
広報とみさと　2020.1.1　13

1月の富里市

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

12日（日）

26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、12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。

26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

○交通事故相談（10 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（６日（月）から受付開始）

時 13：00～16：00　場市役所分庁舎１階会議室

※14日（火）は分庁舎２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

場 福祉センター２階小会議室

問 社会福祉協議会　 （90）0081

　　　　　　 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。※２事前予約がない場合は開催しません。

時時間　場場所　問問い合わせ

広報とみさとの発行を
　　　　ＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコード

を読み込むか、「ＩＤ検索」で、

@tom isato_c ity を検索し、

友だち追加ボタンを押してく

ださい。

スマートフォンなどで

広報紙がすぐに読めます

問秘書広報課　 （93）1112

※ 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

できませんので、ご了承ください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

★元日
中央公民館休館日

社会体育館休館日

中央公民館休館日

社会体育館休館日

中央公民館休館日

社会体育館休館日 社会体育館休館日

5 6 7 8 9 10 11

中央公民館休館日

社会体育館休館日

○心配ごと相談

　

○こころの相談室

12 13 14 15 16 17 18

○市民課一部

　証明交付

中央公民館休館日

★成人の日

中央公民館休館日

○法律相談 ※１

○心配ごと相談

○交通事故相談※

社会体育館休館日

○年金相談

19 20 21 22 23 24 25

中央公民館休館日

社会体育館休館日

○心配ごと相談

26 27 28 29 30 31

○市民課一部

　証明交付

○市税休日納付相談

○法律相談 

中央公民館休館日

社会体育館休館日

○人権・行政・

　心配ごと相談

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　１日（水・祝）、２日（木）、３日（金）、６日（月）、12日（日）、13日（月・祝）、20日（月）、27日（月）

　　　　　  ※ 12 日（日）は成人式のため臨時休館です。

●使用申請受付は７日（火）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟令和２年４月使用分・講堂棟令和２年７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。

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

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　㈲遠藤商店　 （93）1103

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。

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

1 月 31 日　（金）

市民税・県民税　第 4 期

国民健康保険税　第７期

後期高齢者医療保険料　第７期

 介護保険料　第７期
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