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新型コロナウイルス感染症
の影響により、掲載してい
るイベントなどが中止にな
る場合もあります。
ご了承ください。

市民の皆さまへ～新型コロナウイルス感染症について～

新型コロナウイルス感染症が国内で拡大しており、市民の皆さまも大変心配されていることと存じます。

本市でも、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全庁体制で、市民の皆さまを守るための対策に

取り組んでいます。

政府の要請に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、そして何よりも子どもたちの安全を考

慮し、市内の全小・中学校を３月５日～２４日まで臨時休校としました。また、公共施設の一時休館、市

主催のイベント中止等、大変ご迷惑をおかけしております。

保護者の皆さまをはじめ、学校、学童クラブ等、関係者の皆さまには、特段のご配慮とご協力をいただき、

心から感謝申し上げます。

引き続き、感染予防対策として、手洗い、咳エチケットの徹底などの自己管理をお願いするとともに、今後も、

市民の皆さまの健康を守ることを第一に、鋭意、対策を講じてまいります。

富里市長　五十嵐　博文
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概要（前年度との比較）
歳入

▲

市税は、法人市民税、固定資産税、軽自動車税の増などにより、
　3,965 万 5 千円増（0.6％増）

▲

各交付金は、地方消費税交付金、環境性能割交付金、法人事業税交
　付金の増などにより、
　1 億 4,738 万 5 千円増（14.9％増）

▲
国庫支出金は、子育てのための施設等利用給付交付金、保育所運営

　費負担金の増などにより、
　1 億 6,052 万 9 千円増（7.1％増）

▲

市債は、八富成田斎場維持管理事業債の増などにより、
　3,380 万円増（5.0％増）

歳出

▲

総務費は、基金事業や総務管理事業の増などにより、
　2 億 9,305 万 2 千円増（17.4％増）

▲

衛生費は、八富成田斎場維持管理事業や廃棄物処理事業の増などにより、
　8,062 万円増（6.9％増）

▲

商工費は、企業誘致事業や商工総務事業の増などにより、
　866 万 6 千円増（6.2％増）

▲

消防費は、消防本部庁舎改修事業や消防通信管理事業の減などにより、
　1 億 2,007 万 6 千円減（14.9％減）

特別会計
会計名 予算額 前年度比

  国民健康保険 57 億 4,039 万円 △ 0.7％

  介護保険 26 億 8,021 万３千円 1.8%

  後期高齢者医療 4 億 9,417 万 9 千円 18.1%

合　　　計 89 億 1,478 万２千円 0.9％

企業会計
会計名 予算額 前年度比

  水道事業 14 億 2,412 万 7 千円 0.4％

  下水道事業 12 億 5,685 万 5 千円         5.0％     

合　　　計 26 億 8,098 万 2 千円 ―　

諸収入（3.2％）
4 億 7,525 万 7 千円

自主財源
50.4％

依存財源
49.6％地方交付税（12.1％）

18 億 173 万 6 千円

市町村ごとの格差を解消する
ために国から交付されるお金

県支出金（8.1％）
12 億 1,240 万 9 千円

県から交付される補助金など

繰越金（2.0％）
3 億円

その他（1.9％）
2 億 7,812 万 6 千円

国庫支出金（16.1％）
24 億 1,291 万 5 千円

国から交付される補助金など

市債（4.7％）
7 億 620 万円

国や銀行等から借りるお金（借金）

各交付金 （7.6％）
 11 億 3,843 万 5 千円

繰入金（2.0％）
3 億 357 万 7 千円

基金（市の貯金）から引き出すお金

市税（41.3％）
61 億 6,509 万 2 千円

市に納められる税金

歳  入

地方譲与税（1.0％）
1 億 5,025 万 3 千円

国税として徴収した租税から
地方自治体に譲与されるお金

その他
7,066 円

（2.4％）

3 億 5,487 万 6 千円

消防費
 13,677 円

（4.6％）

6 億 8,680 万 9 千円

衛生費
24,950 円

（8.4％）
12 億 5,294 万 4 千円

教育費
27,264 円

（9.1％）
13 億 6,911 万 3 千円

土木費
22,265 円

（7.5％）
11 億 1,809 万 8 千円

農林水産業費
5,282 円

（1.8％）

2 億 6,522 万 7 千円

民生費
123,462 円

（41.5％）

61 億 9,987 万 8 千円

総務費
39,460 円

（13.2％）

19 億 8,155 万 9 千円

公債費
34,162 円

（11.5％）

17 億 1,549 万 6 千円

令和２年２月29日現在の人口50,217 人で計算

1年間の市民１人あたり予算

２９７，５８８円

※下段の金額は目的別予算額

義務的経費
（62.1％）

人件費（24.3％）
36 億 2,721 万 5 千円

職員給与、議員報酬など

扶助費（26.3％）
39 億 3,516 万 7 千円

子育てや高齢者、
障がい者への助成など

その他（3.3％）
4 億 9,173 万 1 千円

繰出金（5.8％）
8 億 6,920 万 7 千円

特別会計に繰り出しする経費

普通建設事業費等（3.3％）
4 億 9,603 万 9 千円

道路や学校などの
公共施設を整備する経費

補助費等（10.3％）
15 億 3,691 万 3 千円

団体等への
負担金や補助金

物件費（15.2％）
22 億 7,223 万 2 千円

旅費や委託料など
消費的経費

その他
（34.6％）

歳  出
（性質別）

投資的経費
（3.3％）

公債費（11.5％）
17 億 1,549 万 6 千円

市債（市の借金）
の返済経費

令和２年度  当初予算 令和２年度予算案が３月定例市議会で可決されました。今回は、予
算の概要などについてお知らせします。なお、市公式ホームページ
で「当初予算の概要」と「予算書」を見ることができます。
問財政課　 （93）1115

一般会計予算  149 億 4,400 万円
前年度比　5.0％増
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財政状況と取り組みについて
一般会計当初予算規模の推移

