
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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