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幼 児 教 ・ 育保育 の

無償化が開始されます

対象範囲　

主として利用する施設

保育の必要性　※１

なし

（例：専業主婦（夫）世帯）

あり

（例：共働き世帯など）

幼稚園

・幼稚園（施設型給付）

・認定こども園（教育）

無償

（預かり保育は対象外）

無償

（預かり保育は月額 11,300 円まで無償）

・幼稚園（就園奨励費補助金の対象）
月額 25,700 円を上限に無償

（預かり保育は対象外）

月額 25,700 円を上限に無償

（預かり保育は月額 11,300 円まで無償）※２

認可保育施設

・認可保育所（公立・私立）

・認定こども園（保育）

・小規模保育事業

・家庭的保育事業

ー 無償

認可外保育施設

・事業所内保育施設

・ベビーホテル

・その他届出保育施設など　※３

無償化の対象外
月額 37,000 円を上限に無償

（他の認可外保育施設などとの併用が可能）※２

企業主導型保育事業 ー 無償

 　障害児通所施設　※４ 無償 無償

※１　市が無償化の給付対象者として認定するときに、保護者の就労・就学や親族介護、保護者の疾病などの一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、　

　　　その状況と利用施設に応じた区分で認定します。

※２　３～５歳児の場合の無償化上限額。０～２歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に 5,000 円を加えた額までが無償化の対象。

※３　一時保育、ファミリーサポートセンター、病児・病後児保育など。

※４　幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通所施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

問い合わせ先　子育て支援課　 （93）1174

　　　　　　　 社会福祉課　　 （93）4192

10月から、幼児教育・保育の無償化が始まります。

保育園・幼稚園・認定こども園などの保育サービスを利用する、3～5歳児クラスの保育料が無償となります。

無償化の対象となるには、認定申請書の提出が必要になる人もいますので、詳しくは問い合わせてください。

ご注意ください　・実費として徴収されている費用（食材料費、通園送迎費、行事費など）は、無償化の対象外です。

　　　　　　　　　　・住民税非課税世帯の０～２歳児クラスの保育料も無償化の対象になります。

【登録方法】右のＱＲコードを読

み 込 む か、「 Ｉ Ｄ 検 索 」 に て 

@tom isato_c ity を検索し、友だ

ち追加ボタンを押してください。

LINEで広報紙がすぐに読めます

※ LINE は配信のみを行っています。メッセージを確

認することや、個別への返信はできません。
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市が委嘱した専門の相談員が地区集会所などへ出向き、住宅の耐震について個

別の相談にお答えします。

■日時・場所　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　　　　　　　※相談時間はおおむね 45 分

　①９月８日（日）　　北部コミュニティセンター　※午後は依頼主宅も可

　② 10 月 20 日（日）　中央公民館

　③ 11 月 17 日（日）　中部ふれあいセンター

■対象　市内在住の人　

■定員　① 10 組、②③各回 14 組

■持ち物　建築確認申請時の平面図など、住宅の間取りが分かるもの

　　　　　（建築確認通知書など）

■費用　無料　■申込　開催日の 3 日前までに電話で予約

住宅耐震相談会
①耐震診断費補助金

■補助率　経費の３分の２（限度額８万円）　■受付期間　12 月 25 日（水）まで

②耐震改修費補助金

■補助率　経費の３分の１（限度額50万円）■受付期間　11 月 29 日（金）まで

③危険ブロック塀撤去費補助金

■補助率　次のア、イのうち、いずれか少ない方の金額（上限 10 万円）

　　　　　ア、経費の２分の１

　　　　　イ、危険ブロック塀の長さに１ｍ当たり８千円を乗じた額

■受付期間　11 月 29 日（金）まで

※予算額に達した時点で終了します。

※①、②は平成 12 年５月 31 日以前に着工された木造住宅が対象です。

※③は契約前に、危険ブロック塀に該当するか否かの事前調査があります。

※いずれも契約前に申請が必要です。

地震・台風・集中豪雨などの自然災害は、いつどこで起こるか予測することはできません。

被害を軽減するためには、日頃から備えをし、災害対応力を高めることが大切です。

「防災の日」を機会に、適切な行動がとれるよう家庭や地域での防災対策を再確認しましょう。

もしものときに備えて

９月１日は防災の日

問防災課　 （93）1114

８月３０日～ 9月 5日は防災週間

市では、市民の皆さんへ避難行動を促すための「避難情報」

を発信しています。いざという時に素早く避難行動がとれ

るよう、種類の違いを事前に理解しておきましょう。

自助・共助・公助

自助

共助 公助

３つのバランスが欠けると被害は増大します

自助：自らの命は自ら守る

共助：自分たちの地域は自分たちで守る

公助：自治体・行政機関は公的支援で住民を守る

　市では避難所を地区ごとに指定して

いません。最も近い避難所に避難しま

しょう。
避難所

■指定避難所

名称 収容人数

富里小学校 265

富里第一小学校 282

富里南小学校 275

浩養小学校 178

（旧）洗心小学校 169

日吉台小学校 289

根木名小学校 243

七栄小学校 230

富里中学校 588

富里北中学校 469

富里南中学校 445

北部コミュニティセンター 110

中部ふれあいセンター 59

■福祉避難所

名称

保健センター

福祉センター

※福祉避難所は、発

災直後に避難するこ

とはできません。指

定避難所での生活が

困難であると判断さ

れた、要配慮者を受

け入れる二次的な避

難場所です。

非常用持出品の準備　避難時の非常用持出品をまとめ、分かりやすいところに用意して

おきましょう。備蓄する方法として、ローリングストック法があります。普段の食事に

使用する缶詰やレトルト食品などを備蓄食料として、製造日の古いものから使用し、使

用した分は新しく買い足して、常に一定量の備えがある状態にしておくものです。

家具などの転倒・落下防止　家具などは壁や天井に固定し、上には物を置かないように

しましょう。

避難口の確認　安全に避難できるように、出入口や通路には物を置かないよう心掛けま

しょう。

警戒レベル 避難情報など とるべき行動

警戒レベル

５
（市が発令）

災害発生情報
既に災害が発生しています。

命を守るための最善の行動をとりましょう。

警戒レベル

４
（市が発令）

避難勧告・避難指示（緊急）

速やかに避難しましょう。

避難先までの移動が危険と思われる場合は、

近くの安全な場所へ避難しましょう。

警戒レベル

３
（市が発令）

避難準備・高齢者等避難開始

避難に時間を要する人（高齢者・障がいの

ある人、乳幼児など）とその支援者は、避

難しましょう。

その他の人は、避難準備を整えましょう。

警戒レベル

２
（気象庁が発表）

大雨注意報・洪水注意報など
避難に備え、ハザードマップなどにより、

自らの避難行動を確認しましょう。

警戒レベル

１
（気象庁が発表）

早期注意情報 災害への心構えを高めましょう。

大

危

険

度

小

問・申込先　都市計画課　 （93）5148

木造住宅耐震診断費・耐震改修費・危険ブロック塀撤去費補助事業

警戒レベル

確認しましょう

耐震事業について
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現在、市消防署では３台の救急車で救急出動に備えていますが、最近は緊急性