これまでに行っている
具体的な取り組み例

○市長、副市長、教育長の給与の減額
→年間 426 万円の減額

○富里市定員適正化計画による職員の採用　
→職員数 23 人減（短時間勤務含む）

　平成 27 年 4 月 1 日：476 人
↓

令和 2 年 4 月 1 日：453 人
○市の負担が大きい事業を中心とした、事業
　の見直しによる経費削減
○市債発行上限額２億５，０００万円以下（臨
　時財政対策債を除く）に抑制
○災害の発生に備えるなど、各種基金に総額
　約３億 7,000 万円を積立

平成 20 年代に施設の老朽化などから、大規模な投資事業を展開したことなどにより、当初予算規模は平成 27 年度には過去最大規模
となりました。
また、近年ではその大規模な投資事業をしたことにより、市債の返済経費が高止まりの状況となり、社会保障関連経費は、少子高齢化
の進展や各種制度の改変などにより、財政需要は増加し続ける一方、事業の継続性の確保や多様化する行政ニーズに対応するため、財
政調整基金の繰入（貯金の取崩し）に依存した状況が続いています。
さらに近年では、頻発する大規模自然災害や新型病原菌の発生などの備えも望まれています。そのような状況を踏まえ、令和２年度予
算編成では、課題を抽出し状況改善のため対応に取り組んでいます。
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▼課　題　○ 市債及び財政調整基金繰入金に依存した予算
　　　　　　　事業を展開するにあたり、市債や財政調整基金繰入金
　　　　　　　といった「借金」や「貯金」に財源を依存している状
　　　　　　　態が続いてきました。
　　　　　　
　　　　　　○ 義務的経費の増加
　　　　　　　社会保障関連経費などについて、毎年度大きく増加し
　　　　　　　ていることに加え、市債を発行してきたことから、毎
　　　　　　　年度の償還金が増大してきました。

　▼対応策　○「歳入に見合った歳出」構造への転換
　　　　　　　事業の選定については、優先度などを十分に見極める
　　　　　　　とともに、財源としての市債の発行額を減らして、市
　　　　　　　債現在高の抑制を図りました。
　　　　　　
　　　　　　○ 事業の見直しなどによる歳出の削減
　　　　　　　限りある財源を有効活用するため、実施する事業につ
　　　　　　　いても内容などの見直しにより歳出の削減に努めまし
　　　　　　　た。また、経常的に支出される経費についても削減に
　　　　　　　努めました。
　　　　　　
　　　　　　○歳入拡大に向けた歳入改革の強化
　　　　　　　新たな財源確保を図るため、市街化区域内の用途地域
　　　　　　　について見直しを進めています。

一般会計当初予算規模の推移からみる課題と対応策

安心・安全な暮らしを守るために

市債の返済経費の高止まりや高齢化の進展な
どによる社会保障関連経費の増加が見込まれ
るとともに、市の発展とともに整備した道路
や学校などの老朽化への対応が求められるこ
とから、引続き歳入に見合った歳出構造への
転換を図り、健全な財政運営による持続可能
なまちづくりを目指してまいります。



施政方針

①手をつなぎ、みんなで目指す、
　明るく元気なまち
▼児童福祉の充実
幼保連携型認定こども園において、就学前
の教育と保育を一体的に提供し、子どもた
ちの心豊かな成長と幼児教育の連続性を確
保するとともに、幼児教育の無償化も実施
されたことから、更なる待機児童の解消に
努めてまいります。
子育て世代包括支援センターは、令和２年
度中の開設を目指し、妊産婦及び乳幼児の
健康の保持及び増進に関する包括的な支援
を行うことにより、妊娠期から子育て期に
わたる切れ目のない支援体制を構築いたし
ます。
▼高齢者福祉の充実
高齢者の生活を支える介護サービスの充実
を図り、地域コミュニティの形成を目指し
てまいります。
また、地域包括支援センターを中心に、い
つまでも健やかに住み慣れた地域で暮らせ
るよう支援してまいります。
▼健康づくりの充実
順天堂大学の協力のもと、筋力アップのた
めの健康づくり教室事業を引き続き実施し、
健康づくりへの意識の高揚を図り、介護予
防に繋げてまいります。

②教えあい、みんなで学ぶ、
　心の豊かさと愛を育むまち
▼生涯学習・文化の振興
本市の重要な歴史資源である旧岩崎家末廣
別邸を、教育施設として、また、観光資源
として公開活用できるよう取り組んでまい
ります。

▼学校教育の充実・学校施設の整備
学校教育の充実は、市内小・中学校に外国
語指導助手などを配置し、英語教育及び国
際理解教育の充実を図ってまいります。Ｉ
ＣＴ環境の整備は、順次大型モニターの設
置を行ってまいります。学校施設は、防火
シャッター等を改善するとともに、富里南
小学校の空調機設備の更新を実施いたします。
▼平和意識の向上
平和への取組の推進は、核の廃絶を求める
非核宣言自治体として、戦争の悲惨さや平
和の尊さを次世代に伝えるため、市内中学
生の代表を、被爆地である長崎へ派遣する
平和学習リーダー派遣事業を実施します。
▼男女共同参画社会の推進
男女共同参画社会の推進は、「富里市男女
共同参画計画第２次改訂版」に基づき、様々
な分野において女性が活躍できる環境づく
りや男女共同参画のための意識啓発などに
取り組んでまいります。

③みんなが活躍し、農・商・工が
　ともに輝く活力あるまち
▼農業の推進
台風による被害の復旧を第一に注力し、基
幹産業である農業の復興に全力で努めてま
いります。また、「すいか」栽培の促進と
生産者減少の抑制のため、すいかの里生産
支援事業 を引き続き実施し、「富里すいか」
の積極的なＰＲに努めながら、産地活性化
を図ってまいります。有害鳥獣問題は、富
里市鳥獣被害対策実施隊の積極的な活動を
支援するなど、安全安心な農作物生産に資
するための対策を総合的に実施してまいり
ます。

▼産業の振興
産業の振興は、「富里市産業振興ビジョン」
に掲げる各種施策を推進し、地域経済の発
展と市民生活の向上を目指してまいります。
また、融資制度を推進するとともに、商工
会や金融機関との連携を密にし、商工業の
促進と地域の活性化が図られるよう取り組
んでまいります。
▼観光の振興
観光の振興は、スイカオーナー制度や馬に
関連する事業などを実施するほか、県内外
の物産展への出展や観光パンフレットの配
布、観光ＰＲ動画、フィルムコミッション
などにより富里の魅力を発信してまいりま
す。また、岩崎家ゆかりの地である高知県
安芸市、岩手県雫石町、東京都台東区と広
域連携を図り、文化、観光、産業分野など
における交流を促進してまいります。

