 月 2 日以降生まれで

　　　学校教育法に基づく大学（短期

　　　大学除く）を卒業した人（平成

　　　31年３月までに卒業見込みを含む） 

　日平成 31 年 1 月 27 日 ( 日 ) 

　場佐倉市立中央公民館

　　 ＜佐倉市鏑木町 198 －３＞

　申平成 31 年 1 月８日（火）までに

　　申込書（※）を組合窓口に直接持

　　参または郵送（８日必着）

　　※組合窓口で配布のほか、ホー

　　ムページからダウンロードできます。

お知らせ

市道工事のお知らせ

建設課　 （93）5747

市道01－010号線（七栄地先）

富里中央公園前～国道296号までの舗

装整備工事を実施します。

工事期間中は、ご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

工事の詳細は、市公式ホームページで

確認できます。

期平成 31 年１月中旬～３月末（予定）

中部ふれあいセンター
臨時休館
中部ふれあいセンター　 （91）3363

休館日　12月18日（火）

中部ふれあいセンターでは、館内床清

掃が行われるため、終日施設の利用は

できません。

正月門松カードを配布

農政課　 （93）4943

市では、緑化推進事業の一環として、

区・自治会などを通じて各戸に門松

カードを配布しています。

自治会がない地区や、破損・紛失した

人は市役所総合受付、日吉台出張所で

配布していますので利用してください。

期 12 月 28 日（金）まで 

市農林業センターの利用

農政課　 （93）4943

各種研修、会議、サークル活動などに

使用できる施設です。使用料など、詳

しくは問い合わせてください。

場御料６９５－２

申使用許可申請書（※）に必要事項を              

　記入し、使用予定日の２か月前～２

　日前までに申し込んでください。

　※市公式ホームページからダウン

　ロードできます。

開館時間…９：00 ～ 21：00

　　　　　（宿泊を伴う研修や集会は、

　　　　　17：00 ～翌日 9：00）

休館日…12 月 28 日（金）～

　　　　平成 31 年１月３日（木）

家屋を新築・増築、
取り壊したときには連絡を
課税課　 （93）0444

家屋を新築・増築、または取り壊した

ことを市に連絡していない場合、「賦

課期日（1 月 1 日）に家屋が存在する

のに評価証明書が発行できない」、「家

屋が存在しないのに課税されてしまう」

ということがあります。

※登記済みの家屋で滅失登記をした

場合は、市への連絡は不要です。

　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。


