
　4月1日から

クリーンセンター直接搬入
手数料が変わります

クリーンセンター　 (93)4529

クリーンセンターへの家庭ごみの直接

搬入量は、現在 100kg まで無料となっ

ていますが、手数料を有料化すること

により、ごみの発生抑制、再利用など

に向けて、ごみを出さない社会づくり

の推進を図ります。

ご理解とご協力をよろしくお願いしま

す。

4月1日からの改正内容

①クリーンセンターへ直接搬入する

　生活系一般ごみの手数料

　10 ㎏までごとに108 円となります。

　※100kgまで無料の範囲が無くなります。

②家庭粗大ごみの個別収集の手数料

　1 回につき 300 ㎏までは 3,240 円。

　300 ㎏を超える場合は、10 ㎏増すご

　とに108 円を加算した額となります。

　各手数料の合計額10円未満の端数

は、切り捨てとなります。

他ごみ収集・クリーンセンターへの直

　接搬入は１月４日（金）からになり

　ます。年始の直接搬入は大変混雑し

　ます。混雑時期をさけて搬入するよ

　うご協力をお願いします。

●家庭ごみの収集場所の設置について

　は、市公式ホームページで確認する

　か問い合わせください。

富里市議会議員選挙
立候補予定者の説明会
選挙管理委員会　 (93）1113

市議会議員一般選挙（4 月 14 日告示、

4 月 21 日投票）の立候補予定者を対

象に、立候補の手続きや選挙に関する

留意事項について説明会を開催します。

日 2 月 6 日（水）14：00 ～

場中央公民館 4 階大会議室

頼ってね。ふたつの110番
1月10日は110番の日

110 番は、社会の安全を守るための緊

急電話です。

それ以外の相談や問い合わせは…

①成田警察署、交番、駐在所

　 （27）0110

②千葉県警察本部

　相談サポートコーナー

　短縮ダイヤル　＃ 9110

　 043（227）9110

　平日　8：30 ～ 17：15

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、計量法により

実施することが定められています。受検し

ない場合、罰則が適用されることがありま

す。対象事業者は、必ず受検してください。

日 場①１月 16 日（水） 

　　　北部コミュニティセンターロビー

　　②１月 17 日（木）

　　　中央公民館ロビー

時 10：30 ～ 15：00

　（12：00 ～ 13：00 は休憩）

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

　※千葉県収入証紙で納めてください。

持計量器（増おもり、分銅を含む）

書き損じはがきや
使用済み切手はありませんか

富里ユネスコ協会事務局

（生涯学習課内） （93）7641

世界の学校に通えない子どもや読み書

きができない子どものために、学びの

場と機会を提供する「世界寺子屋運動」

の一環として、書き損じはがきと使用

済み切手を回収しています。

回収場所…生涯学習課窓口

　　　　　（中央公民館１階）

千葉県動物愛護センター
申込 県動物愛護センター

(93）5711

次の教室などは、県動物愛護センター

＜富里市御料＞で開催します。必ず電

話予約をしてください。

犬のしつけ方教室

■基礎講座

日１月 10 日（木）、２月 14 日（木）、

　３月７日（木）

　10：00 ～ 12：00

　受付　9：30 ～ 10：00

定 20 組

■実技講座

飼い犬同伴で参加できる教室です。

申込 （公財）千葉県動物保護管理協会

　　　 043（214）7814

日１月 10 日（木）、２月２日（土）、

　３月７日（木）

　13：00 ～ 15：00

　受付　12：30 ～ 13：00

定 10 組

費 3,000 円（消費税別）

パピークラス

生後６か月位までの飼い犬同伴で参加

できる飼い方・しつけ方教室です。

日時は、問い合わせの後に、調整します。

飼い主さがしの会

犬・猫がほしい人、あげたい人との出

会いの場です。

日１月 12 日（土）、２月２日（土）、

　３月２日（土）

●犬・猫がほしい人

　9：30 ～ 10：00

　受付　9：00 ～ 9：30

●犬・猫をあげたい人

　10：00 ～ 11：00

　受付　9：30 ～ 10：00

一般譲渡会【予約不要】

愛護センターの成犬・成猫を譲渡しま

す。直接受付時間内にお越しください。

日１月 17 日（木）、２月 21 日（木）、

　３月 14 日（木）

　 9：30 ～ 12：00

　受付　9：00 ～ 9：30

他受付時間に遅れると譲渡会に参加で

　きません。

　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

火の取り扱いに
気をつけましょう
消防署　 (92）1311

この季節は空気が乾燥し、風の強い日

があります。そのため、一度発生した

火災は、周囲へ燃え広がりやすくなり

ます。

乾燥注意報や強風注意報が発令されて

いるときや予想されるときは、たばこ

などの火の取り扱いには、十分気をつ

けましょう。

迷惑駐車はやめましょう
消防署　 (92）1311

迷惑駐車は消防車や救急車などの緊急

車両の進行を妨げ、災害現場への到着

を遅らせます。

また、消火栓や防火水槽の周辺に駐車

されると、迅速な消火活動ができませ

ん。

災害は１分１秒を争います。一人ひと

りがルールを守り、駐車マナーを守り

ましょう。

広報とみさと　2019.1.19

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 

民事調停で円満解決

「敷金が戻ってこない」、「バイト代を払ってもらえない」、「自転車同士で

ぶつかってしまった」などの民事トラブルについて、「民事調停」は有効

な解決手段です。民事調停とは、様々な民事トラブルについて、裁判所が

当事者の間に入って話合いを進め、問題の解決を図る手続です。

詳しくは、裁判所のウェブサイトをご覧ください。

裁判所　民事調停