④人と自然が調和し、安全安心なまち
▼環境保全の推進
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの
削減に向けた取組と、住宅用省エネルギー
設備設置に対して補助を行い、省エネル
ギー設備の普及と環境への負荷低減を促進
してまいります。
▼災害に強いまちづくりの推進
学術機関との連携により国土強靭化地域計
画の策定を実施いたします。情報伝達手段
となります防災行政無線は、適切な維持管
理に努め、迅速な災害対応を図るため、移
動系無線の整備を進めてまいります。
▼消防救急体制の充実
消防本部庁舎等の計画的な更新整備と維持
管理に努め、市民の皆様の安全安心に向け
た消防体制を構築してまいります。消防の
広域化については、県の主導により課題整
理や広域化について積極的に取り組んでま
いります。
▼防犯対策の充実　
防犯カメラの設置や、区、自治会等が管理
している防犯灯のＬＥＤ化への補助を行い、
官民が連携して安心して暮らせるまちづく
りを推進してまいります。

⑤市民のこころをむすび、
　可能性を未来につなぐまち
▼市街地の整備と計画的土地利用
市街地の整備と計画的土地利用の推進は、
現行の市街化区域内へ医療・福祉・商業等
の生活サービスを誘導し、生活利便性の向
上と地域経済の活性化を図るため、都市計
画用途地域の見直しを行うとともに、市街
化調整区域は、規制緩和を千葉県に対して
強く要望しており、それらの実現を図るこ
とで、新たな企業立地の受け皿づくりによ

る歳入改革を進め、より豊かな居住環境の
実現による持続可能なまちづくりを目指し
てまいります。また、東関東自動車道富里
インターチェンジ周辺は市の表玄関として
良好な市街地の形成を図ってまいります。
▼活力を呼び込む交流基盤の整備
市民生活の向上や市内経済活動の持続的
発展を支えるため、都市計画道路３・４・
２０号成田七栄線、市道０１－００７号線
をはじめとする幹線道路や生活道路の計画
的な整備と維持管理に努めるとともに、大
雨等による冠水を解消するため、排水対策
事業を実施してまいります。
▼暮らしを支えるライフライン
安定した経営基盤のもと、将来に渡り安全
で良質な水道水を供給できるよう、引き続
き新水道ビジョン・経営戦略の策定に取り
組んでまいります。また、老朽化した施設
や管路について計画的な更新に努めてまい
ります。公共下水道は、下水道事業経営戦
略の策定に取り組み、経営の効率化・健全
化に努めてまいります。

⑥市民と行政の
　気持ちの共有による自立したまち
▼協働のまちづくり
市民活動支援補助金制度、協働のまちづく
り講座、市民活動フェスタなどを引き続き
実施し、地域課題の解決に取り組む市民活
動団体等の拠点である市民活動サポートセ
ンター機能の充実を図ってまいります。
▼組織機構
新たに「経営戦略室」を設置いたします。
専門セクションによる経営といった概念に
基づき、各種事業に対し様々な角度からの
提言を行うことで、効率的で効果的な行政
運営に繋げてまいります。
▼広域の連携

「成田国際空港の更なる機能強化に関する
確認書」に基づき、現在、国、県、空港周
辺９市町、空港会社の四者と協議しながら、
具体的な地域振興策等について検討を進め
ているところであり、引き続き、本市の発
展に結びつくよう取り組んでまいります。

本年最初の市議会定例会は、2月 19日（水）に開会し、市

長がこれまでに取り組んだ主な市政の報告と、令和2年度の

市政運営の基本的な考え方となる施政方針を述べました。

主な市政の進捗につきましては、災害対応において、より強固な危機管理体制を築くため、
市と日本大学の三学部における包括連携に関する協定書を締結しました。
市民との対話につきましては、市内在住、在勤、在学するおおむね 10 名以上のグループ
を対象に、私が各地域へ出向き、対話を行う「まちかど市長室」を２月から開始しており
ます。効果ある施策の充実を図るため、「行政アドバイザー」を設置し、職員の育成や各
種施策の推進を図ってまいります。
次に、市政運営に関します基本的な考えを申し上げますと、昨年の台風等の災害による
完全復旧までは今年が大変重要な年と認識しており、早期復旧に向け、国・県と連携し、
取り組んでまいります。
新年度予算案は、復興財源が重くのしかかりますが、今年は何といっても東京オリンピッ
ク・パラリンピックの年であり、日本にとっては節目の年でもあります。まさに富里市が
変わる年であります。私はこの困難を契機に歳入拡大に向けた歳入改革の強化を柱に健全
な財政運営による持続可能なまちづくりを目指し、職員が一丸となって富里市の発展のた
め前へ前へと進んでまいります。
それでは、総合計画の基本構想に掲げております、まちづくりの目標に沿って、主要施策
の概要を申し上げさせていただきます。
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【主要事業】
　子育て世代包括支援センター運営事業 　
　　　　　　　　　　　　　　　2,857 千円
　筋力アップのための健康づくり教室事業　
　　　　　　　　　　　　　　　1,339 千円
　成田赤十字病院医療機器整備補助事業 　
　　　　　　　　　　　　　　　3,166 千円
　自立生活支援事業　　　　　 33,564 千円
　賦課徴収事業（介護保険特別会計）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　2,417 千円

【主要事業】
　文化財事業　　　　　　　　17,627 千円 
　郷土資料展示事業　　　　      5,970 千円
　教育指導事業　　　　　　　68,933 千円
　英語教育推進事業　　　　　20,453 千円
　小学校教育振興事業　　　　47,886 千円
　既存不適格事項対応事業（小学校）　
　　　　　　　　　　　　　　  6,703 千円 
　空調機更新事業　　　　　　  5,925 千円
　平和施策事業　　　　　　　  1,297 千円

