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１月 17 日、成田警察署で警察への地域防犯活
動の協力に対して、成田警察署長から、成田防
犯連合会防犯指導員富里支部会と、日吉地区防
犯連合会に感謝状が贈呈されました。

表
　
彰

日頃の防犯活動に敬意を表して

成田警察署長より感謝状贈呈

消
　
防
令和２年消防出初式

●あいさつをするという事　　稲川　朱音（富里小６年）
●個性を認めること　　　　　岡本　祐葵（根木名小６年）
●本当のすがた。　　　　　　多田　李華（根木名小６年）
●愛情は特効薬　　　　　　　久保　七奏（富里中３年）　＜敬称略＞

１月 20 日、市役所で第 69 回社会を明る
くする運動作文コンテストの表彰式が行わ
れました。このコンテストは、社会を明る
くする運動の一環として行われたもので、
市内の小・中学生から作品を募集し、選考
の結果、次の皆さんが優秀作品として選ば
れました。また、岡本祐葵さんの作品が、
千葉県推進委員会において、入選しました。

表
　
彰

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

第 69回社会を明るくする運動作文コンテスト

１月 18 日、社会体育館で市青少年相談員連絡協議会主催の第 33 回少年少女綱引き・
ドッジボール大会が開催されました。
市内７小学校区から 24 チーム 265 人が参加し、チーム一丸となって熱い戦いを繰
り広げました。
主な結果は次のとおりです。

■ドッジボールの部
優　勝　たぴタピおか（富里第一小）
準優勝　よわタピ軍団（浩養小）
第３位　日吉台剛チーム（日吉台小）

▲

たぴタピおかの皆さん

■綱引きの部
優　勝　日吉台剛チーム（日吉台小）
準優勝　ピーマンズヒューヒュー（富里南小）
第３位　えだまめの塩茹で（富里南小）

▲日吉台剛チームの皆さん

ス
ポ
ー
ツ
第33回少年少女綱引き・ドッジボール大会

― その１ ―

ス
ポ
ー
ツ

東京2020オリンピック聖火ランナー

久保田さんが市長を表敬訪問

▲写真左）市長、写真右）久保田さん

ス
ポ
ー
ツ
第38回富里市駅伝大会
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１月 11 日、市職員駐車場で消防出初式が
開催されました。
式典には、消防関係者 300 人余りが参加
し、消防殉職者に対する黙とう、部隊観閲
や機械器具点検などが行われました。
また、消防活動に尽力された次の皆さんが、
表彰を受けられました。

県知事表彰
功労章　萩原隆（団）、綿貫英明⑥、岡田孝史（本）
精勤章　小澤勇次（団）、森重勝（団）、北村浩一②、佐瀬崇⑥、遠藤克己⑦、
　　　　小山裕之⑨、長谷部清⑨、秋葉和保⑫、関根寿幸⑬

県消防協会長表彰
功労章　津田裕也（団）、増田剛⑯
精勤章　細野廣幸（団）、三ツ木友祐⑤、内田悟史⑧、秋葉秀一⑩、西村和記⑰

防災危機管理部長表彰
防災危機管理部長章　木内健雄①、伊藤稔④、海寳優介⑤、綿貫一也⑧、
　　　　　　　　　　金田拓也⑪、柳橋昌典⑬、遠藤圭介⑭、吉岡完起⑮

県消防協会印旛支部長表彰
功労章　石𣘺佳富①、根本昌幸⑤、大場泰弘⑥、小山康幸⑨
勤続章　當間陽介⑦、秋葉忠幸⑩、竹内祥順⑭、岩瀬倫明⑯、柳田淳⑱
精勤章　深谷芳春③、小髙知弥④、島津浩市⑤、伯耆可人⑤、鳴田佳臣⑦、
　　　　篠原政弘⑨、小関弘晃⑫、松本隆正⑬、若狭孝明⑮、若山孝宏⑯、
　　　　髙𣘺和之⑰、山﨑和也⑱、齊藤高征⑲

市長表彰　功労章　平野恵一⑰ほか９名

市消防団長表彰　特別功労章　古関智章①ほか７名

市長感謝状　令和元年度退職団員　横田政保⑪ほか 12 名　＜敬称略＞
※（本）は消防本部、（団）は消防団本部、丸数字は各分団名称の番号

中学生男子の部
優　勝　富里中学校長距離Ａ　
第２位　富里中学校短距離Ａ
第３位　富里南中学校Ａ

【区間賞】
1 区　浅見拓也（富里中長距離Ａ）
2 区　石澤空翔（富里中長距離Ａ）
3 区　和田延悟（富里中長距離Ａ）
4 区　塙　那生（富里中長距離Ａ）
5 区　米沢竜輝（富里中長距離Ａ）

１月 24 日、７月のオリンピック聖火リ
レーに聖火ランナーとして選出された久
保田剛さん（富里福葉苑）が市長を表敬
訪問しました。
久保田さんは、1998 長野パラリンピッ
クのスキー競技に出場し、2010 全国障
害者スポーツ大会開会式炬火リレーの走
者を務めました。

中学生女子の部
優　勝　富里中学校長距離
第２位　富里中陸上部短距離Ａ
第３位　富里南中学校

【区間賞】
1 区　米沢美咲（富里中長距離）
2 区　石本愛里（富里中長距離）
3 区　齊藤瑠奈（富里中長距離）
4 区　圓谷優奈（富里中長距離）

一般男子の部
優　勝　ちっちゃいもの倶楽部
第２位　ミラクル富里 2020

２月２日、社会体育館周辺道路をコースにして、第 38 回富里市駅伝
大会が開催され、21 チームが健脚を競いました。
大会結果は次のとおりです。
※参加チームが３チーム未満の部門においては、　区間賞はありません。

小学生男子の部
優　勝　富南ダンクＡ
第２位　富南ダンクＢ

小学生女子の部
優　勝　七栄ミニバスＡ
第２位　七栄ミニバスＢ
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第 2 部会 ( 富里小学校区と七栄小学校区 ) は富里市の西北に広がるまちで、七栄地域 6 つの区
で構成される連合区と、周辺の自治会で構成しています。
まちの中央部を国道と主要県道が通り、富里インター隣の新木戸大銀杏公園から、大型量販店
や飲食店などが進出し、活気あふれるまちです。

私たちの地域ではこんな活動をしています　

　＜富里市区長会の第２部会　富里小学校区・七栄小学校区編＞地域活動紹介

問市民活動推進課　 （93）1117

富里小学校の通学路で、児童の事故防止や防犯対策のため、平成 16 年
から毎週木曜日と、そのほか不定期で集団下校時に見守り活動を行って
います。
活動は、パトロール隊のメンバーが、それぞれの場所に分かれ、横断歩
道で交通誘導をしたり、児童と一緒に歩いたりして安全を見守っています。
活動を始めたきっかけは、民生委員が主となってパトロール活動を始
め、見守り活動を行うことにより事件を未然に防ごうとしています。また、
交通量も多くなっている中、子供たちを交通事故からも守っていこうと
活動しています。

富里小学校区防犯活動

かさぎのパトロール隊

七栄小学校区防犯活動

七栄っ子を守る隊

七栄小学校区では、七栄地区地域住民ボランティアや七栄小 PTA ボラン
ティア の協力によって、「七栄っ子を守る隊」を組織しています。 
通学路の定期パトロールを、毎週木曜日の下校時に児童と一緒に歩きな
がら行っています。また、隊員の都合のつくときに、児童の登下校に自
由パトロールを行っています。 
さらに、年に三回学校で、情報交換会も行っています。パトロールをす
ることで、児童の安全を直接見守っています。パトロールを行っている
ことをアピールすることで、犯罪抑止効果を高め、児童が安心・安全に
生活できるまちづくりに取り組んでいます。 

交通安全向上

小松台団地自治会では、団地内の東西貫通道路を近道として利用するドライ
バーが増えてきたことから、「取返しのつかない事故が起きる前に何らかの手
を打とう」という決議を採択し、交通安全対策を実施しました。過去の事故
　　　　　　　　　　　　　　　例から、いくつかの対策を取り上げて、車
　　　　　　　　　　　　　　　が減速せざるを得ない状況を作るため、道
　　　　　　　　　　　　　　　路の幅を狭くする方法が決定されました。
　　　　　　　　　　　　　　　平成 30 年 5 月頃にポール設置を行い、約
1　　　　　　　　　　　　　　 １年半が経過しました。走行するドライバー
　　　　　　　　　　　　　　　は減速するようになり、歩行者や子供達の
　　　　　　　　　　　　　　　安全対策の向上に大きな成果が出ています。

