
水道水の放射性物質検査結果

　9 月４日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いてい

ます。今後も3か月に1回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。なお、

今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

　問水道課　 （93）３３４０
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国民年金の受給方法
幕張年金事務所　 043（212）8621

65 歳になると自動的に年金が支給さ

れると思っていませんか？本人から請

求がないと、年金は支給されません。

また、希望により 60 歳から受給する

「繰り上げ請求」や、66 歳以降に受給

を開始する「繰り下げ請求」もできます。

国民年金には、このほかに障害基礎年

金や遺族基礎年金などがあります。受給

するには、いずれも請求手続きが必要です。

関国保年金課　 （93）4085

ねんきんサテライト成田
日本年金機構

日本年金機構は、年金相談などを身近

な場所で利用してもらうため、ねんき

んサテライト成田を開設しています。

日 8：30 ～ 17：15

　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

場スカイタウン成田２階

　＜成田市花崎町828 ー 11 ＞

　JR 成田駅東口すぐとなり

内●厚生年金保険・国民年金関係の届書

　　などの受付・相談

　●年金相談

　　年金相談は混み合う場合がありま

　　すので事前予約をお願いします。

     予約の際は、基礎年金番号のわかる

　　物（年金手帳・年金証書など）を用

　　意してください。

　　【予約受付専用番号】

　　 0570（05）4890

関国保年金課　 （93）4085

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、現場への到着を

遅らせてしまいます。また、消火栓や

防火水槽などの周辺に迷惑駐車がある

と、迅速な消火活動ができません。緊

急出動は、市民の生命と財産を守るた

めに、１分１秒を争います。一人ひとりがルー

ルと駐車マナーを守りましょう。

FAXやメールでの119番通報
消防署　    （92）1311

　　　　FAX   （93）8837

電話による 119 番通報が困難な人から

の「火災・救急などの通報」を FAX

やメールで受け付けています。

FAX からの 119 番通報

119 番（局番なし）で送信できます。

FAX119 番送信用紙は、消防署、北分署、

社会福祉課で配布しています。

また、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。あらかじめ用紙に

氏名や住所などを記入しておくと、緊

急時にすぐ送信できます。

メール 119 番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北分

署、社会福祉課で配布しています。

また、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。郵送または FAX

で送るか、消防署または北分署に持参

してください。

市内各小学校区で防災訓
練を実施します
防災課　 （93）1114

防災活動の基本は、一人ひとりが防

災についての知識と行動力を身につけ、

「自らの命は自ら守る」、「ともに協力

し合い地域を守る」ことです。災害に

備え、積極的に訓練に参加しましょう。

日 場

● 10 月 19 日（土）富里第一小学校

● 10 月 20 日（日）日吉台小学校

● 10 月 27 日（日）富里南小学校

● 11 月 19 日（土）根木名小学校

● 11 月 10 日（日）富里小学校

県動物愛護センターからの
お知らせ
申込 県動物愛護センター

（93）5711

次の教室などは、全て県動物愛護セン

ター＜御料＞を会場に開催されます。

必ず事前に電話予約をしてください。

詳しくは問い合わせてください。

犬のしつけ方教室

●基礎講座

日 10 月３日（木）、11 月６日（水）、

　 12 月 5 日（木）

　10：00 ～ 12：00

　【受付】9：30 ～ 10：00

定 20 組

●実技講座

　（公財）千葉県動物保護管理協会が

　開催します。

　申込 （公財）千葉県動物保護管理協会

　　　 043（214）7814

日 10 月３日（木）、11 月６日（水）、

　 12 月１日（日）

　 13：00 ～ 15：00

　【受付】12：30 ～ 13：00

定 10 組　

費 3,000 円（消費税別）

他飼い犬と同伴で実施します。

パピークラス

子犬同伴で参加できる飼い方教室です。

日時は、問い合わせの際に、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。時間に遅れると参加で

きませんので注意してください。

日 10 月５日（土）、11 月２日（土）、

　 12 月１日（日）

　●犬・猫がほしい人

　　【受付】9：00 ～ 9：30

　●犬・猫をあげたい人

　　【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。

時間に遅れると参加できませんので注

意してください。

日 10 月 12 日（土）、10 月 31 日（木）、

     11 月 14 日（木）、12 月 19 日（木）

　  9：30 ～ 12：00

　【受付】9：00 ～ 9：30

国保年金課　国民健康保険の人⇒国保班　 （93）4083

　　　　　　後期高齢者医療制度の人⇒高齢者医療年金班　 （93）4085

対次の条件を全て満たす人

　国民健康保険の人

　●申請時に市内に住所を有し、市の国民健康保険に１年以上継続して加入している

　●受検日時点で 40 歳以上

　●市税などを滞納していない世帯に属している

　後期高齢者医療制度の人

　●申請時に市内に住所を有し、県後期高齢者医療制度に１年以上継続し

　　て加入している人（国民健康保険の加入期間と通算）

　●市税などを滞納していない世帯に属している

　※検査項目が重複するため、人間ドックの助成を受ける人は、特定健康

　　診査または後期高齢者健康診査はできません。

　※脳ドックは２か年連続して助成を受けることはできません。

額検査費用の２分の１（限度額２万円）

申①医療機関に予約。予約は個人で行ってください。

　　次の契約医療機関以外で受検する人は、受検日に検査費用の全額を支

　　払い、後日、助成金請求手続きが必要となります。

　　契約医療機関　

　　●日吉台病院　 （92）0001

　　●成田富里徳洲会病院　 （85）5313

　　●髙根病院　 0479（77）1133

　　●成田赤十字病院　 （22）2311

　　●聖隷佐倉市民病院　 043（486）0006

　　●亀田総合病院附属幕張クリニック　 043（296）2321

　　※日吉台病院は、人間ドックのみ実施。

　　　成田赤十字病院は、脳ドックのみの受検はできません。

　　　詳しくは各病院に問い合わせてください。

　②国保年金課または日吉台出張所で申請　持保険証、印鑑

他●助成を受けた人の検査結果は、今後の市の保健指導などに活用させて

　　いただきますので、ご了承ください。

　●プレミアムドックなどの特別な検査を希望する場合や、検査日の変更・

　　キャンセルをする場合は、必ず事前に国保年金課に問い合わせてください。

人間ドック・脳ドック

費用の一部を助成しています

日 場

10 月

２ 日（水） 根木名小学校

16 日（水） 七栄小学校

18 日（金） 富里第一小学校

25 日（金） 富里小学校

11 月

１ 日（金） 富里南小学校

８ 日（金） 浩養小学校

26 日（火） 日吉台小学校

対平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生まれ

　※対象者には「健康診断票」などを送付しています。

他次のようなときは、学校教育課に問い合わせてください。

　○診断日までに通知書が届かない　

　○記載事項に誤りがある

　○健康上の理由などで受診できない　　

小学校入学前に必ず受診を
　令和２年４月に小学校へ入学する児童を対象に、各小学校で内科・

歯科などの健康診断を行います。

問学校教育課　 （93）7659