【主要事業】
　県営畑地帯総合整備事業　25,903 千円

すいかの里生産支援事業　13,463 千円
有害鳥獣被害防止総合対策事業　
　　　　　　　　　　　　  4,073 千円
制度資金事業　　　　　　50,918 千円
産業振興推進事業　　　　　  410 千円
観光推進事業　　　　　　  5,370 千円
岩崎家ゆかりの地広域連携事業　
　　　　　　　　　　　　  1,428 千円

【主要事業】
　地球温暖化対策事業　　　　3,009 千円

環境基本計画策定事業　　   3,754 千円
防災事業　　　　　　　　　3,127 千円
防災行政無線事業　　　　　8,515 千円
国土強靭化地域計画策定事業　235 千円
消防通信管理事業　　　　 19,633 千円
消防本部庁舎改修事業　　　2,948 千円
防犯灯事業　　　　　　　 15,961 千円
交通安全施設整備事業　　 12,960 千円

【主要事業】
都市計画策定事業　　　　　   4,048 千円

　七栄新木戸地区土地区画整理事業　
　　　　　　　　　　　　　　93,289 千円
　成田財特路線整備事業　　　42,132 千円
　街路整備推進事業　　　　　46,260 千円
　道路改良事業　　　　　　　66,259 千円

【主要事業】
　協働のまちづくり推進事業　2,538 千円
　市民活動サポートセンター事業
　　　　　　　　　　　　　　7,406 千円

企画事業　　　　　　　　17,767 千円
ふるさと応援基金事業　　10,435 千円

【他の自治体へふるさと納税を
　　　　　　　　お考えの方へ】

他の自治体へふるさと納税をする
ことにより、行政サービスを提供
する財源の根幹である税収が減少
しています。　市では、ふるさと
納税による寄附金税額控除により
令和元年度の市税が、約 3,238 万
円減収となりました。

問 企画課　 （93）1118
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市では、協働によるまちづくりを目指して、自主的・継続的に公益的な活動（市
民活動）を行う団体を支援するための「市民活動支援補助金」制度があります。
　「チャレンジ部門」「コラボ部門」では、自治会などの地縁による団体も、
従来の親睦活動などとは別に行う市民活動については、対象となります。
　補助金の活用を希望する団体は、市民活動推進課窓口または電話で問い合
わせてください。
※補助金に関する相談は、市民活動サポートセンターでも行っています。

■補助対象事業
　市内を活動の拠点とし、自ら課題を見つけ、自主的に取り組む公益的な活動

■対象事業期間　補助金交付決定の日から令和３年３月 31 日

■応募期間　４月１日（水）から４月 30 日（木）まで

■審査方法
　市協働のまちづくり推進委員会による公開プレゼンテーション審査
　（５月中に開催予定。詳細は後日通知します。）

■その他
「富里市市民活動支援補助金募集要項」を市民活動推進課窓口、とみさと
市民活動サポートセンター、日吉台出張所で配布のほか、市公式ホーム
ページに掲載しています。

　※支援補助金が予算額に達した時点で、応募は終了となります。

市民活動支援補助金令和２年度事業募集

～安心して市民活動を行うために～

市民活動総合補償制度

市民の皆さんが安心して市民活動を行えるよう、市が保険料を負担し、活動
中のけがや損害賠償を補償します。
申し込みや登録などの、事前の手続きも不要です。

■補償内容　傷害補償、損害賠償補償
■補償対象者　○市民活動に直接参加する人
　　　　　　　○市民活動の運営に従事するなど、主体的な立場で活動を行う人
■補償対象になる市民活動
　○次の項目にすべて該当する団体が、無報酬（実費費用弁償程度の場合を
　　含む）で行う活動
　　・市内で市民活動を行うことを目的にしている
　　・原則として５人以上で自主的に組織されている
　　・市内に活動の拠点がある
　○市が主催または共催する事業でのボランティア
　【例】
　①地域福祉活動
　　・区、自治会の公益活動　・交通安全活動　・防犯活動
　　・防火、防災活動　・資源回収、リサイクル活動　・清掃活動
　　・森林、里山のボランティア活動　など
　②社会奉仕・社会福祉活動
　　・社会福祉施設などへの援護活動（建物の修理、習い事指導、慰問、
　　　傾聴、手話など）
　　・在宅老人、障害者（児）への援護活動　など
　③青少年健全育成活動
　　・子ども会の公益活動　・非行防止パトロール　など
　④市主催・共催事業
■その他

○この補償制度は、市民活動におけるすべての事故を補償の対象とする
　ものではないため、対象とならない活動や事故もあります。
○不特定多数の人が参加するイベントなどでは、民間の行事保険（レク
　リエーション保険）への加入をお勧めします。

　市の特産品で大切な地域資源でもある「すいか」栽培の促進と、生産者の減
少の抑制を図り、富里すいかの産地維持を目的に、奨励金を交付します。
■対象　
●すいか栽培をしていて、次の要件を全て満たす生産者または生産者の
委任を受けた出荷組合
　○市民（住民基本台帳に記載されている）ですいかを生産している　
　○販売・出荷を目的に栽培している
　○生産履歴の記帳を実施している　
　○栽培面積を維持する意欲がある
●対象作型
　　半促成栽培または普通栽培で、おおむね５～８月に出荷されるもの
■補助額
　　１a 当たり１，０００円（10 a を超えた部分から適用）
　　対象作型の出荷・販売終了後に交付
■申込
　　４月 24 日（金）までに、農政課で配布している申請書と必要書類（※）
　　を窓口に提出。※必要書類は、申請書配布時に説明します。

すいかの里生産支援奨励金

し尿くみ取り・浄化槽清掃業務は休業です

ゴールデンウィーク前にくみ取りを希望する人は、４月 15 日（水）までに該
当する地区の許可業者に、余裕をもって申し込んでください。
※５月７日（木）からは平常通りです。
㈲下総衛生　 （93）1101
■対象地区　日吉台、日吉倉、久能、大和、七栄、根木名、十倉（大堀）、
　　　　　　御料（葉山）
大成企業㈱　 043（443）3231
■対象地区   新橋、中沢、新中沢、高松、立沢、立沢新田、高野、
                    十倉（大堀を除く）、御料（葉山を除く）、美沢