七栄小学校区では、令和元年の夏祭りを 8 月 17 日に開催しました。
夏祭りの会場は、七栄小学校の校庭にやぐら（舞台）を組み立て、七栄若駒
太鼓や盆踊り・子供会による子供みこ
し・夜店の出店など、盛大に開催され
ました。 
昨年はチョコバナナを販売したところ、
好評であったため、今年は量を増やし
て対応しました。また、近くで打ちあ
がる奉納花火も好評です。

夏祭り

七栄開拓150年記念事業 七栄親子まつり

七栄は、明治初めの開墾で七番目に開墾されたので「七栄」という地名とな
りました。 七栄の開拓に移住民 22 世帯が明治 3 年（1870 年）11 月に
入植しましたが、移住した人々は武士や町民が大半で、農業経験が全く無く、
たび重なる災害、開墾会社の解散もあり、 開墾には困難を極めました。（富里
村史七栄編 ）
その後の困難を乗り越え、入植から 150 年になり、50 年前の 1969 年 10
月に七栄連合区で 100 年祭を挙行していることから、今年度に 150 年祭と
して 2019 年 4 月から記念事業を開始しました。 主な記念事業は、記念式典
の挙行や七栄親子まつり、記念誌の発行、 七栄連合区所有または管理している
土地・建物等などの整備、七栄稲荷神社内に記念碑の建立などです。 

七栄開拓 150 年記念事業の内、代表的な事業の「七栄親子まつり」が 10 月
19 日～ 20 日に挙行されました。
内容は、山車巡行や芸能発表、ボッチャ体験、総踊り（七若連）、みこし、子
供太鼓、富里ひずめ太鼓、富里中学校吹奏楽部の演奏、富里小・七栄小生徒の
踊り、大綱引き （子供の部・大人の部） などのイベントです。毎年恒例となっ
た親子まつりは、天候には恵まれせんでしたが、大勢の親子連れが集まり盛大
に行われました。

地域の『絆』　自治会に加入しましょう！

市内には区・自治会・町内会など現在１１０の自治組織（以下「自治会」）
があります。これらの自治会は、地域のコミュニティづくりのために住民
の皆さんで自主的に設立された組織です。自治会では、住みよい地域づく
りを目指し、美化活動、防災・防犯活動、レクリエーション活動などの実
施のほか、地域のいろいろな課題の解決に取り組んでいます。また、市政
情報も自治会を通じてお知らせしています。
自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長へ問い合わせてく
ださい。自分がどの自治会になるのかわからないときなどは市民活動推進
課（ 93-1117）に問い合わせてください。

小松台団地内狭窄用ポール

富里インター通り国道交差点山車巡行 東関道脇休憩所の総踊り（七若連）
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令和元年分

窓口のご案内

所得税及び復興特別所得税の確定申告と令和 2 年度市・県民税の申告

問い合わせ先　●所得税について   　
　　　　　　　　 成田税務署　 （28）5151

①確定申告書作成・提出
　イオンモール成田２階イオンホール　＜成田田市ウイング土屋＞

■期間
　３月16日（月）まで　（土・日曜日を除く）
　※３月１日（日）は実施します。
■受付時間
　９：00 ～ 16：00　（提出のみは 17：00 まで）
■その他

○ 作成済みの申告書の提出は、　郵送のほか、土・日曜日を除き、　税務署 
1 階の総合窓口でも受け付けています。

○ 相続税の相談、国税の納付、納税証明書の請求・発行、申告書の閲覧サー
ビス、開示請求の手続きなどはイオンモール成田では行っていません。
税務署で手続きしてください。

②確定申告書の提出
　成田税務署＜成田市加良部＞
　３月16日（月）までは、税務署窓口では確定申告書の作成・相談はできません。
　イオンモール成田を利用してください。

■受付時間　
　８：30 ～ 17：00（土・日曜日を除く）
■郵送提出　
　封筒に住所・氏名を記入し、次の宛先に郵送
　〒 286 － 8501　成田市加良部１ー 15　成田税務署宛て

※ 確定申告書などの控えに税務署の受付印が必要な人は、切手を貼った返
信用封筒（住所・氏名を必ず記入）を同封してください。

確定申告のうち、次の相談は市役所で受け付けることができません。
イオンモール成田で相談してください。
○住宅借入金等特別控除（初めて受ける人、連帯債務のある人）の申告
○営業や農業などの事業収入や不動産収入が 500 万円以上の申告
○事業を開始して初めての申告　
○青色申告　
○令和元年分以外の申告（過年分）
○配当所得の申告
○譲渡所得（土地、建物、株式、会員権の売却など）の申告
○災害の控除（台風災害などに係る雑損控除なども含む）の申告
○贈与税、消費税の申告、準確定申告
※これらの場合以外でも、内容により、イオンモール成田を案内することが
　あります。

会場に行く前に必ず確認を！

③確定申告書、　市・県民税申告書の提出・相談
　すこやかセンター２階健診準備室
■期間　３月 16 日（月）まで　（土・日曜日を除く）

※期間中は、課税課窓口での提出・相談はできません。
※ ３月１日（日）は市・県民税申告書の提出・相談のみ、すこやかセンター

２階健診準備室で行います。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。

■確定申告など個別相談（午前・午後各 40 件）
　収入金額・必要経費と各種控除の書類を整理して、持参してください。また、
　農業者や事業者などは収支内訳書を事前に作成してください。書類が整っ
　ていないと受付できない場合があります。
　○受付時間　８：30 ～ 15：30（12：00 ～ 13：00 は除く）
　※個別相談の順番は、先着順で受け付けますが、８：20 までに複数の人が
　　受付に来たときは抽選で順番を決めます。早朝の不審者侵入の防止や、　
　　盗難などを未然に防ぐため、ご協力をお願いします。
　※混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
　○相談時間　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
■市・県民税申告（提出のみ含む）　
　８：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

マイナンバー（個人番号）の記載と
本人確認書類の提示

次の税目の申告書は、税務署へ提出するときに、マイナンバー（個人番号）
の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
○所得税　○復興特別所得税　○個人事業者の消費税　○地方消費税　
○贈与税

【本人確認書類の例】
①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ
　（【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。）
②通知カードなど【番号確認書類】＋　運転免許証や公的医療保険の被保険
者証など【身元確認書類】
※郵送で申告書を提出する場合は①の写し（表裏両面）または②の写しを添付
※ e － Tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、金額などを入
力すれば自動で申告書などが作成できる便利なシステムです。
作成した申告書は、印刷して書面で提出できるほか、ｅ－Ｔａｘを利用
して送信もできます。タブレットやスマートフォンでも作成できます。
また、タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答
を調べることができます。

国税庁　確定申告書作成コーナー 検索

確定申告は国税庁ホームページをご利用ください

市税の納付遅れや滞納額の増加を防止するため、納期限までの納付が確認で
きない人に、お電話でお知らせします。
※特定の金融機関や口座番号をお聞きすることや、振込の指示は行いません。
■日時　３月８日（日）、15 日（日）　９：00 ～ 16：00

３月は市税収納強化月間です

 ●市・県民税について　
　 市課税課市民税班　 （93）1111

軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
手続きをしないといつまでも課税されることになります。
次の項目に該当するときは、３月中に手続きをしてください。
○使用をやめたとき
○廃棄したとき
○所有者が亡くなられたとき
○盗難にあったとき（警察への盗難届の受理番号が必要です。）
○他人に譲ったとき（名義変更の処理が済んでいるか確認してください。）
○他市町村に住所を移したとき
問い合わせ・届け出先
▼軽四輪
　軽自動車検査協会千葉事務所　 050（3816）3114　
▼軽二輪・二輪小型自動車
　関東運輸局千葉運輸支局　　　 050（5540）2022
▼１２５㏄以下のバイク、農耕用小型特殊自動車など
　※手続きにはナンバープレート（標識）、印鑑、標識交付証明書等が必要です。
　課税課　 （93）０４４３

軽自動車などの廃車、
名義変更は届け出が必要です

問 納税課　 （93）0433



広報とみさと　2020.3.1　5

■算定期間　
　平成 30 年 8 月 1 日～令和元年７月 31 日
■市から通知が届く人　
　支給対象者で、後期高齢者医療保険または富里市国民健康保険に加入してい
る人には、令和２年３月から４月頃に通知を発送します。通知に基づき、国保
年金課の窓口で手続きをしてください。
■市から通知が届かない人　
　次の人は、通知が届かないことがあります。
○社会保険などに加入中の人
○平成 30 年 8 月 1 日から令和元年 7 月 31 日の間に、他市町村から転入
　した人や医療保険が変わった人
※加入中の医療保険や介護保険の取り扱い窓口に問い合わせてください。
■注意事項
○自己負担額には食費や居住費、差額ベッド代などは含まれません。
○ 70 歳未満の人の医療費は 1 か月、２万１千円以上の自己負担額を合算
　の対象にします。
○負担限度額を超えた金額が、５００円以下のときは支給されません。
○ 70 歳から 74 歳の人と 70 歳未満の人が混在する世帯の自己負担限度額に
　 ついては、問い合わせてください。