がないと思われる救急出動も増えています。緊急性がないのに、救急車を要請

すると、生命の危機に瀕している重症患者への対応が遅れてしまうことが考え

られます。緊急性がなく自分で病院に行けるときは、なるべくバスやタクシー

などの交通機関を利用してください。傷病者の様子や事故の状況などから、急

いで病院に連れて行ったほうが良いと思った時は、迷わず１１９番通報をして

ください。

尊い命を救うために今一度、救急車の適正な利用について考えましょう。

問消防署　 （92）1311

９月９日は救急の日

救急業務や救急医療に対しての理解と認識を深めるとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図るため、

昭和 57 年から毎年９月９日は『救急の日』と定められています。

応急手当に関する正しい知識と、技術の普及を図るための普通救命講習会を実

施しています。

一般の人でもＡＥＤ（自動体外式除細動器）を使用して救命処置が可能になり

ました。いざというときのために講習を受けてみませんか。

■日時　９月 15 日（日）　９：00 ～ 12：00　受付　8：30 ～

　　　　※毎月第３日曜日に実施しています。

■場所　市消防本部３階講堂　■費用　無料

■対象　12 歳以上（市内在住、在勤、在学）　■定員　20 人

■申込　９月８日（日）まで

総務省消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手

段の情報を提供するため、全国版救急受診アプリ「Ｑ助 （きゅーすけ）」を作成

しました。

急な病気やけがをしたとき、該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度

に応じた必要な対応（「いますぐ救急車を呼びましょう」、「できるだけ早めに医

療機関を受診しましょう」、「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」

または「引き続き、注意して様子を見てください」）が、緊急性をイメージした

色とともに表示されます。

■スマートフォンから

「App Store」や「Google p lay」で、「Ｑ助」を検索してダウンロード・インストー

ルできます。

■パソコンから

総務省消防庁ホームページの「Q 助」Web 版で利用できます。救急車を呼ぶか

どうか迷った時などに、ぜひご利用ください。

私たちの生活と大切な命を守るために

上半期（１～６月）の救急出動件数は１、１４６件

身に付けよう　応急手当　普通救命講習会受講者募集

全国版救急受信アプリ「Q 助」

６月 20 日、富里高校で選挙管理委員会による選挙講座が開催されました。

これは、若い世代の投票率が低下している中、選挙権を有している３年生や

近い将来有権者となる１・２年生に、選挙に関心をもってもらうため実施し

たものです。

当日は、生徒会役員選挙も行われ、実際の選挙で使われている投票箱や記載

台を利用し、投票が行われました。

受講した高校生は、「自分の 1 票が政治を決めるかもしれないという責任を

しっかり持って投票するべきだと思いました。」と話していました。

講
　
座

有権者としての自覚を

富里高校で選挙講座を開催

６月 16 日、第 20 回富里市長杯・ギリシャ杯争奪スイカカップサッカー大会

が開催されました。

市内から、日吉台ＳＣ成田と七栄ＦＣの２チーム、市外からは 14 チームを加

えての合計 16 チームが参加。決勝戦では、日吉台ＳＣ成田と七栄ＦＣが白熱

した熱戦を繰り広げ、日吉台ＳＣ成田が 19 年ぶり 2 度目の優勝を果たしまし

た。　

結果は次の通りです。

ス
ポ
ー
ツ

第 20 回スイカカップサッカー大会

日吉台ＳＣ成田が 19年ぶりに優勝

▲ 日吉台ＳＣ成田の皆さん

▲ 七栄ＦＣの皆さん

7 月 6 日～ 21 日に、印旛郡各市町を会場に第 70 回印旛郡市民体育大会が開

催されました。市の代表として出場した選手たちは、日頃の練習成果を発揮し、

すばらしい試合を繰り広げました。

結果は次の通りです。

　総合順位　６位

　競技種目別順位　第 3 位　●軟式野球　●バスケットボール男子・女子

　　　　　　　　　　　　　●ソフトテニス男子　●バレーボール女子

　　　　　　　　　　　　　●空手道　●サッカー

ス
ポ
ー
ツ

第 70 回印旛郡市民体育大会

富里市は総合第６位

優勝　　

　日吉台ＳＣ成田

準優勝　

　七栄ＦＣ

第３位　

　成田ＳＳＳ

　三里塚ＦＣ
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令和元年10月１日から、消費税率が８％から10％に引き上げられます。この税率の引き上げに伴い、公共施設などの維持管理などに係る経費も増加するため、

使用料等について、消費税相当額として２％分の引き上げを行います。利用者の皆さんには負担の増となりますが、ご理解とご協力をお願いします。

なお、改定後の使用料などの額は、令和元年10月１日以後に手続きをしたものに適用し、同日前に手続きをしたものについては、従前の例によるものとします。

※詳しくは、各担当課に問い合わせてください。

重要なお知らせ

消費税率引き上げに伴い使用料等を改定します

使用料等の改定を行うもの（消費税増税分が増額となります）

　●水道料金・加入金（上下水道課　 （93）3340）
　　※下の表をご覧ください。

　●公民館使用料（生涯学習課　 （92）1211 ）

　●下水道料金（上下水道課　 （93）5349）

　　※下の表をご覧ください。
　●社会体育館使用料（生涯学習課　 （92）1597 ）

　●廃棄物処理手数料（クリーンセンター　 （93）4529） 　●市営運動場使用料（生涯学習課　 （92）1597 ）　

　●保健センター使用料（健康推進課　 （93）4121） 　●ふるさと自然公園使用料（建設課　 （93）5747 ）

　●農林業センター使用料（農政課　 （93）4943 ） 　●都市公園及び有料公園施設使用料（都市計画課　 （93）5147 ）

　●コミュニティセンター使用料（市民活動推進課　 （93）1117 ） 　●道路占用料（建設課　 （93）5747 ）

詳しくは問い合わせてください。※火葬料金に変更はありません。

10月１日から八富成田斎場の使用料も改定されます

問環境課　 　（93）4945

給水口径 現　行 改定後

１３㎜ ２，０３０．４円 ２，０６８円

２０㎜ ２，１６０円 ２，２００円

２５㎜ ３，４５６円 ３，５２０円

３０㎜ ６，１５６円 ６，２７０円

４０㎜ ８，７４８円 ８，９１０円

５０㎜ １５，７６８円 １６，０６０円

７５㎜ ３５，１００円 ３５，７５０円

１００㎜ ６１，３４４円 ６２，４８０円

水道料金 

●超過料金　　　　　　　　　　　　　　　　（１㎥あたり：消費税込）

使用水量 現　行 改定後

11㎥～ 30㎥ ２０５．２円 ２０９円

31㎥～ 50㎥ ２１６円 ２２０円

51㎥～ 100㎥ ２５９．２円 ２６４円

101㎥～ 500㎥ ３０２．４円 ３０８円

501㎥～ ３３４．８円 ３４１円

下水道使用料　　　　　　　　　

※算定した料金に１円未満の端数が生じたときは、切り捨て。

区　分 排除汚水量 現　行 改定後

基本使用料 10㎥まで １，０８０円 １，１００円

超過使用料

(1㎥につき )

10㎥を超え 20㎥まで １１８．８円 １２１円

20㎥を超え 30㎥まで １４０．４円 １４３円

30㎥を超え 50㎥まで １５７．６８円 １６０．６円

50㎥を超え 100㎥まで １８７．９２円 １９１．４円

100㎥を超え 500㎥まで ２０３．０４円 ２０６．８円

500㎥を超えるもの ２３１．１２円 ２３５．４円

給水口径 現　行 改定後

１３㎜ １６２，０００円 １６５，０００円

２０㎜ ２８２，９６０円 ２８８，２００円

２５㎜ ６６０，９６０円 ６７３，２００円

３０㎜ １，１７５，０４０円 １，１９６，８００円

４０㎜ １，７９４，９６０円 １，８２８，２００円

５０㎜ ３，２４０，０００円 ３，３００，０００円

７５㎜ ８，４２４，０００円 ８，５８０，０００円

水道加入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （消費税込）

※ 10 月１日以前から継続して使用している場合は、12 月以降の請求分か

　  ら改定後の料金となります。( 消費税法上の経過措置 )