4 月 29 日（水・祝）、５月２日（土）～６日（水・振休）

ゴールデンウィーク中の
ごみ収集とクリーンセンターの受け入れ

月 日・曜日 クリーンセンターの受入搬入時間 ごみ収集

4
29 日（水・祝） 閉　　　所

通常収集
30 日（木）  8 ： 3 0 ～ 1 2 ： 0 0 退場

1 3 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0 退場

５

 １ 日  （金）
 ２ 日  （土） 　8 ： 3 0 ～ 1 2 ： 0 0 退場
 ３ 日  （日・祝）

閉　　　所

休　み
 ４ 日  （月・祝）

通常収集
 ５ 日  （火・祝）
 ６ 日  （水・振休）

 ７ 日  （木） 　8 ： 3 0 ～ 1 2 ： 0 0 退場
1 3 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0 退場

古紙の拠点回収

■日時　４月 26 日（日）　※雨天決行
             ９：00 ～ 11：30、13：00 ～ 15：00
■場所　中部ふれあいセンター駐車場
■その他    ○地域の資源回収は、今まで通り行います。
　　　　　 ○事業ごみやその他のごみは回収できません。
■出し方　
新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、
紙封筒、トイレットペーパー・ラップ
フィルムの芯

種類ごとにひもで束ねてください。

飲料用紙パック
水洗いし、切り開き、乾かして、
ひもで束ねてください。

パッケージペーパー
（お菓子の箱、紙袋など）

紙袋に入れるか、ひもで束ねて
ください。

問市民活動推進課　 （93）1117

問市民活動推進課　 （93）1117

問農政課　 （93）4943

問クリーンセンター　 （93）4529

問環境課　 （93）4946

問環境課　 （93）4945
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狂犬病集合予防注射

当日午前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て
いるときは、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、実施中の会場より後の日程は全て中止
になります。

4月６日（月）～13日（月）

大切な愛犬のために

千葉県動物愛護センターからのお知らせ

犬のしつけ方教室
○基礎講座
　　■日にち　４月 16 日（木）、５月７日（木）、　6 月 25 日（木）
　　■時間　　10：00 ～ 12：00　　　受付　9：30 ～ 10：00
　　■定員　　20 組
  　 ■その他　飼い犬は同伴できません。
○実技講座　　飼い犬同伴で参加できる教室です。
　　■日にち　４月 16 日（木）、５月７日（木）、　6 月 25 日（木）
　　■時間　　13：00 ～ 15：00　　　受付　12：30 ～ 13：00
　　■定員　　先着３組以上 10 組
　　■費用　　3,000 円（消費税別）
　　■申込　　（公財）千葉県動物保護管理協会
　　　　　　　　　　　 　043（214）7814

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。
譲渡の条件は、事前にホームページなどで確認してください。
■日にち　４月 23 日（木）、５月 14 日（木）、5 月 30 日（土）、６月 18 日（木）
■時間　　 9：30 ～ 12：00　　　受付　9：00 ～ 9：30

次の教室などは、県動物愛護センター＜富里市御料＞で開催します。
必ず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。
なお、飼い主さがしの会は、昨年度で廃止となりました。

■日程 
日 程 会　　場 時　　間

４／６
（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
（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
（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
（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）

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
（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

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

令和２年度の犬の狂犬病集合予防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ています。
お間違いのないよう、事前に会場を確認の上、最寄りまたは都合の良い会場で、
接種してください。
※はがきを忘れても（紛失の場合も含む）、注射は受けられます。
※会場で、登録と予防注射をあわせて行うこともできます。

■対象　　
生後 91 日以上の犬

■持ち物
○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）※釣銭のないよう用意してください。
○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（雨天時は犬をふくために、必ずお持ちください。）

■費用（１頭当たり）

注射を受ける前に確認を！
　次の項目に該当するときは、犬の体調がよいときに別の会場で受けるか、
　動物病院などで診療・相談の上、注射を受けてください。

○ 30 日以内に他のワクチンを注射している
○過去のワクチン注射で具合が悪くなったことがある
○愛犬をしっかりおさえられない　○健康状態が悪い、持病がある
○発情中、妊娠中、授乳中　　　　○高齢

■注意事項
○リードは短く持ち、犬同士が接触しないよう注意してください。
○飼い主が責任を持って、ふんの後始末や犬の制御をしてください。　
○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。
○問診・注射の妨げとなりますので、犬に衣服は着せないでください。
○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。

       すでに動物病院などで狂犬病予防注射を受けているときは、環境課窓口で
　　交付手続きをしてください。

○他市町村から転入し、犬の転入手続きが済んでいない人は、事前に環境課窓
　　口で手続きを済ませてから来場してください。

○飼い犬が死亡している場合は、市役所環境課に届け出てください。

■日時　5 月 5 日（火・祝）9：30 ～ 16：00
※雨天の場合は 5 月 6 日（水・振休）に順延

■場所　富里中央公園イベント広場

■内容 動物ショー、オットセイショー、
　　　　バードショー、　馬車体験、　
　　　　ポニー乗馬体験、牛の乳しぼり体験、
　　　　富里グルメコーナーなど

問市観光協会　 （93）0136

～学園からやってきた動物たち～

第３回とみさとふれあいまつり

乗馬・馬車体験、 動物と
のふれあいを通して、 馬
への理解を深め、 子ども
たちに、 馬の街とみさとを
知ってもらうためのイベン
トです。

問 県動物愛護センター　 （93）5711

問環境課　 （93）4945
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市食品衛生組合令和２年度検便容器配布

■日時　４月 21 日（火）、22 日（水）　9：00 ～ 16：00　　
■場所　○市役所分庁舎 1 階会議室　○北部コミュニティセンター 1 階会議室
■費用　Ｏ－１５７（検便料）　組合員　800 円、非組合員　1,600 円
　　　　水質検査（11 項目）　組合員　7,500 円、非組合員　9,720 円

アダプトプログラムとは、市民や
事業所の皆さんが一定区間の道路
の里親になって、ボランティアで
清掃・美化活動を行う制度です。
現在、約１，５５０人の「道路の里
親」が活躍しています。登録は随
時受け付けていますので、詳しく
は問い合わせてください。