年単位で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その世帯合
計が限度額を超えた場合、申請をすると、その限度額を超えた金額が支給さ
れます。
対象者は、忘れずに手続きをしてください。

自己負担額が軽減されます

高額医療・高額介護合算療養費制度
　問い合わせ先 ●国保年金課　　高齢者医療年金班　 （93）4085
　　　　　　　　　　　　　　  　国保班　 （93）4083
　  　　　　　   ●高齢者福祉課  介護保険班　 （93）4980

※ 1　同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰを除く）
※２　同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・
控除（年金の所得は控除額 80 万円として計算）を差し引いたときに 0 円となる人

所得区分
（総所得金額等）

被用者保険または
国保＋介護保険（70 歳未満）

901 万円超 212 万円

600 万円超 901 万円以下 141 万円

210 万円超 600 万円以下 67 万円

210 万円以下 60 万円

住民税非課税世帯 34 万円

所得区分
（課税所得）

被用者保険または
国保＋介護保険

（70 ～ 74 歳）

後期高齢者医療制度＋介護保険
（75 歳以上）

現役並み所得者
（690 万円以上） 212 万円

現役並み所得者
（380 万円以上） 141 万円

現役並み所得者
（145 万円以上） 67 万円

一般 56 万円

住民税
非課税

低所得者Ⅱ（※ 1） 31 万円

低所得者Ⅰ（※ 2） 19 万円

自己負担限度額（年額）

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・後期高齢者医療
保険料の納税義務者は、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。
申告の内容は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料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、世帯に収入がなく申告されていない人がいる場
合は、住民税申告をしてください。

問い合わせ先 国保年金課　 高齢者医療年金班　 （93）4085 　
国保税班　 （93）4084

国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得申告について

年金は、世代と世代の支え合いの制度です。
皆さんが納付する保険料が、高齢者世代の生活を支えています。同時に、ご自身や家族の年金を守るためにも、保険料は忘れずに納付しましょう。
国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年金だけでなく、思わぬ事故などにより障害が残ったときの障害基礎年金、生計を維持している人が
亡くなったときの遺族基礎年金があります。保険料を納付期限までに支払っていないと、このような年金を受け取れない場合があります。
また、納付期限から２年間を経過すると保険料を納付することができなくなるため、将来、受給する老齢基礎年金の年金額が少なくなる場合や、受け取れ
ない場合があります。
保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局、またはお近くのコンビニエンスストアで支払うことができます。

国民年金保険料の納め忘れはありませんか

老齢基礎年金を受給するには、保険料納付期間、保険料免除期間、任意加入
できる人が任意加入しなかった期間（カラ期間）などを合算して、原則とし
て 10 年以上の資格期間が必要です。
■カラ期間
　昭和 36 年４月以降で、20 歳から 60 歳までの間に、国民年金に任意加入
しなかった期間です。
　資格期間には含まれますが、年金額の計算には含まれません。
■カラ期間の主な例
○会社員の被扶養配偶者（昭和 61 年３月まで）
○学生（平成３年３月まで）○ 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
○日本人で海外に居住していた期間
■加入期間の延長
　受給に必要な年数が不足している人は、加入期間を 65 歳まで延長すること
ができます。そのほか、老齢基礎年金を受ける資格があっても、以前に保険料
の未納期間や免除期間があり、満額の年金を受けられない人も、任意加入で年
金額を増やすことができます。ただし、厚生年金に加入中の人や、60 歳から
64 歳のときに老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は加入できません。
■特例制度
　65 歳になっても必要な年数が不足していて年金を受けられないときは、昭
和 40 年４月１日以前に生まれた人を対象に、70 歳になるまでさらに加入で
きる特例制度があります。
　ただし、任意加入者には免除制度がありませんので、注意してください。

国民年金の任意加入

定額の保険料に加え付加保険料を納付することで、将来受給する年金額を増や
すことができます。
■対象
　国民年金第一号被保険者
※保険料免除、納付猶予を受けている人、国民年金基金加入者は対象外
■付加保険料　月額 400 円
■付加年金額　付加保険料納付月数× 200 円（年額）
※付加年金額は、基礎年金や厚生年金のように、物価の変動による金額のスラ
イドはありません。

【付加年金の例】
　付加年金を 10 年間納付した場合、合計 48,000 円の負担になりますが、受
給する年金額は 24,000 円（年額）増加します。

問 国保年金課　 （93）4085

付加年金で年金額を増やしませんか

●国保年金課　 （93）4085
●幕張年金事務所　 043（212）8621

問い合わせ先

問い合わせ先 ●国保年金課　　     （93）4085
                       ●幕張年金事務所     043（212）8621
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職員の任免と職員の数の状況１
①令和元年度採用者数・平成 30 年度退職者数
　令和元年度の採用者と平成 30 年度の退職者の状況は次のとおりです。

採用者

職種名 職員数（人）

一般行政職 ７

保育教諭 2

消防 １

小計 10

再任用短時間

勤務職員
６

任期付短時間

勤務職員
４

合計 20

 
②一般行政職員の級別職員数の状況（平成 31 年４月１日現在）
　富里市の給与条例に基づく給料表の級区分ごとの職員数です。標準的な
職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

計標準的な

職務内容

主事
技師
主事補
技師補

主事

技師

副主査

主任主事

主任技師

主査補 主査

主幹

課長補佐

副主幹

参事

課長
部長

職員数
（人）

15 16 32 73 38 39 24 5 242

構成比
（％）

6.2 6.6 13.2 30.1 15.7 16.1 9.9 2.0

③部門別職員数の状況（各年度４月１日現在）

区　分
職員数（人） 対前年

増減数（人）
増減理由

令和元年度 平成 30 年度

一般行政
（うち福祉関係部門）

271
（103）

275
（106）

▲４

（▲ 3）
児童福祉部門の統合

特別行政
教育 53 56 ▲ 3 人員配置の見直し

消防 82 82 ０

公営企業など 36 38 ▲２ 組織の改編による減

合計 442 451 ▲９

④派遣職員の状況（各年度４月１日現在　単位：人）
派遣先団体 令和元年度 平成 30年度

北総中央用水土地改良区 １ １

印旛郡市広域市町村圏事務組合 － 1

千葉県後期高齢者医療広域連合 1 １

ちば消防共同指令センター １ １

職員の給与の状況２
地方公務員の給与は、地方公務員法で、一般家庭の生計費、国や千葉県、
他市町村の職員の給与、民間企業従業員の給与などを考慮して決めること
になっています。富里市職員の給与は、国家公務員給与の人事院勧告や千
葉県人事委員会の勧告などを参考に、市議会の審議を経て定められた条例
に基づき支給されています。
①人件費の状況（平成 30 年度普通会計決算）
　平成 30 年度の普通会計（決算）での人件費の状況は次のとおりです。
　人件費とは、職員に支給された給与、退職手当、共済組合事業主負担金、
公務災害補償基金負担金、特別職に支給された給与などの総額です。
　なお、令和元年のラスパイレス指数（※）は 98. ８です。
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を１００とした場合の地方公務員の給
与水準を示す指数です。なお、ラスパイレス指数は給与のうち給料のみを比較した
ものであり、諸手当はラスパイレス指数の算出においては対象外となっています。

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）

14,462,577 千円 3,317,789 千円 22.9％

②職員給与費の状況
　令和元年度当初予算の普通会計予算における給与費の状況は次のとおり
です。職員数は一般行政職、技能労務職や消防職などの総数です。　　　
　　　

職員数

（Ａ）

給与費 １人当たりの

給与費（Ｂ／A）給料 職員手当 計（Ｂ）

411(21) 人 1,632,428 千円 1,064,923 千円 2,697,351 千円 6,563 千円

※ (　) は、短時間勤務職員の数の外書きです。
※職員手当とは、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当などを
指します。
※平成 30 年度は、全職員の給料について 0.5％の減額措置、また、管理
職手当については 10％の減額措置を実施しました。