●基本料金 10㎥まで　　　　　　　　　　（１か月あたり：消費税込）

令和元年度下水道推進標語

「下水道　見えないしごとに　金メダル」

９月 10 日は「下水道の日」

問上下水道課　 （93）5349

▲市の汚水用マンホール蓋

９月 10 日の「下水道の日」を機会に、水のきれいな

川や海を守るため、下水道の意義や役割を考えてみま

しょう。

市では、「下水道の日」を中心に、公共下水道が整備

された地域で、まだ下水道に接続していない家屋を対

象に、接続のお願いの戸別訪問などを行います。

自然と暮らしを守るためにできること

●下水道管やマンホールに油が付着すると、ポンプの故障や下水道管の詰まり

　の原因になります。天ぷら油などの食用廃油や野菜くずなどを流さないよう

　にしましょう。

●水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の異物（タバコや廃油など）を流

　さないようにしましょう。

●宅内マスは個人の管理です。定期的に点検し、清掃しましょう。特に、飲食

　店などを営業している人は、こまめに清掃しましょう。

●市の下水道は、汚水と雨水を分けて処理する分流式です。宅地内での誤接続

　や、排水設備の老朽化による雨水の流入を発見したら、早急に改善しましょう。

●雨の日に、宅地内や道路に溜まった雨水を流すために、汚水マスやマンホー   

    ルの蓋を開けることは非常に危険ですのでやめましょう。

※令和元年９月 30 日までに給水装置承認申請書の承認を受けた場合は、現行

　の金額となります。
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国民健康保険の所得申告について

所得税や住民税の申告が必要ない人でも、国民健康保険税の納税義務者は、

世帯に属する加入者の所得などの申告をしなければなりません。

そのため市では、課税の公平性の確保と平等な保険給付を図るため、申告が

済んでいない人や給与支払報告書が提出されていない人などに「国民健康保

険税申告書」を発送しています。

申告書は、国民健康保険税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。

申告書の提出がないと、軽減措置などを受けることができなくなりますので、

申告書を受け取ったら必ず提出をお願いします。

問国保年金課　 （93）4084

国民年金には、次の３種類があります。詳しくは問い合わせてください。

①老齢基礎年金

■支給…65 歳から

■年金額…満額で７８０，１００円

■受給資格要件…納付や免除期間などの合計年数が 10 年以上

②障害基礎年金

加入中に病気やケガなどで一定の障害が残ったとき

■年金額　○１級　９７５，１２５円　○２級　７８０，１００円

■子の加算額　（※１）

■納付要件　（※２）

③遺族基礎年金

死亡した被保険者が生計を維持していた 18 歳到達年度の末日まで（障害者は

20 歳未満）の子または子のある妻・夫

■年金額　７８０，１００円

■子の加算額　（※１）

■納付要件　（※２）

（※１）２２４，３００円（１人目・２人目）７４，８００円（３人目以降）

（※２）初診日（死亡日）前の納付・免除期間が被保険者期間の３分の２以上 

           または初診日（死亡日）の属する月の前々月までの直近の１年間に未納 

           がないこと

国民年金の種類

問国保年金課　 　（93）4085

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や

所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せ

して支給されるものです。

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、

年金を受給していても支給要件に該当しない場合は支給されません。

詳しくは、問い合わせてください。

それぞれの要件をすべて満たしている人が対象となります。

【老齢年金生活者の要件】　

① 65 歳以上で（※１）で、老齢基礎年金（※２）を受けている

②請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が８７９，３００円以下

【障害年金生活者の要件】

①障害基礎年金（※３）を受けている

②前年の所得が「４，６２１，０００円＋扶養親族の数 ×38 万円（※ ４）以下」

【遺族年金生活者の要件】

①遺族基礎年金を受けている

②前年の所得が「４，６２１，０００円＋扶養親族の数 ×38 万円（※ ４）以下」

（※１）請求書は、65 歳になる誕生日の前日以降に提出してください。

（※２）旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由と 

　　　 する年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

（※３）旧法の障害年金、旧共済の障害であって、法令で定める年金についても   

            対象になります。

（※４）同一生計配偶者のうち 70 歳以上の人、または老人扶養の場合は 48 万円、 

        特定扶養親族または 16 歳以上 19 歳未満の扶養親族の場合は 63 万円と 

　　　 なります。

【請求手続きと流れ】

①該当する人には、日本年金機構から請求書が届く

②請求書に氏名などを記入して年金事務所に提出　※ 原則、添付書類は不要

③審査結果の通知が日本年金機構から到着（2019 年 10 月以降）

※年金請求書と併せて提出の場合、給付金の通知は年金証書送付後に送られ

　ます。

　支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着

④通知書に記載のある給付金が年金に上乗せ支給

※支払いは 2019 年 12 月中旬以降です（請求時期によって異なります）

年金生活者支援給付金の請求手続きが始まります

該 当 す る 場 合 は 請 求 書 が 届 き ま す 。

問 幕張年金事務所 043（212）8621

　 給付金専用ダイヤル 0570（05）4092

※ 9 月 2 日（月）～　 

※ 050 から始まる電話の場合　 03（6700）1165

2019年10月から制度開始 プレミアム付商品券購入引換券申請書を

発送しました

問い合わせ先

●プレミアム付商品券事業について　専用コールセンター　 （93）1552 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※市役所開庁日の９：00 ～ 16：30