問 環境課　 （93）4946

道の里親になってみませんか

　アダプトプログラム

生ごみの堆肥化はじめてみませんか

生ごみ堆肥化容器等購入設置
　　　　　　　助成金交付制度

市では、生ごみ堆肥化容器などの購入費の一部を助成しています。生ごみを
堆肥化することによって、肥料として花の植栽や家庭菜園などで活用でき、
ごみの減量にもつながります。
■対象　次の全ての要件を満たす人

○市内に住所を有し、かつ、居住している（事業所などの法人を除く）
○容器などを設置する場所がある
○容器などを適正に維持管理できる
○堆肥を自家処理できる

■内容
○堆肥化容器・コンポスト

　　購入費の 2 分の 1、1 基当たりの限度額　3,000 円
○電気式生ごみ処理機

　　購入費の２分の１、　1 基当たりの限度額　25,000 円
　　※助成金額は 100 円未満切り捨てで、1 世帯に対する年度内の助成金  
　　の額は、25,000 円が限度です。
　　※電気式生ごみ処理機の申請は、交付を受けた日から 5 年を経過しなけ
　　れば、再び申請はできません。（故障して使えなくなったなどの理由は除く）
■持ち物 ○領収書　○カタログ（コピー可）　○印鑑　○通帳
■その他　申請後、職員が設置状況の確認に訪問します。

問 環境課　 （93）4945

家庭用浄水器設置補助金

■対象　市内に居住し、井戸水を日常生活の飲料用としていて、次の全ての
　　　　要件に該当する世帯
　○硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が基準値（10 ㎎／Ｌ）を超えている
　○住んでいる住宅の敷地に隣接する道路に、水道配水管が敷設されておらず、
　　地下水のほかに飲料水の確保が困難
　○過去に補助対象浄水器の設置に係る補助を受けていない
■対象浄水器　硝酸性窒素と亜硝酸性窒素を基準内に除去できる機器で、次
　　　　　　　の全ての要件を満たすもの
　○飲料水を供給できる装置に接続できること
　○浄水性能が１時間当たり５リットル以上であること
　○耐用年数が通常の使用方法で５年以上であること
　○性能の保証期間が１年以上であること
■対象基数　１世帯あたり１基、補助回数は１回
※１つの住居に２世帯以上が居住する場合は、１世帯とみなします。以前に
　補助を受けた世帯は、新たに補助を受けることはできません。
※購入済みの浄水器は補助金交付の対象外です。必ず購入前に申請してください。
■補助金額　購入設置費の３分の１（限度額７万円）
※所得状況などにより、購入設置費の全額を補助（限度額 14 万円）

問 環境課　 （93）4945

住宅用エネルギー
　　　　　　設備設置補助金

■対象　
　 市内に自ら居住する住宅（店舗・事務所兼住宅を含む）に未使用品の住宅

用省エネルギー設備を設置する人
※住宅用省エネルギー設備を設置した後の申請は対象外となりますので、必
ず設置前に申請してください。
※太陽光発電システムの補助対象は、既存住宅のみです。
■補助対象設備と補助額

○太陽光発電システム １kw あたり２万５千円　限度額 10 万円
　　※市内施工業者を利用した場合の特例１kw あたり３万円　限度額 12 万円
　　※エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）または定置用リチウムイオン
　　　蓄電システムをすでに住宅に設置しているか、同時に設置すること

○家庭用燃料電池システム（エネファーム）　限度額５万円
○定置用リチウムイオン蓄電システム　限度額 10 万円

　　※設備の種類ごとに、１住宅につき１回に限り交付します。
　　※各設備の要件、申請方法や前年度からの変更点などは、市公式ホーム
　　　ページで確認するか、問い合わせてください。

問 環境課　 （93）4946 小型合併処理浄化槽設置補助金

■対象区域　下水道事業計画の予定処理区域以外の区域・団地などの集中合
　　　　　　併処理浄化槽処理区域以外の区域
■高度処理型設置補助　44 万４千円～ 96 万３千円
※高度処理型とは、汚水を浄化する能力が、より高度な小型合併処理浄化槽です。
■転換補助　単独転換（限度額 18 万円）、くみ取り転換（限度額 10 万円）
※転換補助とは、既設の単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽
に設置替えをするときの撤去費用に対する補助です。
■放流先がない場合の処理装置（蒸発散装置など）への補助

合併処理浄化槽と同時に蒸発散装置などを設置する場合、設置費用の３分の１
　（限度額20万円）の補助金を交付します。
■交付条件　次の要件を全て満たす必要があります
　○着工前の申請　○自己居住用の住宅　○浄化槽設置届を提出している
　○住宅を借りている人は貸主の承諾を得ている　○市税を完納している　

○既設の単独処理浄化槽、またはくみ取り便槽から、合併処理浄化槽へ設
　　置替えする
※今年度から、新築、建て替え、増築に伴い合併処理浄化槽を設置する場合は、
補助対象となりません。

問 環境課　 （93）4945

皆さんが一定の日時や場所を決めて、リサイクルできる資源物を持ち寄り、
直接業者に回収してもらう運動です。
ごみを分別し、資源回収に出すことで、資源をリサイクルできるほか、ごみ
処理経費の削減にもつながります。分別と資源回収運動にご理解とご協力を
お願いします。
■資源物　　新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、パッケージペーパー
　　　　　　（お菓子箱、紙袋など）、衣類、シーツ、毛布、飲料用のアルミ缶
■利用方法　環境課で最寄りの資源回収団体を紹介します。
■その他　　資源回収団体（区、自治会、子ども会、PTA など）に対し、　
　　　　　　回収量に応じて奨励金を交付しています。新規団体の登録も随
　　　　　　時受け付けています。

問 環境課　 （93）4946

問 市食品衛生組合　岩井　 （92）0828

資源回収運動に参加しましょう
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日　程 会　場 申込締切日

５月 16 日（土）
午前

中央公民館 ５月 14 日（木）
午後

６月 17 日（水）
午前

中部ふれあいセンター ６月 15 日（月）
午後

７月 19 日（日）
午前 北部コミュニティセンター

７月 16 日（木）
午後 北部コミュニティセンター

または依頼主宅

９月 13 日（日）
午前 中央公民館

９月 10 日（木）
午後 中央公民館又は依頼主宅

10 月 12 日（月）
午前 北部コミュニティセンター

10 月８日（木）
午後 北部コミュニティセンター

または依頼主宅

11 月 15 日（日）
午前 中部ふれあいセンター

11 月 12 日（木）
午後 中部ふれあいセンター

または依頼主宅

市が委嘱した相談員が公共施設や依頼主宅へ出向き、住宅の耐震性について
個別の相談にお答えします。費用は無料です。
令和２年度は、次の日程表のとおり実施を予定しています。