③職員の平均給料月額、平均給与月額と平均年齢の状況（各年度４月１日現在）

区　分

令和元年度 平成30年度

平均給料月額

（円）

平均給与月額

（円）
平均年齢

平均給料月額

（円）

平均給与月額

（円）
平均年齢

一般行政職員

富里市 328,525 356,607 43 歳２月 322,275 351,008 43 歳１月

千葉県 309,965 408,350 41 歳０月 312,096 405,061 41 歳４月

技能労務職員

富里市 296,050 300,950 52 歳 10 月 291,834 296,134 54 歳 5 月

千葉県 318,804 378,841 53 歳７月 320,721 380,638 53 歳 11 月

消防職員

富里市 310,651 335,727 41 歳９月 306,935 331,616 41 歳 5 月

※平均給料
・

月額とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。
※平均給与

・

月額とは、給料月額に毎月支払われる扶養手当、地域手当、住
居手当、時間外勤務手当などの諸手当を含めた額の平均です。

④一般行政職員初任給の状況（平成 31 年４月１日現在）
　学校卒業後直ちに採用された人の初任給は次のとおりです。

区　分 富里市 千葉県 国

一般行政職
大学卒 182,200 円 188,700 円

総合職（大卒）　186,700 円

一般職（大卒）　182,200 円

高校卒 150,600 円 154,900 円 一般職（高卒）　150,600 円

⑤職員手当の状況（平成 31 年４月１日現在）
区　分 富里市

扶養手当

● 22 歳までの子　１人 10,000 円

　（16 ～ 22 歳の子　1 人 5,000 円加算）

●上記以外の扶養親族　1 人 6,500 円

　（行政職給料表 7 級以上の職員は 3,500 円）

住居手当
●借家の場合　家賃の額に応じて 27,000 円を限度に支給

※令和元年 10 月 1 日から、市外居住者は 22,000 円を限度に支給

期末・勤勉手当

支給時期 期末手当 勤勉手当

６月期 1.30 月分 0.925 月分

12 月期 1.30 月分 0.975 月分

計 2.60 月分 1. ９月分

※期末・勤勉手当とは、民間企業のボーナスに相当する手当です。職制上
の段階、職務の級などによる加算措置があります。

地域手当
支給率

支給対象職員１人当たりの平均支給年額

（平成 30 年度決算）

0.0％ ０円

※地域手当とは、勤務地における民間賃金、物価、生計費の水準に応じて
職員に支給することができる手当です。なお、平成 30 年度から当分の間
無支給としています。

富里市職員人事行政運営などの状況
富里市職員の人事や給与などの状況を公表します。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　問総務課　 （93）1113

退職者

職種名

退職事由別職員数（人）

定年
勧奨

その他
計

一般行政職 ８ ５ 13

保育教諭 1 － 1

保健師 － １ １

技能労務職 ２ ー ２

消防 ー ２ ２

小計 11 ８ 19

再任用短時間

勤務職員
５ ５

任期付短時間

勤務職員
12 12

合計 11 25 36
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退職手当

（支給率）

平成 31 年 4 月 1 日現在の支給割合

勤続年数など 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

●その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置 （２～ 45％加算）

●１人当たりの平均支給額（平成 30 年度退職者）

　○勧奨・定年　21,815 千円

時間外勤務手当

（平成30年度決算）

支給総額 58,657 千円

職員 1 人当たり支給年額 177 千円

通勤手当

●電車やバスを利用する場合

　定期券代などを全額支給（最も割引率の高い６か月や

　３か月定期券代などを一括支給）

●乗用車などを使用して通勤する場合

　使用距離に応じて 2,000 円～ 31,600 円を支給

その他の

主な手当

●管理職手当

　 管理または監督の地位にある職員に、職責に応じて支

給される手当。職務級の級別区分に応じて定額（29,100

円～ 80,100 円）により支給（平成 30 年度は、管理職

手当について 10％の減額措置を実施しました。）

●宿日直手当

　市役所閉庁日に日直勤務する職員の手当

●夜間勤務手当  

　夜間勤務を行う消防職員に支給される手当

⑥特別職の報酬などについて（平成 31 年 4 月１日現在）
　特別職の報酬などは、富里市特別職報酬等審議会の答申を受けて、「特
別職の職員の給与及び旅費に関する条例」と「富里市議会の議員の議員報
酬及び費用弁償等に関する条例」で次のように定めていて、現在の額は平
成８年１月１日から適用しています。なお、平成 15 年 12 月１日から市長、
副市長と教育委員会教育長の給与の減額措置を実施しています。

区分
報酬などの月額 期末手当支給割合

（減額措置）減額後の額（減額措置）

市長 830,000 円 747,000 円（10％）  6  月期　　２．０２５月分

12 月期　　２．１７５月分

      計 ４．２０月分

（市長 10％、副市長・教育長８％）

副市長 690,000 円 655,000 円（5％）

教育長 650,000 円 630,500 円（3％）

議長 390,000 円
 6  月期　　２．０２５月分

12 月期　　２．１７５月分

      計 ４．２０月分

副議長 320,000 円

議員 300,000 円

※期末手当には、一般職と同様に加算措置があります。

職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況３
①勤務時間（平成 31 年４月１日現在）

勤務時間 休憩時間

午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 正午～午後１時

※公務の運営上の事由により、特別の勤務形態によって勤務時間の割り振
りを定めている場合があります。
②休暇・休業

（１）休暇などの種類
種　類 内　　　容

年次

有給休暇

１年度に 20 日間付与されます。残日数（最大 20 日）は翌年度に

繰り越すことができます。

病気休暇
職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合に承認される休暇です。

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など、特別な事由に

より承認される休暇です。

介護休暇
配偶者や両親、子などの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合に承認される休暇です。

育児休業
職員が３歳未満の子を養育するために、承認を受けて勤務しない

ことができます。

育児

短時間勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、承認

を受けて短時間勤務をすることができます。

育児

部分休業

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、承認

を受けて勤務時間の一部について勤務しないことができます。

（２）年次有給休暇の取得状況

対象職員数（Ａ）総付与日数（Ｂ）総取得日数（Ｃ）平均取得数（Ｃ／Ａ）消化率（Ｃ／Ｂ）

288 人 11,008.0 日 3,568.3 日 12.4 日 32.4％

※対象職員数とは、平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日の全期間
に在職した市長事務部局の職員です。また、総付与日数とは、平成 30 年
４月１日現在、各職員に付与された日数（前年度からの繰越日数を含む）
を合計したものです。

（３）介護休暇、育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業の取得状況

種類
平成30年度取得者数（人）

男性職員 女性職員 合計

介護休暇 ０ ０ ０

育児休業 ０ ８（3） ８（3）

育児短時間勤務 ０ ０ ０

育児部分休業 0 ７（4） ７（4）

※（　）は、平成 30 年度新たに承認を受けた職員数です。

職員の分限と懲戒の状況（平成 30 年度）４
処分の種類

分限処分 懲戒処分

降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職

職員数（人） 0 0 １ 0 0 0 ０ 0

※分限処分とは、職員が一定の事由によってその職務を果たすことができ
ない場合などに行う処分です。
※懲戒処分とは、職員の勤務関係の秩序を維持するため、一定の服務義務
違反に関して道義的責任を科する処分です。

職員の研修・人事評価の状況（平成 30 年度）５
富里市では、職員の能力開発を
総合的、計画的に推進するため
の基本的事項を明確にし、能力
開発に関するさまざまな施策実
施の基準とするための「富里市
人材育成基本方針」を定め、研
修や服務を管理しています。

①研修の実施状況
　職員研修は、地方公務員法に
義務付けられているものであり、
毎年度計画的に実施しています。
主な研修は右表のとおりです。
②人事評価
　職員が職務を遂行するに当たり、発揮した能力及び挙げた業績を的確に
把握するため、職務に応じた評価を行い、処遇や人事配置、人材育成など
に反映させ、職員の資質や能力の向上、勤労意欲の高揚に結びつけるため
の人事評価を実施し、勤務成績を勤勉手当成績率（６月支給分）や昇給な
どに反映しています。
③職員昇任等試験の実施
　富里市では、職員の資質の向上と人材育成の観点から、職員の昇任など
に関する試験を平成 9 年から実施しています。試験は、主査補（係長級）
に昇任する能力と資質を有しているかを判断する「4 級職昇任試験」（筆
記と面接）、また消防職員は消防士長と消防司令補に昇任するための「千
葉県消防長会主催昇任試験」に参加し資質の向上を図っています。
■職員昇任等試験結果（平成 30 年度・消防職員を除く )