　8 月９日（金）に、対象と想定される人へプレミアム付商品券購入引換

券申請書を送付しました。購入引換券の申請を受け付けていますので、購

入を希望する人は早めに申請してください。詳しくは問い合わせてくださ

い。

送付対象    2019 年度の住民税が課税されていない人

　　　　　　（課税されている人の配偶者や被扶養者、生活保護受給者は対象外）           

　　　　　　※平成 28 年４月２日から令和元年９月 30 日までに生まれた子が   

          　　　　いる世帯の世帯主は、申請不要のため送付していません。

申請方法   ①申請書に必要事項を記入

　　　　　 ②同封の返信用封筒で返信するか引換券申請窓口へ申請

　　　　　 ③日吉台出張所に申請（出張所は取次業務のみ）

                 ※富里市プレミアム付商品券購入引換券申請窓口は市役所本庁

　　　　　　 舎北棟 1 階市民課隣です。

                   ※申請窓口は、市役所開庁日の８：30 ～ 17：15 です。

申請期間　11 月 29 日（金）まで

今後の予定　９月下旬から、順次、プレミアム付商品券購入引換券を発送 

                    します。

９月21日～30日は

　　　　　秋の交通安全運動

秋口は日没時間が急激に早まります。

夕暮れ時や夜間には、重大な事故に

つながるおそれのある、歩行中・自

転車での交通事故の増加が懸念され

ます。

一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣づけましょう。

問  千葉県くらし安全推進課交通安全対策室

  　 043（223）2263

～　身につける　夜道のお守り　反射材　～



資源ごみ・小型家電の
拠点回収
環境課　 （93）4946

日９月 29 日（日）、12 月 15 日（日）

　※雨天決行

時　場 ● 9：00 ～ 11：30

　　　  市役所正面玄関前駐車場

       ● 13：00 ～ 15：00

　　　  北部コミュニティセンター

　　　  第 2 駐車場

資源ごみを出すときの注意事項

　事業ごみや、その他のごみは回収で

きません。

●新聞、雑誌、段ボールなどは種類ご

　とにひもで束ねる

●飲料用紙パックは洗って乾かし、切

　り開いてひもで束ねる

●衣類、シーツ、毛布はまとめて束ね

　る（ふとんや裁断くずなどは出せません）

●飲料用アルミ缶は中を水洗いする

●パソコン、スマートフォンなどは、

　個人情報を完全に消去して電池類を

　取り除く

全国家計構造調査
企画課　 （93）1118

今を知り　明日をみつめる　暮らしの統計

この調査は、家計における消費・所得・

資産と負債の実態を総合的に把握し、

世帯の所得分布と消費の水準などを、

全国的と地域別に明らかにすることを

目的としています。

調査の対象となった世帯には、調査依

頼のため、調査員が訪問しますのでご

協力をお願いします。

対全国から無作為に選定した世帯

お知らせ

農地の出し手を募集中です

千葉県園芸協会農地部
043（223）3011

担い手に貸し付ける農地を探していま

す。出し手と受け手の間に立って、（公

社）千葉県園芸協会が農地の貸し借り

を行います。貸し付けたい農地がある

場合は、問い合わせてください。

関農政課　 （93）4944

空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ

の不法投棄や害虫などの発生原因とな

ります。所有者は日頃から、土地の適

正管理を心掛けてください。

ヘビ、スズメバチの巣などの
駆除は
駆除依頼・相談先…

　県害虫防除協同組合

　 043（221）0064

市では、ヘビやスズメバチの巣などの

駆除は行っていません。これらを発見

したときは業者に駆除を依頼するなど、

適正な土地の管理を心掛けてください。

関環境課　 （93）4945

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

北部コミュニティセンターでは、電気

設備点検を行うため、次の日時は臨時

休館となります。

日９月７日（土）９：00 ～ 12：00

　※ 12：00 以降は利用できます。

関市民活動推進課　 （93）1117

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

日本の未来のために

経済センサスー基礎調査

企画課　 （93）1118

この調査は、国の基幹統計調査とし

て、2019 年 6 月～ 2020 年 3 月までの

間、調査員が全国すべての事業所の活

動状況を実地確認し、新たに把握した

事業者などの一部の事業所には調査票

を配布します。

調査への協力をお願いします。

印旛沼環境基金
第５回公開講座
申込 佐倉市生活環境課

043（484）4278　

E se ikatsukankyo@city .sakura . lg . jp

日 10 月５日（土）14：00 ～ 16：30

場ミレニアムセンター佐倉ホール

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

内テーマ「鳥たち」

　印旛沼は快適な渡りの空路　

定 100 人

申９月９日（月）から電話またはメール

主佐倉市、（公財）印旛沼環境基金

富里市教育長顕彰
生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

市では、県大会以上のスポーツ大会で、

優秀な成績や新記録などを樹立した個

人や団体に対し、表彰を行っています。

対●対象大会期間

　　平成 30 年 9 月 1 日～令和元年 8

　　月 31 日まで

　●対象となる成績

　　①県大会優勝

　　②関東大会以上の大会で 6 位以内

　　　に入賞

　　③県・関東・日本記録または世界

　　　記録の樹立など

下水道排水設備工事責任
技術者の登録更新手続き
県下水道協会事務局

（千葉市下水道経営課内）
043（245）6112

千葉県下水道協会

手続きをしなかった場合は資格を喪失

しますので、早めに手続きをしましょ

う。詳しくは問い合わせてください。

日講習　

　11 月 13 日（水）、19 日（火）の

　いずれか

場千葉市民会館

　＜千葉市中央区要町 1-1 ＞

対下水道排水設備工事責任技術者資格

　有効期限が令和２年 3 月 31 日の人

申 9 月 5 日（木）まで

第 23 回ポイ捨て
“ナイナイ”キャンペーン

富里市環境美化推進協議会事務局
（環境課リサイクル推進班内）

（93）4946

捨てないで　

きれいなこころと　そのごみを

日 9 月８日（日）

このキャンペーンは「ポイ捨て防止条

例」の制定を機に、平成 9 年から富里

市環境美化推進協議会が主催で実施し

ている啓発運動です。

当日は、市政協力員、行政連絡協力者、

環境美化推進員の皆さん、住民の皆さ

んにご協力をいただき、のぼり旗や横

断幕の設置などを行い、ごみのポイ捨

て防止を啓発します。

この機会に家庭、職場でごみのポイ捨

て防止について、私たちができること

を考えてみましょう。

募集

向台こども園
非常勤職員募集
向台こども園　 （93）2951

向台こども園

日●月・水曜日　8：30 ～ 17：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

内園の保健業務全般

対　正看護師または准看護師の有資格者

定若干名

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

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）

　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。

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 
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令和元年度
防衛大・防衛医科大学生
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

