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日 日時または日

期 期間

任 任期

額 支給額・謝礼

選 選考

時 時間

場 場所

内 内容

申 要申し込み

講 講師

対 対象・対象者

E メール

HP ホームページ

定 定員・定数

10 主催

費 費用（記載なしは無料） 持 持ち物、服装など

関 関係部署

問 問い合わせ

出 出演

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。

お 知らせ
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

１月分の学校給食費振替日

迷惑駐車はやめましょう

学校教育課

消防署

日

(93)7659

迷惑駐車は、消防車や救急車などの緊

1 月 10 日（金）

※前日までに入金確認をお願いします。 急車両の進行を妨げ、現場への到着を

て、2019 年 6 月～ 2020 年 3 月までの

水道料金の支払いは
便利な口座振替で

間、調査員が全国すべての事業所の活

上下水道課

この調査は、国の基幹統計調査とし

（93）3340

動状況を実地確認し、新たに把握した

一度手続きをすると、支払いの手間が

事業者などの一部の事業所には調査票

省けます。

を配布します。調査へのご協力をお願

預金通帳と届出印、納入通知書または

いします。

使用水量のお知らせ（検針票）を持参

2020 年農林業センサス
企画課

（93）1118

2 月 1 日を基準日に、農林業の国勢調
査「2020 年農林業センサス」が実施
されます。この調査は、今後の農林業

（92）1311

（中央公民館１階）

令和元年度 印旛沼環境
基金助成事業成果報告会
（公財）印旛沼環境基金
043（485）0397

遅らせてしまいます。また、消防水利

印旛沼と流域の水質浄化、環境保全の

周辺に迷惑駐車があると、迅速な消火

ための活動をした学校や一般団体など

活動ができません。一人ひとりがルー

の活動成果報告会を行います。

ルと駐車マナーを守りましょう。

日 １月 17 日（金）９：15 ～ 15：30
場 印旛合同庁舎２階大会議室

＜佐倉市鏑木仲田町 8 － 1 ＞

お子さんの発達で
気になることはありませんか

し、取扱金融機関の窓口で申し込んで
ください。

千葉県特定最低賃金の改正

空気が乾燥しています

千葉労働局賃金室

消防署

043（221）2328

（92）1311

簡易マザーズホーム
（92）2302 FAX （92）2303
E

mothershome@city.tomisato.lg.jp

マザーズホームは、遊びを中心とした

この季節は、空気が乾燥し強風の日が

取り組みの中で、大切な乳幼児期の子
どもたちの情緒、運動の発達を目指し、

の政策に役立てるため、5 年ごとに実

２業種の特定最低賃金が、令和元年

あります。そのため、一度発生した火

施される大切な調査です。

12 月 25 日付けで改正されました。

災は周囲へ燃え広がりやすくなります。 子育てを支援します。

１月中旬から、農林業を営む世帯に調
査員が訪問し、調査票に農林業の経営

最低賃金件名

改正時間額

乾燥注意報や強風注意報が発令されて

場 マザーズホーム ( 福祉センター内 )

９９３円

いるときは、たばこなどの火の取り扱

対 就学前の子どもと保護者

いには気を付けましょう。

※ 10 月から幼児教育無償化が始まり、

鉄鋼業

状況などの記入をお願いしますので、
ご協力をお願いします。

1 月 24 日～ 30 日は
全国学校給食週間
学校給食センター

（93）2550

学校給食は、明治 22 年に山形県の小
学校で、おにぎりや焼き魚などの食事

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

９５１円

千葉県最低賃金…９２３円

ごみの減量化にご協力を
クリーンセンター

（93）4529

国民年金
こんな時は届け出を
国保年金課

(93)4085

が、3 歳児未満は無償化の対象外とな
るので、費用を一部負担いただきます。
保育所等訪問支援事業

次のようなときには、市役所へ届出が

お子さんが通っている園に、支援専門員

必要です。

が訪問し、
集団適応できるよう支援を行っ

会社を退職したとき

ています。詳しくは問い合わせてください。

を出したのが始まりだと言われています。 ○生ごみはきちんと水を切って可燃ご

60 歳になる前に、会社などを退職したとき

その後、戦争のために一時中断されま

配偶者の扶養でなくなったとき

みに入れてください。

3 歳児以上は無償化の対象となります

したが、昭和 21 年 12 月 24 日から東

○ペットボトルは必ずキャップとラベ

収入が増えるなどで、被扶養配偶者で

京などで再開されました。これを記念

ルを取り、水で中を洗ってつぶして

なくなったとき（厚生年金に加入した

し、冬休みと重ならない 1 月 24 日～

ください。

場合は、届出が不要です。
）

ファミリーサポートセンター
説明会
ファミリーサポートセンター
（92）2452

申込

30 日の 1 週間を「全国学校給食週間」 ○有害ごみ（蛍光灯・乾電池・水銀入

会社勤めの配偶者が退職したとき、ま

子育ての援助を受けたい人（利用会員）

としています。

り体温計）は透明または半透明の袋

たは 65 歳になったとき

と援助ができる人（提供会員）が会員

今年度も「全国学校給食週間」に合わ

に入れて、ガラスびん・ペットボト

配偶者が退職し、会社員や公務員など

になり、センターが仲介して会員同士

せ、給食の歴史にちなんだ献立などを

ルの収集日に地区の収集場所に出し

の被扶養配偶者でなくなったとき

で支え合います。

提供します。

てください。

海外に転出・転入してきたとき

日

1 月 15 日（水）10：00 ～ 11：00

場 葉山キッズ・ランド
対 利用会員…市内在住・在勤で、１歳

～小学６年生までの子ど

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？
詳しくは問い合わせてください。

もと同居している親族
提供会員…市内在住で心身ともに健
康な人（基礎研修あり）
両方会員…利用と提供を兼ねる人
（基礎研修あり）

被災代替償却資産に対する
特例について

有料広告スペース

課税課

（93）0444

令和元年台風 15 号・19 号、10 月 25 日の
大雨により、滅失または損壊した償却資
産に代わるものを取得または改良した場
合は、固定資産税の特例措置を受けること
ができます。この特例措置を受けるため
には、申告書を提出していただく必要があ

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

ります。詳しくは問い合わせてください。