試験区分 対象者 受験者 合格者

４級職昇任試験 12 人 ６人 ４人

職員の福祉・利益の保護の状況（平成30年度）６
職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、産業医や
衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者などを選任しています。また、
事業者責任として職員の健康状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見の
ため、定期健康診断や生活習慣病予防検査、ストレスチェック、Ｂ型肝炎
予防接種などを実施しています。なお、平成 30 年度の公務災害補償認定
件数は０件でした。

千葉県市町村公平委員会に関する事項（平成 30 年度）７
平成 30 年度中に、富里市職員による公平委員会への勤務条件に関する措
置の要求や不利益な処分についての不服申立てはありませんでした。

研修機関などの名称 受講者数

市町村職員中央研修所 11

千葉県自治研修センター 83

印旛郡市広域市町村圏事務組合 27

千葉県消防学校 13

庁内新規採用職員研修 17

庁内契約・会計事務研修 33

庁内情報公開・個人情報保護制度研修 39

庁内協働のまちづくり研修 32

庁内人事評価研修 20

庁内男女共同参画研修 24



8 広報とみさと　2020.3.1　

もうつけましたか？
住宅用火災警報器
消防予防課　 （92）1313

住宅火災で亡くなった人の多くが逃げ
遅れによるものです。火災の発生をい
ち早く知ることで、逃げ遅れを減らし、
自分と家族の尊い命を守ることができ
ます。
住宅用火災警報器は、古くなると部品
の寿命や電池切れなどで、火災を感知
しなくなることがあり、とても危険で
す。10 年を目安に交換しましょう。
悪質な訪問販売にご注意ください！
消防職員が販売などを目的に個人宅を
訪問することや、消防署から特定の業
者に住宅用火災警報器の斡旋・販売・
点検を依頼することはありません。
○悪質な訪問販売の相談は…
　消費生活センター　 (93）5348

救急車の適正利用に
ご協力を
消防署　 (92）1311

令和元年中の救急出動件数
2,341 件（1日平均　約6.4 件）

市では、現在３台の救急車で救急出動
に備えています。
救急車は、緊急に病院に搬送しなけれ
ばならない傷病者のためのものです。
緊急性がないのに救急車を要請すると、
命の危険がある重症患者への対応が遅
れてしまうことも考えられます。
緊急性がなく自分で病院に行ける場合
は、救急車以外の交通機関などを利用
してください。
尊い命を救うため、今一度救急車の適
正な利用について考えてみましょう。

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

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。

3 月 1 日～ 7 日は
春の火災予防運動週間
消防予防課　 （92）1313

ひとつずつ
いいね！で確認　火の用心

この時季は空気が乾燥し、強風の日も
多いことから火災が発生しやすくなり
ます。火の取り扱いには十分注意しま
しょう。
住宅防火　いのちを守る7つのポイント
3つの習慣
○寝たばこはやめる
○ストーブは燃えやすいものから離れ
　た位置で使用する
○ガスこんろのそばなどを離れるとき
　は必ず火を消す
4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
　警報器を設置する
○寝具や衣類、カーテンからの火災を
　防ぐために防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住
　宅用消火器などを設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守る
　ために隣近所の協力体制をつくる

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

春の農作業安全確認運動

農政課　 （93）4943

３～５月は春の農作業安全確認運動期
間です。県内でも、トラクターの横転
や機械へ挟まれるなどの事故が後を絶
ちません。農作業中の安全確認を心掛
けましょう。

～作業前に確認を～
○機械のつまりを取り除くときは、エ
　ンジンを止めていますか？
○衣類が機械に巻き込まれないよう、
　作業に適した服装をしていますか？
○作業内容や作業場所を家族などに伝
　えていますか？
○緊急時に連絡がとれるよう、携帯電   
　話を持って作業に出かけていますか？

有害鳥獣の捕獲を実施
農政課　 （93）4944

農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲
を、獣類は箱罠で、鳥類は銃器で行い
ます。
詳細は、対象地域への回覧でお知らせ
します。
期捕獲期間　
   ４月１日（水）～
　令和３年 3 月 31 日（水）

安心な水道水を
供給するために
上下水道課　 （93）3340

市では、安心な水道水を供給するため、
水道法に基づく水質基準に関する省令
に定められた水質基準項目などについ
て、毎年、水質検査計画を策定し、こ
れに基づいて検査を実施しています。
水質検査計画は毎年３月末に、水質検
査の結果は毎年６月に市公式ホーム
ページで公表しています。

３月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日３月 10 日（火）
※前日までに入金確認をお願いします。

資源ごみ・小型家電の
拠点回収
環境課　 （93）4946

日 3 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

紙おむつ等購入助成事業
助成券交付申請の受付開始
高齢者福祉課　 （93）4981

助成券の利用方法や利用できる店舗な
どは申請時に説明します。
場高齢者福祉課
対在宅で、常時紙おむつ等の使用が必
　要で、次のいずれかに該当する人

　○要介護 3 以上の認定を受けている
　○障害者手帳1・2級が交付されている
※病院に入院している人や施設・老人
　ホームなどへ入所している人は対象
　外です。
持申請書、現況届
※申請様式は高齢者福祉課で配布して
いるほか、市公式ホームページからも
ダウンロードできます。
申４月１日（水）～
介護支援専門員が付いている人は…
介護支援専門員に、現況届の所見欄を
記入してもらう必要があります。現況
届が詳細に記載されていない場合は、
助成券の交付を認めないこともありま
すので注意してください。

　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。

「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。

有料広告スペース
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高齢者福祉課　 （93）4981

３か所で実施

コツコツ！貯筋塾

市内在住で 65 歳以上の介護が不要な
人を対象に、筋力トレーニングの場を
提供します。
３つの施設のうち、①～⑤のいずれか
１コースを選択してください。
期４月～令和３年 3 月（全 35 回）
費年間２，４００円（後日振込）
申３月２日（月）～13日（金）までに
　高齢者福祉課に電話
　※定員を超えた場合は、後日、高齢
　　者福祉課で抽選を実施

○南部地域包括支援センター
　立沢新田 192-16

日時 定員
①４月 15 日（水）14：00 ～

16：00 各 30 人
②４月 17 日（金）

○ＣＳＫシニアハウス
　日吉倉 13-8　5 階

日時 定員
③４月15日（水）14：00 ～

16：00 各 15 人
④４月17日（金）

○リハビリテーションアンドケアシステム㈱
　日吉台 5-43-2　ＡＺビル 1 階

日時 定員

⑤４月 13 日（月）10：00 ～
12：00 20 人

介護相談員
高齢者福祉課　 （93）4980

内

○地域における介護保険制度や介護
　サービスに対する疑問や相談の聴取

○サービス利用者の相談・苦情の聴取

○介護相談員連絡会議などへの出席　
対次の要件に全て該当する人

○高齢者介護に理解と熱意を有する

○運転免許があり、自家用車を使用で
　きる

○介護サービス事業者などと利害関係がない

○介護サービス事業者や公務員でない
任委嘱の日～令和４年 3 月 31 日
　（再任可）
定２名　額時給 1,314 円
申４月 30 日（木）までに、高齢者福
　祉課に応募用紙（※）を提出（郵送可）。
選書類選考後、面接を実施。
　選考結果は応募者全員に通知します。
　※応募用紙は高齢者福祉課で配布

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３月23日（月）
　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

募　集

富里国際交流協会
令和２年度語学教室
申込 富里国際交流協会（企画課内）
　　 （93）1118　

小学生英語教室
費 ○月謝　2,000 円
　 ○年会費　1,000 円
　 ○保険代（年間）　1,000 円
申 3 月２日（月）9：00 ～
中央公民館教室（毎週土曜日）

クラス 開講日時 募集人数

新 1 年生  13：10～ 13：50 12 人

新 2 年生  9：00 ～ 9：40 若干名

新 3 年生 ９：45 ～ 10：25 若干名

新 4 年生 10：30 ～ 11：10 若干名

新 5 年生 11：15 ～ 12：05 若干名

新 6 年生 13：55 ～ 14：45 ８人

北部コミュニティセンター教室
クラス 開講日時 募集人数

新 1 年生 月曜日
17：20 ～ 18：00 12 人

新３年生 月曜日
18：10 ～ 18：50 若干名

新４年生 木曜日
17：50 ～ 18：50 若干名

新５年生 月曜日
19：00 ～ 19：50 若干名

新6年生B 木曜日
19：30 ～ 20：20 6 人

※応募者が一定数に満たないときは、
開講しない場合があります。
大人の英語教室（月・水曜クラス）
外国人向け日本語教室（火・金曜クラス）
他富里国際交流協会では協会員も募集
　しています。外国語が話せなくても
　楽しく活動できます。皆さんの参加
　をお待ちしています。