防衛大学校　募集

防衛大学校学生

●推薦

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　で学校長が推薦する人

　申９月５日（木）～９日（月）

●総合選抜

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　の人（自衛官は 23 歳未満）

　申 9 月 5 日（木）～９日（月）

●一般

　対高卒（見込みを含む。）21 歳未満

　　の人（自衛官は 23 歳未満）

　申 9 月 5 日（木）～ 30 日（月）

防衛医科大学校医学科学生・

防衛医科大学校看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

　対高卒（見込みを含む。）21歳未満の人

　申 9 月 5 日（木）～ 30 日（月）

SUN MUSIC FESTIVAL”19
出店者募集

申込 SUN MUSIC FESTIVAL 

　　実行委員会　小林

　　 080（2017）1939

Ｇ－１グランプリ（グルメ№ 1 決定戦）

の出店者を募集します。

日 10 月 13 日（日）10：00 ～ 19：00

　※小雨決行

場新木戸大銀杏公園

内募集数　20 店舗

　出店料（３ｍ×３ｍ）　

　　○ 30,000 円（酒販売可）

　　○ 20,000 円（酒販売不可）

　レンタル料　

　　○テント　　3,000 円

　　○テーブル　1,000 円

　　○イス　　　500 円

申９月 15 日（日）まで

教室・講座・試験

印旛郡市文化財センター
設立 35 周年記念講演会

印旛郡市文化財センター

043（484）0126

印旛の埴輪と、日本で唯一の出土品で

ある「ムササビ形埴輪」に焦点を当て

た講演会を開催します。

日 10 月５日（土） 

　13：15 ～ 16：00

場国立歴史民俗博物館　講堂

　＜佐倉市城内町 117 ＞

内○印旛のはにわ

　○ムササビ形埴輪の意味

　　～動物埴輪にこめられたもの～

危険物取扱者試験・
受験者講習会

（一財）消防試験研究センター千葉県支部
　043（268）0381

FAX 043（268）0382

危険物取扱者試験　募集

危険物取扱者試験

日 11 月 17 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）

　　9 月 10 日（火）～ 27 日（金）

　　【電子申請室専用電話】

　　 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

　　9 月 13 日（金）～ 30 日（月）

　　（土・日曜日、祝日を除く）

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。

　●ほかの試験会場を希望する場合は、

　　申請期間などが異なりますので問

　　い合わせてください。

受験者講習会

日 10 月２日（水）9：30 ～

場成田国際文化会館

　＜成田市土屋 303 ＞

定 130 人　費 3,600 円

申 9 月 17 日（火）～ 24 日（火）

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
県下水道協会事務局

（千葉市下水道経営課内）
043（245）6112

〒 260-8722　
千葉市中央区千葉港 1-1

日令和２年 1 月 11 日（土）

場千葉市総合保健医療センター

　＜千葉市美浜区幸町 1-3-9 ＞

対平成 12 年 1 月 12 日以前に生まれた

　人で、修学歴、下水道排水設備工事

　に関する職歴により、一定の経験年

　数などを有する人

費 10,000 円

申 10 月 10 日（木）までに申込用紙

　を郵送（10 日の消印有効）。

　申込用紙は 10 月４日（金）まで、　

　窓口で配布しています。

　申込用紙の郵送を希望する人は、封

　筒に「受験案内請求」と朱書きして、

　返信先を書いたラベルと切手 140 円

　分を同封し、郵送請求（9 月 27 日

　まで）してください。

日　内　全 4 日のコース　10：00 ～ 16：00

10 月

20 日（日）
 ●創業の心構えとは　●創業に必要な経営知識

 ●中小企業組合制度と創業組織

27 日（日）

 ●販売計画　マーケティングを考える

 ●売上計画作成のポイント

　  ～J-stat map を活用しよう～

 ●なるほど中小企業応援ガイドブックについて

11 月

３日

（日・祝）

 ●会計の基礎知識をしっかり身につけよう

 ●事業を継続させるための数値感覚

 ●融資申込時の事業計画書作成のポイント

 　～金融機関の考え方を理解する～

10 日（日）

 ●人材採用のポイントと有効活用

 ●創業に欠かせないＨＰとＳＮＳの重要性

 ●従業員とのトラブル防止について

12 月 ８日（日） ●フォローアップセミナー（希望者がいる場合に開催）

場市商工会館

対起業、創業を考えている人、第 2 創業を考えている人、

　創業後間もない人で全カリキュラム受講できる人

定 10 人（先着順）　費受講料３，０００円（全４回の受講料、テキスト代）

申受講料と受講申込書を市商工会へ提出

他市の産業競争力強化法に基づく創業支援事業であり、受講修了者で富里市内

で創業する場合は、市が証明書を発行し、以下の特例措置の対象者となります。

　①富里市内にて会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

　　（資本金の 0.7％→ 0.35％）※最低税額あり

　②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,000 万円から 1,500 万

　　円までに拡充。既に創業している人（５年以内）も特定創業支援事業によ

　　る支援を受けることにより保証枠が拡大します。

　③創業２か月前から対象となる、創業関連保証の特例が、事業開始６か月前

　　から利用できるようになります。

　④日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件

　　が撤廃されます。

とみさと創業支援セミナー 問商工会　 （93）0136

■交通規制の日時　９月 29 日（日）７：30 ～ 12：00（予定）

■交通規制の場所　

　国道４６４号線・南環状線

＞

印西市

＜

を周回する約 30 ㎞コース

▼スタート地点　西の原小学校裏門

▼中継所　○西の原小学校正門前　　　　　　○西の原小学校裏門前

　　　　　○印西市立中央駅前地域交流館前　○原山中学校正門前

▼フィニッシュ地点　原山中学校正門前

　大会当日、午前７時 30 分から、北総線千葉ニュータウン中央駅周辺で交通

規制が行われます。ランナーなどが沿線を通行する際には大変ご迷惑をお掛け

しますが、ご協力をお願いします。

　当日、印西市方面へお出かけの人は注意してください。

第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会の

開催に伴う交通規制のお知らせ

問関東学生陸上競技連盟　 03（5411）1488

日 11 月 30 日（土）11：00 ～ 19：00（予定）※ 雨天時 12 月１日（日）に順延

　 ※イルミネーション点灯・イベント 17：00 ～ 　　

場新木戸大銀杏公園

他●イベントに参加される団体・サークル（ダンス・バンドなど）を募集し　

　　ています。

　●キッチンカー、模擬店も募集しています。（出店費 10,000 円）

七栄開拓150年記念イベント
問い合わせ先　市役所通り商工振興会　柿沼　 080（1308）7544

　　　　　　　 七栄商店会　　　　　　相川　 090（3527）5469

  FAX（93）1773

七栄開拓 150 年を記念してイベントを開催します。

＃９１１０は犯罪などによる被害の未然防止に関することなど、各種相談に応

じています。そのほか、警察署に設置されている総合相談窓口でも相談に応じ

ています。

事件や事故など、急ぎの場合のみ、１１０番を利用してください。

９月11日（＃9110）は警察相談の日
問成田警察署　 （27）0110

広報とみさと　2019.9.1　7



相　談

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

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、相談を受け付けています。

日９月 12 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

空き家セミナー&総合相談会
空き家対策有識者会議事務局

043（483）7407

日 ９月 14 日（土）

　●セミナー 14：00 ～ 14：45　

　●相談　　 14：45 ～ 16：15

場中央公民館 4 階大会議室

内空き家に関するセミナー、空き家の

　管理・相続・複数所有者、税務など

　の問題、空き家・空き地の利活用、

　解体についての相談

関都市計画課　 （93）5147

スポーツ

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう！

生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日９月３日（火）19：00 ～ 21：00

場社会体育館 2 階アリーナＡ面

対市内在住または在勤

　（未成年の人は保護者同伴）

内ニュースポーツ（バドポンなど）

持動きやすい服装、室内靴、タオル

　※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

日９月７日（土）、28 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67回印旛郡市理科作品展
成田小学校　伊橋　 （22）1334