■令和２年度住宅耐震相談会日程表

住宅耐震相談会 木造住宅耐震診断費補助事業
自分の住んでいる住宅が地震に対してどのくらいの安全性があるのかを診
断する費用の一部を補助します。

■対象　次の要件を全て満たしている木造住宅
○市内に自らが所有し、居住している
○一戸建ての住宅または併用住宅
○地上階数が３以下で、住宅に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１以上
○平成 12 年５月 31 日以前に着工されている

■補助率　３分の２（上限８万円）
■受付期間（予定）　５月８日（金）～ 12 月 25 日（金）
　※予算額に達した時点で終了します。
　※耐震診断業務契約前に申請してください。

木造住宅耐震改修費補助事業
耐震改修工事に係る費用の一部を補助します。

■対象　次の要件を全て満たしている木造住宅
○市内に自らが所有し、居住している
○一戸建ての住宅または併用住宅
○地上階数が３以下で、住宅に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１以上
○平成 12 年５月 31 日以前に着工されている

■補助率　３分の１（上限 50 万円）

■受付期間（予定）　５月８日（金）～ 11 月 27 日（金）
　※予算額に達した時点で終了します。
　※耐震改修業務契約前に申請してください。

危険ブロック塀等撤去費補助事業
地震による危険ブロック塀などの倒壊による被害を防止し、災害に強いまち
づくりの形成に資するため、危険ブロック塀などの撤去に係る費用の一部を
補助します。

■対象　次の要件を全て満たすもの
○危険ブロック塀などを有している
○土地または建物の販売を目的としていない　
○市税を完納している

■補助率　次の①、②の経費のうち、いずれか少ない方の金額（上限 10 万円）
①経費の 2 分の１の額
②危険ブロック塀などの長さに１メートル当たり 8 千円を乗じて得た額

■受付期間（予定）　５月 8 日（金）～ 11 月 27 日（金）
※予算額に達した時点で終了します。
※契約前に危険ブロック塀などに該当するか否かの事前調査の申請が必要です。

住宅リフォーム補助事業
住宅環境の整備と市内産業の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事を行
う者に対し、工事に係る費用の一部を補助します。

■対象　次の要件を全て満たすもの
【対象者】
○市に住所登録し、個人住宅または併用住宅を自ら所有し、居住している
○建築後、１年以上経過している
○市税を完納している

【補助対象工事】
　○市内に本店を有する法人、または住所のある個人事業主が行うリフォー
　　ム工事で、工事費が 20 万円（消費税を除く）以上であるもの

○住宅の床面積を増加させずに住宅機能の維持・向上のために行う修繕、
　　改築、模様替え工事であるもの
　　【例】屋根の修繕、外壁の塗装、壁紙の張替え、床板の張替えなど

■補助率　10 分の１（上限 10 万円）
　※併用住宅は、個人住宅部分が補助対象

■受付期間（予定）５月８日（金）～ 11 月 27 日（金）
　※予算額に達した時点で終了します。
　※リフォーム工事契約前に申請してください。

■その他
○補助は一住宅につき１回限りです。
○施工箇所が重複しなければ耐震改修工事費補助金との併用も可能です。

問・申込先　都市計画課　 （93）5148

応援します！地震に強い住まいづくり

あなたの住まいは耐震基準を満たしていますか？　

市では耐震相談会、耐震診断補助、耐震改修補助、危険ブロック塀などの撤去補助を行っております。
　大切な家族の命や財産を守るために、住まいの耐震化について考えてみましょう。



広報とみさと　2020.4.1 9

口座振替で納付
指定口座から納期限日に自動的に引き落とされます。
一度申し込むと、 翌年以降も自動継続されます。
■口座振替ができる金融機関
　　千葉銀行、 みずほ銀行、 三菱ＵＦＪ銀行、 三井住友銀行、
　　りそな銀行、 埼玉りそな銀行、 常陽銀行、 千葉興業
　　銀行、 京葉銀行、 千葉信用金庫、　銚子信用金庫、
　　佐原信用金庫、 銚子商工信用組合、 中央労働金庫、
　　富里市農業協同組合、 ゆうちょ銀行
■申込み
▼キャッシュカードで申込み

　　　口座名義人本人が、 キャッシュカードと免許証など
　　　本人確認ができるものを持参し、 暗証番号入力な
　　　どの手続きを行うと即時に申し込みができます。
　　　納税課、 国保年金課、 日吉台出張所で手続きが可
　　　能です。
　　　※法人カード、 代理カードなど利用できないカー
　　　　　ドがあります。
▼口座振替依頼書

　　　口座振替依頼書 （①または②） に、 必要事項を記
　　　入 ・ 押印し、 申込書の種類に応じて提出してくだ
　　　さい。 申込期限は、開始希望期の２か月前までです。
　①専用ハガキ
　　　市役所 （納税課など） と日吉台出張所に備え付け
　　　てあります。 郵送または納税課窓口に提出してく
　　　ださい。
　②Ａ４サイズの申込書 （３枚複写）
　　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。 　　
　　　納税課または市内金融機関に提出してください。
　　※納税証明書が発行できるまで口座振替日から、

　　　　　1 週間程度かかります。

ペイジー （Pay-easy） で納付
ペイジーとは、 ATM （現金自動預払機） などを利用
して、 市税などが納付できるサービスです。
※領収証書は発行されません。
▼ＡＴＭ （現金自動預払機）
　　対応しているＡＴＭには 「ペイジー
　　マーク」 が表示されています。
　　金融機関ごとに操作方法などが異なる場合があり
ますので、 詳しくは各金融機関へ問い合わせてくだ
さい。
　　※納付手数料はかかりませんが、 ＡＴＭの時間外利
　　　　用手数料など、 一部のサービスに対して手数料な
　　　　どが必要な場合があります。
▼インターネットバンキング ・ モバイルバンキング
　　パソコンやスマートフォン、 携帯電話でも納付でき
　　ます。 ペイジーに対応している金融機関との契約が
　　必要です。
　　詳しくはペイジーのホームページをご覧ください。

