
3 広報とみさと　2019.2.15

　4月1日から

ごみ処理手数料が
変わります

クリーンセンター　 （93）4529

4月1日からの改正内容

①クリーンセンターへ直接持ち込む

　生活系一般ごみの手数料

　1 回につき 10 ㎏までごとに 108 円

　加算した額

　（10 円未満切り捨て）

②生活系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。

　1 回につき 300 ㎏を超える場合は、

　3,240 円 に 10 ㎏までごとに 108

　円加算した額

　（10 円未満切り捨て）

ご協力ありがとうございました

日赤社資の募集結果

社会福祉課　 （93）4192

平成30年度の社資実績額（富里市地区）

　２，０１４，４５１円

　（平成 31 年 1 月 10 日現在）

自治会などを通じて皆さんから寄せら

れた社資は、日本赤十字社千葉県支部

に送金しました。

社資は、国内外の災害救護、献血事業、

病院医療、救急法講習会などの日本赤

十字事業として、被災者世帯への見舞

金や生活日用品、毛布、バスタオルな

どの物資提供、青少年赤十字（小・中

学校や高校）や日本赤十字奉仕団によ

るボランティア活動への支援などに使

われています。

再就職するまでの年金加入

国保年金課　 （93）4085

Ｑ現在勤めている会社を辞め、２か月

　後に新しい会社に就職します。年金

　はどちらの会社も厚生年金に加入と

　なりますが、その間の２か月間は国

　民年金に加入しなければならないの

　でしょうか？また、国民年金保険料

　を２か月分だけ納めても掛け捨てに

　なりませんか？

A 会社を退職したときには、国保年金

　課で国民年金加入の手続きをしてく

　ださい。また、扶養している配偶者

　がいる場合には、その人も手続きを

　して国民年金保険料を納めることに

　なります。

　なお、再就職後も配偶者が扶養に入

　る場合は、社会保険の扶養手続きと

　ともに国民年金の「第３号被保険者」

　届けを新しい会社を通じて届け出て

　ください。保険料を納めた期間は将

　来もらえる年金のうち、老齢基礎年

　金の年金額の計算に算入されますの

　で掛け捨てになることはありません。

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の所得申告
国保年金課　 （93）4084

所得税や住民税の申告が必要ない人で

も、国民健康保険税または後期高齢者

医療保険料の納税義務者は、世帯に属

する加入者の所得申告をしなければな

りません。

申告の内容は、国民健康保険税や後期

高齢者医療保険料の軽減措置や、高額

療養費の支給などの判定基準となりま

す。申告がないと軽減措置などが受け

られなくなりますので、世帯に収入が

なく申告していない人がいるときは、

住民税申告をしましょう。

講座・説明会

協働のまちづくり講座

持続可能な
地域運営組織と人づくり

申込 市民活動推進課

(93)1117    FAX （93）9954

E kyodo@city .tomisato . lg . jp

日 3 月 20 日（水）　13：30 ～ 15：30

場中央公民館４階大会議室

講髙橋由和さん（NPO 法人きらりよ

　しじまネットワーク事務局長）

　山形県川西町の「NPO 法人きらり

　よしじまネットワーク」は、今まで

　の地域づくりシステムを根本から見

　直し、住民ワークショップを取り入

　れた地域の合意形成を推進。全世帯

　が加入する地域運営組織として持続

　可能な新しいまちづくりに取り組み、

　成果を上げています。

定 100 人

申３月 14 日（木）まで

　託児（無料）を希望する人は 3 月 1

　日までに要予約

　ＦＡＸまたはメールでの申し込みは、

　「協働のまちづくり講座」、　氏名、

　住所、電話番号を明記して送信し、

　送信した旨を電話で連絡してくださ

　い。

シニア従業員の
お仕事説明会 in 富里
申込 商工観光課　 （93）4942

市と「高齢者見守りネットワーク事業」

の協定を締結しているセブン - イレブ

ン・ジャパンが、高齢者の雇用を推進

するため、仕事説明会を開催します。

日 3 月 22 日（金）

　10：00 ～ 11：30

　受付　9：40 ～

場分庁舎 2 階大会議室

対おおよそ 60 歳以上（年齢上限なし）