日 9 月 14 日（土） 9：00 ～ 16：00

　入場は 15：30 まで

場印旛教育会館大ホール

　＜成田市寺台 246-4 ＞

なかよし動物
フェスティバル 2019
県動物愛護センター　 （93）5711

日 9 月 15 日（日）10：00 ～ 15：00

場イオンモール成田屋外第 3 駐車場

　＜成田市ウイング土屋 24 ＞

内各種イベント、犬とのふれあい、動

　物愛護紙芝居、動物相談、獣医師体

　験、チーバくんと写真撮影　など

第40回富里福葉苑文化祭
富里福葉苑　 （93）8133

日 11 月 16 日（土）10：00 ～ 15：00

場富里福葉苑＜中沢 975‐３＞

内○利用者による合唱

　○チャリティバザー　ほか

他 10 月１日（火）～ 11 月３日（日・祝）

　の期間、バザー品（衣類日用雑貨品、

　食器類など）の提供を受け付けてい

　ます。ご協力をお願いします。

　※家電製品（新品を除く）・布団類

　は不可

令和元年度
第２回富里歴史講座
申込 市立図書館

（90）4646　FAX（90）4645

写真で見る富里の歴史

七栄開拓150年。大正・昭和・平成の記録

その２

日９月 29 日（日）10：00 ～ 11：30

場市立図書館２階ＡＶホール

講林田利之（市生涯学習課文化資源活用室長）

定 80 人　

申次のいずれかの方法で申し込み

 　○電話　○ＦＡＸ（氏名・ＦＡＸ番号を明記）

　○図書館カウンター　

※保育サービス、手話通訳・要約筆

記が必要な人は、９月 18 日（水）ま

でに申し込んでください。

ふくし

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会
NPO 県中途失聴者・難聴者協会

FAX 043（461）6533

　　　047（432）8039

日 9 月７日（土）13：30 ～ 16：00

場佐倉市中央公民館

　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞

費初回のみテキスト代 1,200 円

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日９月 20 日（金）13：30 ～ 15：30

場福祉センター 2 階娯楽室

内グループミーティング

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

第 19 回障害者雇用促進
就職面接会
申込 ハローワーク成田

（27）8609　FAX （27）1889

ハローワーク（公共職業安定所）では、

県と千葉市との共催で障がい者（身体、

知的、精神）の人を対象とした就職面

接会を開催します。

求人企業は、約100社を予定しています。

日 10 月 24 日（木）

　13：00 ～ 16：00

場千葉ポートアリーナ

　＜千葉市中央区問屋町１－ 20 ＞

申 10 月３日（木）まで

オレンジ喫茶　風輪（ふうりん）
申込 高齢者福祉課　 （93）4981

認知症の人や認知症の人を支える家族

が集う喫茶。季節や景色を感じながら

自由におしゃべりしませんか？

日 10 月 8 日（火）10：00 ～ 12：00

　※雨天時は 10 月 15 日（火）

場新木戸大銀杏公園

対認知症の人やその家族

定 15 人程度　費 100 円（お茶菓子代）

申 10 月 1 日（火）まで

北部地域包括支援センター

日吉台４－６－ 14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動        

車での来所はご遠慮ください。
 

絵手紙教室

　日９月４日（水）、18 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日９月 11 日（水）、25 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日９月 10 日（火）14：00 ～ 15：30

　内運動会

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日９月 17 日（火） 13：30 ～ 15：00

　 対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日９月 27 日（金）13：30 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日９月２・９・30 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内●とみさと健康ちょきん体操

　　●定期的な体力測定

　対 65 歳以上

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日９月 20 日（金）14：00 ～ 15：00

　内情報交換、ミニレクリエーション、

　　お茶飲み会

小物づくり「季節の小物づくり」

　日９月 13 日（金）

　　10：30 ～ 12：00

医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室

070（3176）9118

日９月 17 日（火）

　15：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　２階多目的ホール 1

内ホントに怖い心臓弁膜症

　～大動脈弁狭窄症について～

講嶋田　直洋さん

　（成田富里徳洲会病院心臓血管外科医）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て９月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

９月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日９月 10 日（火）

　※前日までに入金確認をお願いします。

児童扶養手当現況届
子育て支援課　 （93）4497

児童扶養手当を受けている人は、すで

に送付されている現況届を提出する必

要があります。忘れずに子育て支援課

に提出してください。

ひとり親家庭の
医療費を一部助成
子育て支援課　 （93）4497

18 歳までの子どもがいる母子・父子家

庭世帯の人が、保健医療機関の診療や

調剤を受けたとき、その自己負担額を

一部助成しています。

ただし、所得が一定以上あるときや生

活保護世帯は対象になりません。

持印鑑、健康保険証、通帳またはキャッ

　シュカード

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　高徳

（93）2755　

日９月23日（月・祝）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

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日 14：00 ～ 15：30

0 ～ 5 歳児

月～土曜日
9：00 ～ 11：30

（11・14・20・26・28日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（３・20 日を除く）

双子または
三つ子

11 日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日９日（月）～ 14 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

親子おはなし会

　 ● 0 歳、妊婦

　　日 11 日（水）

　　　15：10 ～ 15：30

　 ● 0 ～ 5 歳児

　　日 19 日（木）

　　　11：10 ～ 11：30

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 18・25 日（水）9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで
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育児講座「親子一緒に３B 体操」

　日 26 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 定 2 歳～未就学児と保護者 15 組

　申 9 日（月）9：00 ～

　　電話、または直接申し込み

移動支援（現地集合）

　日 20 日（金）

　　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

葉山こども園との交流

　日３日（火）　※雨天時は４日（水）

　　10：00　葉山キッズ・ランド集合

　　10：15 ～ 11：00　園児との交流

　対 未就園児

　持飲み物、帽子　

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放・園庭開放

0 歳児・妊婦 木曜日 14：15 ～ 15：45

0 ～ 3 歳児

火・水・金曜日
14：15 ～ 15：45

土曜日
13：00 ～ 15：00

0 ～ 5 歳児 火～土曜日 9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 24 日（火）～ 27 日（金）　

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時　申個別相談希望は前日まで

移動支援（現地集合）

　日 ６日（金）10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階

　対市内北部地域在住の未就学児

ママタイム「ＤＩＹメモスタンド作り」

　日 12 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 おおむね 0 歳児を持つ保護者

　定 15 人　申 3 日（火）9：00 ～

親子お話し会

　日 18 日（水）11：00 ～ 11：30

　対 0 ～５歳児

おおきくなったね

　日 27日（金）

　　午前と午後の「帰りの会」

　内９月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。９月で

　　６か月を迎えるお子さんも歓迎。

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日 10・24 日（火） 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで　

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 17 日（火）９：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 11・25 日（水）  9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　申前日まで　持上履き、飲み物、帽子

給食試食会

（子育てひろば「バンビ」の後）

　日 25 日（水）11：00 ～

　定 5 組　

　費子ども1人100円、保護者１人200円

　申 18 日（水）まで

　他アレルギー対応していません。

子育て相談（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日　13：00 ～ 15：00

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日毎週火・木曜日　 8：00 ～ 11：00

　▼身体測定

　　日３日（火）、５日（木）

　▼看護講座

　　「子どもの事故を防ごう！まず

　　は原因を知る事から」

　　日 19 日（木）10：00 ～

　対 定未就園児、妊婦10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

浩養幼稚園
申込 （94）0054

幼稚園開放

　日 10 月２日（水）10：00 ～ 11：00

　内ミニ運動会、お話ででこ～い

　対未就園児　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子

　申 27 日（金）まで

　　日 23 日（火）、25 日（木）に実施
若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 500 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 11・18・25 日（水）

　　内手遊び、読み聞かせ

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日 内

　　 ●若草児童館　

　　　５・12・19・26 日（木）　

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　９日（月）　

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　６・13・20・27 日（金）

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日９日（月）、 ６・13・20・27 日（金）

　　対未就学児

　　内おもちゃや絵本などで自由に

　　　遊べます。

おもちゃ貸し出し

　日 11・18・25 日（水）

　　10：15 ～ 11：30

　内児童館の貸し出しおもちゃを 1 週

　　間、1人1点各家庭に貸し出します。

じどうかん食堂　

　日 21 日（土）12：00 ～ 14：00

　内栗ごはん、とん汁

　対 定子ども～大人　限定 50 食

　費中学生まで無料、

　　その他 1 人 200 円

乳幼児の親子と中高大学生の皆さんの

出会い・ふれあい・交流の広場

　日 14 日（土）

　　●中高大学生　9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子  10：15 ～ 12：00

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 200 円、会員外 300 円

　内おだんごを作って食べよう！

　持上履き、飲み物、帽子、着替え、

　　エプロン、バンダナ、マスク

　申 12 日（木）まで

「サタデーベース」児童館開放

　日 28 日（土）

10：00 ～ 12：00

　内ボードゲーム

　対● 0 歳～未就学児

　　●小学生～高校生

　　　中学生以上は子どものみでの参加可能

　持上履き、飲み物

　申初めて参加する人は前日まで

ツイッターはじめました

　　　　