新規就農者

農政課　 （93）4943

市内で新規に農業を始めた人や親元な
どで就農を予定している人は連絡して
ください。
新規就農者を対象として、新規就農者
激励会（予定）に招待します。

ファミリーサポートセンター会員募集
申込 （92）2452

子育ての援助ができる人（提供会員）
を募集しています。
内保育施設への送迎、
　一時的な預かりなど（報酬あり）
対市内在住で心身ともに健康な人
　※基礎研修あり

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日３月５日（木）
　13：30～15：30
場中央公民館ロビーに集合
内じゃがいもの作付け（予定）
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

狂犬病予防集合注射
問環境課　 （93）4945

令和２年度の犬の狂犬病予防集合注射を下表のとおり実施します。
市に犬の登録をしている人には案内はがきを送付します。最寄りまたは都合の
良い会場で注射を受けてください。
※会場で登録と予防注射をあわせて行うこともできます。

他注意事項
○登録と注射済票の交
　付は、会場で予防注
　射を受けた犬に限り
　ます。
○問診・注射の妨げとなりますので、
　犬に衣服は着させないでください。
○事故防止のため、乳幼児を連れての
　来場は控えてください。
○犬の転入手続きが済んでいない人は、
　環境課窓口で手続きを済ませてから
　来場してください。
○リードを短く持ち、犬同士が接触し
　ないよう注意してください。
○ふんの後始末や犬の制御は、飼い主
　が責任を持って行ってください。
○飼い犬が死亡している場合は、環境
　課に届け出てください。

■令和２年度狂犬病予防集合注射日程 
日 程 会　　場    時　　間
4 月
 6 日

（月）

東七栄集会所 19：00 ～ 19：30
七栄集会所（獅子穴公園隣） 19：50 ～ 10：20
七栄コミュニティホール（七栄稲荷神社） 10：45 ～ 11：15

7 日
（火）

根木名公民館 19：00 ～ 19：30
桜台集会所 19：50 ～ 10：10
久能集会所 10：35 ～ 11：00
日吉倉区民館 11：25 ～ 12：00

8 日
（水）

南七栄区民会館 19：00 ～ 19：30
南平台自治会館 19：50 ～ 10：20
富里第二工業団地第２公園   （中沢消防機庫） 10：45 ～ 11：15
立沢区公民館 11：35 ～ 12：05

9 日
（木）

二区農村協同館 19：00 ～ 19：25
三区公民館 19：45 ～ 10：10
実の口集会所 10：30 ～ 10：55
高松入集会所 11：20 ～ 12：00

12日
（日）

富里市役所 ( すこやかセンター前） 18：50 ～ 10：40
北部コミュニティセンター第２駐車場 11：25 ～ 12：15

13日
（月）

両国共同利用施設 19：00 ～ 10：00
葉山集会所 10：25 ～ 11：05
しらかば公園（ファミリータウン富里内） 11：30 ～ 11：55

当日の午前７時の時点で、富里市に大雨や暴風などの気象警報が発令され

たときは、その日の日程は全て中止になります。また、実施中に発令され

た場合は、実施中の会場を最後に当日の日程は全て中止になります。

4 月６日（月）～ 13 日（月）

対生後 91 日以上の犬
持

○案内はがき
　（事前に裏面の問診票と署名欄を記入）

○費用（下表参照）
○スコップやビニール袋など、ふんを
　持ち帰るための道具
○タオル
　（雨天時、犬をふくため）
費１頭当たり
　釣銭のないよう協力をお願いします。

新　規 更　新

注射料金 ２，９５０円 ２，９５０円

登録手数料 ３，０００円 －

注射済票
交付手数料 　５５０円 ５５０円

合　計 ６，５００円 ３，５００円

学童クラブ名 電話番号

日吉台学童クラブ （91）２５０１

根木名学童クラブ （91）１２８８

浩養すいかキッズクラブ （94）０５２０

若草児童館学童クラブ（富里保育園併設） （93）８２２６

下記の学童クラブで指導員を募集しています。勤務条件など、詳しくは各学
童クラブに問い合わせてください。
学童クラブは、保護者が労働などで昼間家庭にいない児童に対し、放課後や
夏休みなどの期間に適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成を
図る施設です。

市内学童クラブ  指導員募集



10　広報とみさと　2020.3.1

募　集

第７回ひよし青空市　
出店者募集

ひよし商店会　伊部
090（8054）6697

第７回ひよし青空市　開催日時など
日 5月16日（土）10：00～15：00
場日吉台メイン通りのテナント軒先や
　駐車場、日吉台中央公園
定募集数　100
申申し込みや詳細は、
　hi-yo-shi .com で
　確認できます。
　
個別指導補助員
学校図書館司書

学校教育課　 （93）7659

内　定

○個別指導補助員　若干名
　市内小・中学校で学習面や生活面で
　個別に支援が必要な児童生徒の支援
　※教員免許、看護師、保健士、介護
　福祉士などの資格所持者を優遇

○学校図書館司書　若干名
　市内小・中学校の学校図書館におい
　て、図書備品の整理、本の読み聞か
　せ、図書館の環境整備支援など
　※図書館司書の資格がある人。教員
　免許、司書教諭などの資格所持者優遇

【共通事項】
　時週 29 時間（配置校の時程による）
　額時給 1,011 円
　申３月 10 日（火）までに履歴書を
　　提出
　選面接選考（採用者には結果を通知）

教室・講座

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 ３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 ＞
費初回参加のみテキスト代 1,200 円
他要約筆記で聞こえのサポートをします。

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日３月 15 日（日）9：00 ～ 12：00
　受付　8：30 ～
場消防本部 3 階講堂
対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学
　いずれかの人
定 20 人
申３月８日（日）まで

チャレンジ介護予防入門教室
申込 市ボランティアセンター

（92）8221　FAX （92）2495

日３月９日（月）13：00 ～ 16：00
場福祉センター 2 階大会議室
内高齢者の心身の特性について、
　介護予防のための実践報告
対市内在住または在勤の人
定 20 人
申３月５日（木）まで

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
日３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

千葉県中小企業復旧支援
補助金

令和元年台風第 15 号などにより被害
を受けた中小企業者が事業再建に取り
組む経費の一部を千葉県が補助します。
詳しくは問い合わせてください。
受付期間　令和２年４月30日（木）まで
補助対象　施設費、機械装置等費、車
　　　　　両費、設備処分費、外注費
　　　　　（※保険給付を除く）
補助率　４分の３以内（限度1,000万円）
申請方法　必要書類を富里市商工会で
　　　　　確認後、申込先へ提出

【事例】
叔母が「通帳に 3,000 円しか残っておらず生活費が無くなった。」と私の母
に相談してきた。母と一緒に叔母の家に行くと、化粧品が山のようにあった。
書類などを調べると、長期間に渡って契約していたようで、約 500 万円も支
払っていた。
叔母によると、契約担当者から「こちらが質問すること全てに『ハイ』とだ
け言うように」と言われ、契約を強要されていたという。

深刻な高齢者の消費者被害！
　　　　　　　　　　見守りで防止しましょう

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

188

○アドバイス
　高齢者が長期間に渡って、大量の商品を購入させられていたという相談が
寄せられています。周囲の人が気付いたときには高額の支払い後だったと
いうケースもみられます。
このような被害を防ぐには、家族や周囲の人が、日ごろから高齢者の様子
に気を付けることが大切です。離れて暮らしている場合は、頻繁に連絡を
取っておき、帰省するときには、不審な書面や大量の商品、困っている様
子などがないか確認するようにしましょう。
少しでも気になることがあれば、本人から詳しく話を聞き、早めに消費生
活センターに相談しましょう。
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。

転居するとき（水道の使用を中止するとき）
水道料金などの精算が必要です。引っ越しの５日前までに、次の事項をご
連絡ください。
○整理番号（領収証書や使用水量等のお知らせに記載）　○住所　　○氏名　
○電話番号　　○使用中止日　　○引っ越し先の住所や電話番号

入居するとき（水道の使用を開始するとき）
○住所　　○氏名　　○電話番号　　○使用開始日
○支払い方法（口座振替または納入通知書）

ご注意ください！連絡がないと・・・
使用中止の連絡がないまま引っ越したとき

　手続きが完了するまでの水道料金などが請求されます。使用水量が０でも、
基本料金がかかります。
使用開始の連絡がないまま水道を使用したとき

　無届け使用となり、給水が停止される場合があります。

引っ越しの連絡はお早めに 

【連絡先】
ヴェオリア・ジェネッツ（株）富里営業所　 （93）1791
月～金曜日　8：30 ～ 17：30、土曜日　8：30 ～ 12：30
※日曜、祝日を除く

