
3 広報とみさと　2019.3.15

固定資産税・都市計画税
納税通知書の発送
課税課　 （93）0444

平成 31 年度固定資産税・都市計画税

の納税通知書を 4 月 10 日（水）に発

送します。

納期限…第１期　 ５月 17 日（火）

　　　　第２期　 ７月 31 日（水）

　　　　第 3 期　 ９月 30 日（月）

　　　　第 4 期　12 月 25 日（水）

国民年金保険料の割引と時効

幕張年金事務所　 043（212）8621

国民年金保険料の割引

国民年金保険料は、一括で前納すると

割引があり、口座振替での一括前納で

はさらに割引額が大きくなります。

また、一括前納だけではなく、口座振

替の「早割」にしても割引があります。

納付の時効

納付期限から２年間を経過すると保険

料の納付ができなくなり、将来、受給

する老齢基礎年金の年金額が少なく

なったり、受け取れなくなったりする

場合があります。忘れずに納付しましょう。

　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）

■ごみ収集場所の設置

　３戸以上の利用があれば新たに設置

　することができます。

　詳しくは問い合わせてください。

講座・説明会

県弁護士会無料法律相談会
申込 県弁護士会　

 043 (227 )8431

日３月 26 日（火）10：00～16：00

　※１人あたり 30 分程度

場○市役所分庁舎１階会議室１

　○市役所分庁舎２階会議室３

内弁護士による法律相談全般　

定 24 人

申 3 月 25 日（月）16：00 まで

募　集

介護認定調査員
（非常勤職員）　募集
高齢者福祉課　 （93）4980

介護認定に関する調査や事務に従事す

る人を募集します。勤務条件など詳し

くは問い合わせてください。

定１人

期採用日から平成 32 年 3 月 31 日まで

申履歴書を提出

額時給 1,300 円（交通費は別途支給）

　 (93）8226
市立こども園
臨時・非常勤職員　募集

葉山こども園　 （93）1215

向台こども園　 （93）2951　

●園児の保育・教育

　（通常・時間外・土曜）

　対　保育士・幼稚園教諭の有資格者

　額時給 1,200 円　

●園の保健業務全般

　対　正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給 1,270 円

　　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

定若干名

申次の書類を提出

　●履歴書（市販のものに必要事項を

　　記入し、写真を貼付）

　●資格証の写し（資格取得見込みも可）

　
学童クラブ指導員　募集

子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ

てください。

●日吉台学童クラブ　 (91）2501

●根木名学童クラブ　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ

　（富里保育園併設）

　 (93）8226

ささえ愛サロン
申込 市社会福祉協議会　

（92）2451

介護予防や居場所づくりを目的とした

サロンです。参加するには登録が必要

です。見学も受け付けています。

日毎週火曜日（年末年始を除く）

　9：00 ～ 15：30

　※ 3月は19日（火）のみ

場福祉センター

対市内在住で 65 歳以上（要支援、要     

　介護認定者、総合事業対象者を除く）

定各日 20 人　

費 200 円

危険物取扱者試験

（一財）消防試験研究センター千葉県支部

　043（268）0381

消防試験研究センター

日６月９日（日）10：00 ～

場日本大学（実籾校舎）

　＜習志野市新栄 2-11-1 ＞

費●甲種　6,500 円

　●乙種　4,500 円

　●丙種　3,600 円

　　（専用振込用紙）

申電子申請か書面申請のいずれかの方

　法で申し込んでください。

　▼電子申請（24 時間対応）

　　３月 29 日（金）～４月 16 日（火）

　　【電子申請専用電話】

　　 0570（07）1000（有料）

　▼書面申請（郵送）

　　　（一財）消防試験研究センターで受付

　　４月１日（月）～４月 19 日（金）

　　（土・日曜日を除く）

　　9：30 ～ 16：00

他●試験願書は、市消防本部予防課

　　（8：30 ～ 17：15、土・日曜、祝

　　日を除く）でも配布しています。

スポーツ
　※飲み物は用意します。
ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

ボッチャは、誰でも楽しめるボール競技です。

日 3 月 16 日（土）13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

イベント

第２回ラララ洗心音楽祭

洗心まちづくり協議会　 （94）0479

日 3 月 24 日（日）13：00 ～ 16：00

　開場 12：30

場旧洗心小学校体育館

内●第 1 部　

　　フリソンジャズオーケストラ

　●第２部　

　　榎本詩帆＆𠮷池花音デュオコンサート

　●地産品、花の苗の販売

持スリッパ

子育て

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　河田

（91）0686

日３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

お知らせ

春の農作業安全確認運動

農政課　 （93）4943

３～５月は春の農作業安全確認運動期

間です。県内でも、トラクターの横転

や機械への挟まれなどの事故が後を絶ちま

せん。農作業中の安全確認を心掛けましょう。

～作業前に確認を～

○機械のつまりを取り除くときは、エ

　ンジンを止めていますか？

○衣類が機械に巻き込まれないよう、

　作業に適した服装をしていますか？

○作業内容や作業場所を家族などに伝

　えていますか？

○緊急時に連絡がとれるよう、携帯電

　話を持って作業に出かけていますか？

　い合わせてください。
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

　日前までに農政課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。

使用できる時間…９：00 ～ 21：00

　（宿泊を伴う研修や集会は、17：00

　～翌日 9：00）

安心な水道水を
供給するために
水道課　 （93）3340

市では、安心な水道水を供給するため、

水道法に基づく水質基準に関する省令

に定められた水質基準項目などについ

て、毎年、水質検査計画を策定し、こ

れに基づいて検査を実施しています。

水質検査計画は毎年３月末に、水質検

査の結果は毎年６月に市公式ホーム

ページで公表しています。

固定資産の価格などの縦覧

課税課　 （93）0444

納税者（※）が所有する土地・家屋の

評価額とほかの土地・家屋の評価額を

比較することができる制度です。

※１月１日時点に市内の土地・家屋

を所有し、固定資産税を納める人

日４月１日（月）～５月７日（火）

　平日の８：30 ～ 17：15

場課税課窓口

持運転免許証など本人確認ができるも

　ののほか、代理人は納税者からの委

　任状、相続人は相続関係を証明する

　戸籍謄本などが必要です。

　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。