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 12 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会①、積木遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持飲み物、帽子、着替え、タオル

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日 26 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会②　対 未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

ファミリーサポートセンター説明会
申込 （92）2452

子育ての援助を受けたい人と援助が出

来る人を募集しています。

日 11 日（水）10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド

【事例１】

　「新商品の宣伝と粗品プレゼント！」の投げ込みチラシを見て友人と会

場に行った。日用品や食料品が安かったので、次々と購入した。最後に「血

圧が下がる磁気マットレスが半額」と言われ、その場の熱気にのまれ買っ

てしまった。高額なうえ本当に効くか疑問だ。

【事例２】

　知人に誘われて「宣伝を聞くと無料で商品がもらえる」という会場に

出かけた。何度か通ううちに、販売員から１対１の勧誘を受けるように

なった。２ヶ月の間にムートンや磁気治療器、仏具、下着などを次々に

しつこく勧められ、断り切れず契約した。

　総額で１００万円くらいの契約と思っていたが、実際は５００万円以

上にもなり、手元のお金では足りず、生命保険を解約して支払った。

 雰囲気に流されて高額商品を購入

はい、こちら

消費生活センターです！

　消費生活センターに寄せられる相談事例を紹介します。

●アドバイス
・高齢者を集めて日用品や食料品などをタダ同然で販売したり配ったりして、

雰囲気を盛り上げて高額な商品を売りつける、催眠商法（ＳＦ商法）です。

病気が治ると言って高額な健康関連商品などを買わせるトラブルが発生して

います。その場の雰囲気に流されず、きっぱり断ることが大切です。

・無料の日用品などにつられて安易に会場に近づかないことが第一です。長

期的に会場に通うなかで築かれた販売員との関係や会場の雰囲気によって、

勧誘を断りにくくなります。

・催眠商法は訪問販売を利用した手口であり、クーリング・オフができます。

法定の契約書面を受け取ってから８日以内であるなどの場合は、クーリング・

オフを行うことが出来ます。

・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。　　　　

問相談先　消費生活センター　 （93）5348　

日平日（祝日、年末年始を除く）9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

場市役所分庁舎２階

他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、トラブ

　ルを未然に防止するための講座などを開催しています。

消 費 生 活
相談コラム
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契約医療機関への予約が必要です。

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎

　令和元年７月生まれ

ＢＣＧ　平成 31 年４月生まれ

４種混合　令和元年６月生まれ

ＭＲ（麻しん・風しん）、水痘

　平成 30 年８月生まれ

日本脳炎　平成 28 年８月生まれ

７月５日の3歳児健診で、むし歯や治

療済み歯のなかった子どもたちの紹介

です。

　　猪狩　好
こ の か

花　　　石川　裕
やすたか

隆

　　大山　湊
み な と

叶　　　加藤　　翼
つばさ

　　桒原　新
あ ら た

汰     　  越川　　歩
あゆむ

　　小𣘺　秀
しゅうや

哉　　　佐々木詩
こ と は

葉

　　佐藤　優
ゆ う な

奈　　　髙𣘺　直
なおつぐ

継

　　田口　詩
し の

乃　　　千葉　湊
そ う た

太

　　土門亜
あ ゆ き

悠希　　　橋村　心
こ ゆ き

幸

　　平野　利
り お と

音　　　村木ひなた

　　吉田　響
ひ び と

叶

　　　　　　　＜ 50 音順・敬称略＞

※対象者には通知します。

日時…９月 24 日（火）

           ① 10：00 ～　

           ② 11：00 ～

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…平成 30 年 10 月・11 月生まれの

　　　  子どもと保護者

内容…むし歯予防の話、仕上げ磨き

          の実習

持ち物…母子健康手帳

定員…各時間 15 組程度

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

もぐもぐごっくん離乳食教室
母子保健班

日時…10 月７日（月）

　　　① 10：00 ～　② 11：00 ～

場所…保健センター（すこやかセンター内）

対象…離乳食が２回食になる頃の子ども

　　　 と保護者

内容…離乳食の量の確認・進め方、

　　　個別相談

持ち物…母子健康手帳、オムツなど

定員…各時間 10 組程度　

　　　※託児はありません。

申込…電話

９月の健康カレンダー
★…保健センター（すこやかセンター内）

♦…北部コミュニティセンター

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

２（月） 育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

３（火） 1 歳６か月児健診（平成 30 年２月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

６（金） ３歳児健診（平成 28 年３月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

９（月） 育児相談（要予約） ♦ 13：30 ～ 14：30

13（金） 乳児健診（平成 31 年４月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

27（金） ２歳児歯科健診（平成29年６月・７月生まれ） ★ 13：00 ～ 14：00

献血 in 富里市役所
成人保健班

日時…９月 24 日（火）

　　    10：00 ～ 11：45

　　　13：00 ～ 16：00

場所…保健センター(すこやかセンター内）

対象…令和２年１～３月に出産予定で

          初産の人

日程・内容

① 10 月 10 日（木）

　●オリエンテーション

　●妊娠中の生活について

　●ママと赤ちゃんのお口の手入れ＆栄養

② 10 月 17 日（木）

　●お風呂の入れ方

　●おっぱいとミルクの話

③ 10 月 24 日（木）

　●出産の経過と産後の身体の変化

　●リラックスしよう！マタニティヨーガ

　●妊婦食の体験

④ 10 月 31 日（木）

　●新生児のいる生活・新生児用品の準備

　●先輩ママとの交流会

時間…９：30 ～ 12：00

場所…①～③

　　　保健センター（すこやかセンター内）

           ④葉山キッズ・ランド

持ち物…母子健康手帳

費用…750 円（テキスト・試食代）

申込…10 月７日（月）まで

10月の母親学級（全４回）
母子保健班

母子保健班

９月の個別予防接種
母子保健班

ストップ！ザ・むし歯

図書館カレンダー

開館時間…９：30～18：00

　※土・日曜、祝日は17：00まで

　※金曜日は19：00まで

　　（休日に重なった場合を除く）

　 …休館日　★…映画会

　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７　

　◆

８ ９ 10 11　

　●

12 13 14　

　◆

15 16 17 18

    ★
19 20 21

　◆

22 23 24 25

    

26 27 28

　◆

29 30
　

おはなし会

毎週土曜日14：00から「おはなし

のへや」で絵本や昔話を楽しむ会を

行っています。（20分程度・4歳く

らいから小学生）とっておきの楽し

いお話をたくさん用意してお待ちし

ています。

親子おはなし会

毎月１回水曜日、10：30から30分

程度、図書館ボランティア「もりの

なか」による乳幼児対象のわらべ歌

を中心とした、おはなし会を行って

います。親子で一緒に楽しみましょう。

９月の映画会
■場所　2 階ＡＶホール

■定員　先着 80 人

日　時 内　容

18 日（水）
14：00 ～

深夜食堂【１１９分】2015 年公開
出演　小林　薫、高岡早紀　ほか

　マスターの作る味と居心地の良さを求めて、夜な夜なにぎわうめしや。

　春夏秋冬、ちょっとワケありな客たちが現れては、マスターの作る懐かしい味

に心の重荷を下ろし、胃袋を満たしては新しい明日への一歩を踏み出していく。

※入場は先着順で、定員を超えた場合は入場を制限します。また、内容について

はやむを得ず変更することがあります。

北部コミュニティセンターの臨時休館に伴うサービスの一時停止
　
臨時休館に伴い北部コミュニティセンターでは次のサービスを一時停止します。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　▼予約本の受け取り・返却　９月７日（土）９：00 ～ 12：00