上下水道課　 （93）3340

３月と４月は、引っ越しが多いシーズンです。そのため、水道の開栓・閉栓
手続きが混み合うことが予想されます。
引っ越しが決まったら、早めの連絡をお願いします。

スポーツ

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３月７・28日（土）13：00～15：00
場とみさと市民活動サポートセンター

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３月３日（火）　19：00～21：00
場社会体育館 2 階アリーナＡ面
内子どもから大人まで楽しめるニュー
　スポーツ（バドポンなど）の体験
対市内在住または在勤の人
　未成年者は必ず保護者同伴
持 運動のできる服装、室内履き、汗拭

き用タオル　※飲み物は用意します。

春季（５月開催予定）・秋季大会に出
場するには登録が必要です。
新規に登録を希望するチームは、３月
13日（金）までに問い合わせてください。

仲　間　募　集

多言語を歌おう！
申込 加藤　 080（8852）6077

日 3 月 4 日（水）10：00 ～ 11：45
場  中部ふれあいセンター多目的ホール（小）
内手遊びゲームなど、誰にでもできる
　簡単な方法で多言語を身に付けます。
対親子（乳幼児可）、保護者のみの参加も可
申電話
他別日程希望の人は問い合わせ。

千葉県商工労働部経済政策課
〒 260ー8667
千葉市中央区市場町１－１

043（223）3725

市ソフトボール協会
登録受付

市ソフトボール協会　吉田
090（9007）4123
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子育て広場

コミュニティー広場

みんなで楽しく

いつまでも楽しく

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

育児講座「親子で楽しむ絵本時間」（要予約）

日 10 日（火）10：00 ～ 11：30
定親子 15 組　費 100 円
親子お話し会

日 〇 0歳・妊婦 　18日（水）15：10～15：30
 　〇 0～5歳児　19日（木）11：10～11：30

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 3 週目までの火・木曜日（10 日を除く）
　８：00 ～ 11：00
育児講座「多言語と世界の音楽で遊びましょう」

日 12 日（木）10：00 ～ 11：00

青空保育園
申込 （91）6151

移動支援

日 ６日（金）10：00 ～ 11：30
場北部コミュニティセンター
親子お話し会　日 11日（水）11：00～11：30
大きくなったね

日 31 日（火）午前と午後の帰りの会

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

子どもの遊び場ミルキー

日 内
　　〇２日（月）・12 日（木）わくわく体操
　　〇４・11 日（水）おもちゃの貸し出し
       〇７日（土）お兄さん、お姉さんと遊ぼう

若草児童館
申込 （93）8226

保育参観「つくしんぼ広場」

日随時実施　９：30 ～ 12：00
子育てサークル「おやこの森」

日 10 日（火）９：30 ～ 11：00
子育て交流の場「にこにこサロン」

日 17 日（火）９：30 ～ 11：00

富里保育園
申込 （93）0155

子育て教室「ちびたんくらす」

日２日（月）10：15 ～ 11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

日 11 日（水）９：30 ～ 11：00
　※バンビお別れ会

こひつじ保育園
申込 （93）1048

北部地域包括支援センター
日吉台 4-6-14
申込 （36）7725

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内
申込 （85）5572

南部地域包括支援センター
九十九荘向い
申込 （90）6331

医療講演会
成田富里徳洲会病院　地域連携室
申込 070（3176）9118

保育施設などの行事日程は、月を省
略していますが全て３月の行事です。

行事の詳細は、各保育施設の

おたよりやホームページなど

をご確認ください。

３月は児童扶養手当の支給月

今月は児童扶養手当の支給月です

●振込予定日　３月 11 日（水）
●支給対象月　令和２年１月～２月分
現況届を提出していない人などは支払いがで
きませんので、至急手続きをしてください。

相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。
●子育て支援課家庭児童相談室　 （93）4498

●児童相談所全国共通３桁ダイヤル   （24時間365日対応）

　 　１
イチ

８
ハヤ

９
ク

　

●千葉県子ども・家庭110番　（24時間365日対応）

　 043（252）1152

児童虐待相談窓口

子育て支援課　 （93）4497

とみさと北部ふれあいクラブ

日 10 日（火）14：00 ～ 15：30
絵手紙教室

日４・18日（水）10：00～12：00
書道教室

日 11・25日（水）10：00～12：00
ひよし健康教室

日 11 日（水）13：30 ～ 16：00

中部オレンジカフェ

日 17日（火）13：30～15：00

地域の交流スペース

「とみのわサロン」

日 27 日（金）13：30～15：00

南部ちょきん体操

日２・９・16・23・30 日（月）
　14：00 ～ 15：00

高齢者サロン

「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

日 20 日（金・祝）14：00 ～ 15：00

施設などの行事日程は、月を省略し
ていますが全て３月の行事です。

必見！

～日帰りでできる下肢静脈瘤の治療～

日 23 日（月）14：00 ～
場福祉センター視聴覚室
講村山弘之さん
　（成田富里徳洲会病院副院長）

４月のプレパパママ教室（全4回）

対 令和２年７～９月に出産予定で初産の人
日 内①４月２日（木）
　　 ●オリエンテーション　●妊娠中の生活
　    ●ママと赤ちゃんのお口の手入れ＆栄養
　　 ②４月９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
　　 ③４月 16 日（木）
　    ●お風呂の入れ方　●おっぱいとミルクの話
　　 ④４月 23 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 9：30 ～ 12：00　持母子健康手帳
場 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
費 750円（テキスト・試食代）　申３月30日（月）まで
申込 健康推進課　 （93）4121
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よ む よ む

富里市立図書館　☎（90）４６４６　
                         （9:30～17:00）

ht tps : //www. l i b ra ry . tom i sato . ch i ba . j p/

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

※対象者には通知します。
日時…３月 17 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 31 年４月・令和元年５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

もぐもぐごっくん離乳食教室
母子保健班

日時…４月６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…電話予防接種の確認を！
母子保健班

定期予防接種は、対象年齢を過ぎると
有料になります。
年齢を過ぎて終了していない予防接種
がある人は、問い合わせてください。

接種時期

■ＭＲ（麻しん風しん混合）
　平成 25 年４月２日～平成 26 年４
　月１日生まれの人は、小学校入学前
　の３月 31 日まで
■日本脳炎２期
　９歳～ 13 歳未満で接種
　※１期３回を終了していない人は、
　　相談してください。
■二種混合
　11 歳～ 13 歳未満で接種
　※三種混合または四種混合を終了し
　　ていない人は、相談してください。

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 31

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。

記念親子おはなし会

来館者 500 万人記念親子おはなし
会を開催します。
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。
日時…11 日（水）10：30 ～
場所…２階研修会議室３

３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 ～

陽炎の辻　完結編　【88 分】
2017 年公開
出演　山本耕史　中越典子　ほか

坂崎磐音が帰ってくる！
８歳の息子、空也の父となった剣豪・坂崎磐音。
そこに弟子入りを願い出たのは、白河藩・藩主松平定信。
磐音をなきものとしたい幕府の権力者・田沼意次、
その田沼意次を討つため、磐音に協力を求める松平定信。
磐音、意次、定信、三者三様の「父子の誓い」を胸に秘め、
最後の戦いの幕が上がる。

※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。

３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）
健康相談（要予約） ★ 9：30 ～ 11：00
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８月生まれ）
★ 13：00 ～ 13：30

６（金）
3 歳児健診

（平成 28 年９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

（令和元年 10 月生まれ）
★ 13：00 ～ 13：30

16（月）
２歳児歯科健診

（平成29年12月・平成30年１月生まれ）
★ 13：00 ～ 14：00

３月の個別予防接種
母子保健班

※対象者には通知します。
※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２年１月生まれ
ＢＣＧ　令和元年 10 月生まれ
４種混合　令和元年 12 月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘

　平成 31 年２月生まれ
日本脳炎　平成 29 年２月生まれ

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

１月 10 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。

臼井　心
き よ は

晴　　鎌形あおい

上川　万
ま ゆ

結       河野　　樹
いつき

  