定 30 人

募　集

パブリックコメント

富里市まち・ひと・しごと
創生総合戦略改訂（案）

企画課

(93)1118    FAX （93）9954

E k ikaku@city .tomisato . lg . jp

市では、まち・ひと・しごと創生法に

基づき、「しごと」と「ひと」の好循

環を生み出し、「まち」の活性化につ

なげるため、平成 27 年 10 月に「富

里市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定しました。このたび、この総合

戦略に掲げる数値目標や重要業績評価

指標を基に実施した施策・事業の効果

を検証し、改訂案を作成したことから、

この案を公表し、意見を募集します。

期閲覧、意見書の提出

　3 月 6 日（水）まで（土・日曜日を除く）

   ８：30 ～ 17：15

　※市民活動サポートセンターのみ

　土曜日も閲覧可

場企画課、市民活動サポートセンター、

　日吉台出張所、市公式ホームページ

意見書の提出方法…　

　氏名（名称）、住所（所在地）、電話

　番号を記入し、次のいずれかの方法

　で提出。様式は問いません。

　●企画課、日吉台出張所、市民活動

　　サポートセンターのいずれかに持参

　● FAX　●メール

　●郵送（6 日の消印有効）

他

●提出された意見を考慮し、最終的な

　意思決定を行います。また、提出さ

　れた意見とこれに対する市の考え方

　を公表します。なお、提出された意

　見を考慮し、案を修正したときも内

　容と理由を公表します。

●電話による意見の受付、提出された

　意見に対して個々への回答はしません。

●個人や法人、その他の団体の権利、

　競争上の地位、その他正当な利害を

　害するおそれがあるものについては

　公表しないことがあります。

日本語ボランティア入門講座

富里市ボランティアセンター

(92)8221    FAX （92）2495

日本語を母国語としない人に、日常生

活に必要な日本語習得を支援する、日

本語ボランティアについて学びませんか。

日 3 月 15 日（金）10：00 ～ 11：30

場福祉センター

対市内在住または在勤

講國方滋美さん

　（神田外語大学非常勤講師）

定 15 人　申 3 月 13 日（水）まで

お知らせ

2月20日（水）11：00
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

緊急地震速報や武力攻撃情報など全国

瞬時警報システム（J-ALERT）で送

られてくる国からの緊急情報を、防災

行政無線を用いて訓練放送を実施します。

内チャイム音「これはＪアラートのテ

　ストです。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。

北部コミュニティセンター
臨時休館

北部コミュニティセンター　 （93）3755

館内床清掃のため、次の日時は施設の

利用と図書の貸し出し・返却はできま

せん。

日 2 月 24 日（日）終日

古紙の拠点回収

環境課　 （93）4946

日 2 月 24 日（日）雨天決行

　 9：00 ～ 11：30

　13：00 ～ 15：00

場中部ふれあいセンター駐車場

　※地域の資源回収は今までどおり

　行いますので、ご利用ください。

内回収できる紙類と出し方は、次のと

　おりです。事業ごみやその他のごみ

　は回収できませんので、注意してく

　ださい。

●新聞（チラシ含む）雑誌、段ボール、

　アザーペーパー（紙封筒、トイレット

　ペーパー、ラップフィルムの芯、名刺）

　→種類ごとに紐で束ねる

●飲料用紙パック

　→水洗い後、切り開いて乾かし、

　紐で束ねる

●パッケージペーパー

　（お菓子箱、紙袋など）

　→紙袋に入れるか、紐で束ねる

ごみの減量にご協力を

クリーンセンター　 （93）4529

●生ごみはしっかり水を切って、可燃

　ごみに入れてください。

●ペットボトルは必ずキャップとラベ

　ルをとり、水で中を洗ってつぶして

　出してください。

●有害ごみ（蛍光灯、乾電池、水銀入

　り体温計）は、透明または半透明の

　袋に入れて、各地区のガラスびん・

　ペットボトルの収集日に出してくだ

　さい。

　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。