ライブラリーオープンスペースの一部の用途が変わります

ライブラリーオープンスペース内のインターネット閲覧用パソコンの利用は、９

月 25 日（水）までとなります。その後は、個別のデスクとして広く活用できます。

なお、インターネットを利用した調べものや学習を希望する人は、相談カウンター隣

にパソコンがありますので、相談カウンターへ申し出てください。

返却期限を守りましょう

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です。現在お手元にある資料の返却

期限は過ぎていませんか？図書館の資料は市民の大切な財産です。

テーマ 日　時 内　容

糖尿病
11月14日 (木 )

９：30～13：00

●なぜ糖尿病を放置しては

　いけない？

●調理実習

高血圧と腎臓病
11月22日（金）　

９：30～13：00

●生活習慣と食事を見直そう

●調理実習

歯つらつお口の健康
12月10日（火）　

９：30～13：00

●口と全身の深い関係

●調理実習

おいしく食べよう①

～おいしく続ける減塩

＆バランス食～

12月17日（火）　

10：00～12：30
●調理実習

脂質異常症と肝機能
令和２年１月21日（火）

９：30～13：00

●肝臓疲れていませんか？

●調理実習

おいしく食べよう②

～肝臓と血管が元気

になるように～

令和２年１月29日（水）

10：00～12：30
●調理実習

～カラダ改善しませんか～

生活習慣病予防セミナー             

　健診結果は気になるけれど、特に

症状はないから、まだ大丈夫！と

思っていませんか？気づかないうち

に生活習慣病は悪化してしまいます。

　全ての講座はもちろん、自分が気

になる講座だけでも受講できます。

　生活習慣を見直すチャンスです！

ぜひ受講してください。

共通事項

場所…保健センター(すこやかセンター内）

定員…各回 20 人

費用…500 円（材料代）　

申込…電話
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　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　㈲北村設備　 （92）5211

急病のときは
急病診療所　持ち物…保険証　

　　　　　　　  夜間や休日の急な発熱やけがなどの診察・応急処置をします。症状により他の医療機関を紹介します。

●一般　成田市急病診療所（成田市赤坂）

　　　　 (27）１１１６

内科

小児科

毎日 19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

外科 日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

歯科
祝日・振替

（日曜日を除く）
10：00 ～ 16：45

● 15 歳まで　印旛市郡小児初期急病診療所

　　　　　　　（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

　　　　　　　 ０４３（４８５）３３５５

 月～土曜日 19：00 ～翌朝 5：45

日曜日・祝日
 9：00 ～ 16：45 ／

19：00 ～翌朝 5：45

電話相談（医療機関を受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったら）

こども急病電話相談　 ♯８０００

( ダイヤル回線からは　 ０４３（２４２）９９３９)
毎日　 19：00 ～翌朝６：00

救急安心電話相談（15 歳以上）　 ♯７００９

( ダイヤル回線からは　 ０３（６７３５）８３０５)

 月～土曜日 18：00 ～ 23：00

日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ  9：00 ～ 23：00

※休日は正面玄関が施錠

されていますので、すこ

やかセンターの休日夜間

受付の入口を利用してく

ださい。

中央公民館　 （92）１２１１

●休館日　２日（月）９日（月）、16 日（月・祝）、23 日（月・祝）、30 日（月）

●使用申請受付は３日（火）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟 12 月使用分・講堂棟令和２年３月使用分

※８：30 までに複数の人が申請に来たときは抽選を行い、受け付け順を決め、順番に申請を受け付けます。

９月の富里市

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

入口

すこやか

センター

駐
車
場

①

②

休日開庁

市民課

一部証明交付（図①）

　市民課　 （93）４０８６

持ち物…運転免許証などの

　　　　本人確認書類

８日（日）

22 日（日）

8：30 ～

17：15

※旅券交付

　9：00 ～

　16：30

取り扱い手続き

・住民票の写しの発行

　（本人または同一世帯員のみ）

・印鑑登録証明書の発行（代理人可）

・印鑑登録（本人のみ）

・個人番号カード（本人のみ）

・旅券の交付（本人のみ）

※個人番号カードと旅券の交付は、８日

のみ。個人番号カードは、平日の市役所

開庁時に要予約。

市税休日納付相談（図②）

●納税課　 （93）０４３３

●国保年金課　 （93）４０８４
※相談日の当日は、国保年金課へ

問い合わせてください。

22 日（日）

 9：00 ～

16：00

相談対象税目

・市民税・県民税

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

声の広報をお届けしています 問 社会福祉課　 　(93）4192　FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人などを対象に、広報とみさとを録音した CD を「声の広報」として配布しています。

○交通事故相談（６日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談

時 13：00 ～ 16：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　場 市役所本庁舎１階会議室

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談

時 10：00 ～ 14：30　場 福祉センター２階相談室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○人権・行政・心配ごと合同相談

時 10：00 ～ 14：30　場福祉センター 2 階会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○家庭児童相談（電話相談も可）

時 月～金曜日９：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場 子育て支援課（すこやかセンター１階）

問 家庭児童相談室 　 （93）4498

○教育相談

時 火～金曜日９：30 ～ 15：45

場 市立図書館２階ふれあいセンター

問 ふれあいセンター　 （91）6600

○消費生活相談

時 月～金曜日９：30 ～ 16：00（祝日を除く）

場 市役所分庁舎２階消費生活センター

問 消費生活センター 　 （93）5348

○こころの相談室

時 第 2 金曜日　14：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場  福祉センター 2 階小会議室

問  社会福祉協議会　 （90）0081

日 月 火 水 木 金 土

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

中央公民館休館日

* 心配ごと相談

８ ９ 10 11 12 13 14

* 市民課一部証明

交付

中央公民館休館日

* 心配ごと相談

* 交通事故相談  ※１

* こころの相談室

15 16 17 18 19 20 21

中央公民館休館日

* 心配ごと相談

* 法律相談 ※２

* 年金相談

22 23 24 25 26 27 28

* 市民課一部証明

交付

* 市税休日納付相

談 中央公民館休館日

* 人権・行政・心

配ごと相談

29 30

* 法律相談※２

中央公民館休館日

　　　　　　 各　種　相　談

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午～ 13：00 を除きます。

※１事前予約がない場合は開催しません。※２予約は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から社会福祉課窓口で

受け付けます。予約時は、必ず相談者の身分証を持参してください。

時時間　場場所　問問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

９月２日　（月）

市民税・県民税（普通徴収）　（第２期）

国民健康保険税（第２期）

後期高齢者医療保険料（第２期）

 介護保険料（第２期）

固定資産税・都市計画税（第３期）

国民健康保険税（第３期）

後期高齢者医療保険料（第３期）

 介護保険料（第３期）

９月３０日　（月）

広報とみさと　2019.9.1　11



広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

12

（一財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事

業として、地域コミュニティへの助成事業を実施してい

ます。

日吉台一丁目自治会はこの事業を活用して、イベント等

で使用するテント・発電機・音響設備などを購入しました。

また、多くの人に自治会活動を周知するために公園など

３箇所へ掲示板を設置しました。

自
　
治

宝くじの社会貢献広報事業

地域コミュニティへの助成を実施

あ
な
た
に
夢
を
。
宝

く

じ

街
に
元
気
を
。