國分あやめ　　島津　珠
す ず

々

　　菅谷　都
み や び

陽　　鈴木　渚
な ぎ さ

彩　　

髙橋　優
ゆうしん

心　　瀧 　　優
ゆう

武田　文
ふ み か

果　　田代　星
せ な

渚

土屋　星
せ な

七　　寺本涼
すずのすけ

之典

戸井　彩
あ や か

夏　　富樫　怜
れ お

央

野老　　歩
あゆむ

　　 原さくら

藤原　楓
ふ う と

仁　　前田　義
よしはる

治

山口　廉
れ ん と

和　　山之内梨
り の

乃

横川　威
い ふ う

風　　吉岡　優
ゆ う ま

真
　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

献血 in 富里市役所
成人保健班

日時…３月 23 日（月）
　　 　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）

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。

はるのおはなし会

わらべうたや昔話を楽しみませんか？
■日時　３月 25 日（水）   
               ① 10：30 ～ 11：00　 ② 13：30 ～ 14：30　　　
■場所　2 階研修会議室３　■定員　各回 30 人
■内容・対象者　①わらべうたと絵本の会・０歳から未就学の親子
　　　　　　　　②おはなしと絵本の会・大人
■語り手　図書館ボランティア「もりのなか」、図書館職員　
■申込　当日、各開催時間の５分前に２階ロビーで受け付けます。

慢性腎臓病予防講演会を開催
糖尿病の重症化予防についてー減塩との関係ー

１月 26 日、中央公民館で開催された講演会に 108 人が参加しました。
講師の平井愛山さん（千葉県循環器病センター理事）から、塩分の取
りすぎと病気との関係や減塩の賢い方法などを、楽しく学びました。

１食あたり　
食塩量２グラム、タンパク質量 20 グラム
2020 年にちなんで、２グラム、20 グラムを
毎食の目安にしてください。

腎臓をいたわる理想的な食事とは？

塩分をとりすぎていませんか？

みそ汁

おひたし

肉じゃが焼魚

たくあん３枚

1.6 グラム

1.0 グラム

0.6 グラム

1.6 グラム

1.5 グラム 塩分 6.3グラム
※１食で

栄養ワンポイントアドバイス
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３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

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

○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２階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（５日（木）から受付開始）

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

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

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○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
社会体育館休館日

○心配ごと相談
〇交通事故相談
　※１

○こころの相談室

15 16 17 18 19 20 21
○法律相談 ※２
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談 ○年金相談 ★春分の日

中央公民館休館日

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

社会体育館休館日

○人権・行政・ 
　心配ごと相談

29 30 31
○法律相談 
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○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　２日（月）、９日（月）、16 日（月）、20 日（金・祝）、23 日（月）、30 日（月）
●使用申請受付は３日（火）～（受付時間 8：30 ～ 17：15）

　公民館棟令和２年６月使用分・講堂棟令和２年９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）　　　北総管工設備㈲　 （93）1288

広報とみさとの発行を
　　　ＬＩＮＥでお知らせ

スマートフォンなどで
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
できませんので、ご了承ください。

【登録方法】左のＱＲコー

ドを読み込むか、「ＩＤ検

索 」 で、@tomisato_

city を検索し、友だち

追加ボタンを押してくだ

さい。

　　　　　　　　　　　　　

３月２日（月）

国民健康保険税　第８期
後期高齢者医療保険料　第８期

 介護保険料　第８期

納期内納付にご協力ください

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。
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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。

法務大臣から人権擁護委員を委嘱
内田和子さんが就任

委嘱された内田さん

令和２年１月１日付けで、内田和子さん（立沢）が人
権擁護委員に委嘱されました。任期は３年です。

人権擁護委員として長年の功績が認められ
法務大臣から林田美惠子さんに感謝状が贈呈

林田美惠子さん（中沢）は、平成 26 年１月
１日～令和元年 12 月 31 日までの２期に渡
り人権擁護委員として尽力し、その功績によ
り法務大臣から感謝状が贈呈されました。

▲

1 月 15 日に市長を表敬訪問されました。

問・申込先　
　 総務課　 （93）1113   
　〒 286-0292（住所不要）

■職種（例）　
　○事務補助　○保健師　○看護師　○歯科衛生士　○保育教諭　○助産師
　○幼稚園補助教諭　○道路作業員　○個別指導補助員　○図書館司書　など
■勤務条件など　
　(1) 任用期間　令和２年４月１日（水）～令和３年３月 31 日（水）
　(2) 勤務日数・時間　週１日～５日、１日７時間 45 分以内の勤務
　　  ※配置所属により、勤務日や勤務時間が異なります。
　(3) 給料（報酬）　職種により異なります
　　 （例）一般事務　フルタイム 148,600 円～ 153,000 円
                                 パートタイムの場合は時給に換算
　　 ※任期６カ月以上で週 23 時間 15 分以上の勤務の場合、
　　　 期末手当（任期により最大 2.6 月分／年）が支給されます。
        ※交通費は常勤職員に準じ、実費相当額を支給します。
   (4) 社会保険、雇用保険など規定に基づき適用 
        ※フルタイム会計年度任用職員は、任期により、 共済組合の加入や退職手
　　　 当支給の対象になります。

富里市まちづくり市民会議から
提言書が提出されました

12 月 26 日、富里市まちづくり市民会議（座長：伊藤裕通委員）の第 6 回会
議が開催され、市長に提言書が提出されました。
本会議は、市の新たな総合計画の策定にあたり、市
民と協働による計画づくりを進めるため、昨年 7 月
に設置されました。メンバーは、公募による市民
14 人で構成されています。
約半年間にわたり 6 回開催してきた会議では、これからの富里のまちづくりに
ついて、意見交換を行い、その結果を提言書としてまとめ、提出して頂きました。
この提言書は、市公式ホームページ、企画課窓口で閲覧できます。また、これ
までのまちづくり市民会議の模様も、市公式ホームページに掲載しています。

令和２年度　会計年度任用職員募集

健
　
康

令和元年度しっかり！筋力アップ教室が終了
８月からの半年間
筋力トレーニングに取り組みました

ロコモティブシンドローム予防のための
「筋力アップ教室第 6 期」を開催し、参
加した 21 人が 3 か月間継続して取り組
みました。今年度は自宅でも継続できる
よう、クール終了後、さらに 3 か月の継
続教室を実施しました。
教室では、順天堂大学協力による専門的
プログラムの筋力トレーニングを８月～ 10 月の 3 か月間、週 2 日取り組み、
前後で体力測定や栄養調査を行いました。その結果、約７割の参加者に下肢筋
力の改善が見られました。参加当初、ロコモティブシンドロームの指標である

「ロコモ度」が危険信号であった人も、改善がみられました。
参加した皆さんからの声

●動くのが楽になった　
●腰痛がよくなった気がする
●姿勢がよくなった　●栄養指導がよかった
●参加者と会えることが楽しみ
●メンバーと一緒できつい内容も頑張れた

会計年度任用職員とは

地方公務員法の改正に伴い、令和２年４月
から任用される非常勤職員です。採用後は、
地方公務員として勤務し、地方公務員法上
の服務に関する規定が適用されます。

毎年恒例のスイカロードレース大会に、大会スタッフＴシャツを着て競
技役員として参加してみませんか？

ボランティア募集

問     富里スイカロードレース大会実行委員会事務局（社会体育館内）
　 （93）１１４５

第 37 回富里スイカロードレース大会６月 21 日（日）開催

― その２―

勤務時間が、週 38 時間 45 分（週５日、１日７時間 45 分）をフルタイム会計年度職員、
週 38 時間 45 分未満をパートタイム会計年度任用職員とします

採用までの流れ

採用手続に必要な
書類の提出

※名簿登録期間は、履歴書受付日～令和 3 年 3 月 31 日までです。名簿に登録
されても、必ず採用されるものではありません。

会計年度任用職員
登録者名簿に登録

各課担当者から
面接などの連絡

面　接

採用手続合否の連絡

総務課人事給与班へ
履歴書を提出（郵送可）応

募
者

勤務開始

富
里
市

■市立こども園・幼稚園　会計年度任用職員　※勤務日時など、詳しくは問い合わせてください。
場　所 業務内容 給料（報酬） 資　格 問い合わせ

葉山こども園（パートタイム）
園児の保育・教育

時給 991 円～ 1,200 円 保育士・幼稚園教諭の有資格者 （93）1215
富里幼稚園 フルタイム  月給 161,300 円～ 195,400 円 

パートタイム時給 991 円～ 1,200 円 幼稚園教諭の有資格者
（93）2387

浩養幼稚園 （94）0054  

■簡易マザーズホーム　会計年度任用職員　※勤務日時など、詳しくは問い合わせてください。
場　所 業務内容 給料（報酬） 資　格 問い合わせ

簡易マザーズホーム 利用児のグループ療育と個別指導 月給 196,900 円 保育士の有資格者 （92）2302  
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