コンビニで納付
コンビニエンスストアで、 市税の納付ができます。
手数料はかかりません。 現金での納付に限ります。
納付できるコンビニエンスストアは、 納税通知書に
記載しています。
■使用できない納付書
○ 1 枚の納付額が 30 万円を超えるもの
○バーコード表示のないもの

■安心してコンビニ納税するために
○コンビニエンスストアで納付したときは、 「領収

　　　証書」 と 「レシート」 を必ず受け取ってください。
○領収証書の日付、 店名が判別できることを確認し、 

　　　不明なときは店員へ申し出てください。
○レシートは領収証書として法的効力は持ちません

　　　が、 収納事故防止に重要な役割を果たします。
※納期限を過ぎた場合は、 納税課まで問い合わせて

　　　ください。

クレジットカードで納付
インターネットで 「Yahoo! 公金支払い」 へアク
セスし、 必要情報を入力することで、 自宅や外出先
からいつでも納付できます。
※領収証書は発行されません。

ヤフー公金支払い

■利用できるクレジットカード
　　次のいずれかのマークがクレジットカードに表記　
　　されているものに限ります。

※納付金額に応じて手数料がかかります。
※納期限を過ぎた場合は、 納税課まで問い合わせて
　　ください。

○納付場所や納付方法によって、 納付の確認がとれる
　　まで３週間程度かかる場合があります。
○ペイジーやクレジットカードを利用して納付したと
　　きは、 領収証書は発行されません。
○納税証明書が至急必要なときは、 領収証書が必要
　　です。 領収証書が発行される納付方法を利用してく
　　ださい。
○納付書の納付額の訂正はできません。
　　訂正した場合、 納付できなくなります。

▲ペイジーマーク

納付方法

注意してください

病気や失業など、 特別な事情で期限までに納付できないときは、 必ず相談
してください。
相談がないまま放置すると、 納期内に納付した人との公平性確保のため、
本来納める税額に加え、 延滞金の納付や差し押さえなどの滞納処分を受け
ることになります。
市税を滞納すると、 納税者の不利益になるだけでなく、 滞納整理の費用も
かかります。 この費用も、 皆さんが納めた税金が使われています。
※納税相談は、 本人確認のため運転免許証などの提示をお願いします。 代
理で相談をされる場合には、 本人が署名押印した委任状が必要となります。

納税に困ったら必ず相談してください

納税者 （※） が所有する土地 ・ 家屋の評価額と、
ほかの土地 ・ 家屋の評価額を比較することができ
る制度です。
※ 1 月 1 日時点に市内の土地 ・ 家屋を所有し、　　
　  固定資産税を納める人
■日時   ４月 30 日 （木） まで
　　　　　  　　平日の８ ： 30 ～ 17 ： 15
■閲覧場所   課税課窓口
■持ち物   運転免許証など本人確認ができるもの
                 のほか、 代理人は納税者からの委任状、
                 相続人は相続関係を証明する戸籍謄本
                 などが必要です。 　　

金融機関窓口 ・ 市役所窓口で納付
○下表の金融機関窓口や市会計課、 日吉台出張所で
　　納付できます。
○納期限を過ぎると郵便局、 ゆうちょ銀行では取り扱
　　いません。
 市税が納付できる金融機関とペイジー対応状況

金融機関 納付及び
口座振替 ATM パソコン モバイル

千葉銀行 ○ ○ ○ ○

みずほ銀行 ○ ○ ○ ○

三菱 UFJ 銀行 ○ ○ ○ ○

三井住友銀行 ○ ○ ○ ○

りそな銀行 ○ ○ ○ ○

埼玉りそな銀行 ○ ○ ○ ○

常陽銀行 ○ × ○ ○

千葉興業銀行 ○ × ○ ○

京葉銀行 ○ ○ ○ ○

千葉信用金庫 ○ × ○ ○

銚子信用金庫 ○ × ○ ○

佐原信用金庫 ○ × ○ ○

銚子商工信用組合 ○ × ○ ×

中央労働金庫 ○ × ○ ○

富里市農業協同組合 ○ ○ ○ ○

ゆうちょ銀行 ○ ○ ○ ○

問課税課 （93） 0444

固定資産の価格などの縦覧

固定資産税・都市計画税の
納税通知書を４月10日（金）に
発送します

問納税課 （93） 0434

市税の納期内納付に
ご協力をお願いします

市税は、 市民の皆さんが健康で安全、 快適な暮らしができるよう、
福祉や教育の充実、 都市基盤の整備、 消防 ・ 救急活動をするために
欠くことのできない貴重な財源です。
今年度の納期限は、 表１のとおりです。 必ず期限までに納付をお願
いします。

表 1 令和２年度　市税の納期限 ・ 口座振替日

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

４月 30 日 （木） 1 期

６月 　１日 （月） 全期

６月 30 日 （火） 1 期

７月 31 日 （金） 2 期 1 期

８月 31 日 （月） 2 期 2 期

  9 月 30 日 （水） 3 期 3 期

11 月　 2 日 （月） 3 期 4 期

11 月 30 日 （月） 5 期

12 月 25 日 （金） 4 期 6 期
令和３年 

２月   1 日 （月） 4 期 7 期

３月   1 日 （月） 8 期

税目

納期限
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■対象　
　▼国民健康保険の加入者で次の条件をすべて満たす人
　　○申請時に市内に住所を有し、 市国民健康保険に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加入者
　　○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 （国民健康保険の加入期間と通算します。）
　　○市税などを滞納していない世帯に属している
　　※健診項目が重複するため、 人間ドックの助成を受ける人は、 助成年度の　
　　特定健康診査または後期高齢者健康診査の受診はできません。 人間ドック　
　　の助成か健康診査のどちらか一方になります。
　　※脳ドックは２か年度連続して助成を受けることはできません。
■助成金額　人間ドック　 検査費用の 2 分の 1 （限度額２万円）
　　　　　　　　　　　 脳ドック　 検査費用の 2 分の 1 （限度額 2 万円）

国民健康保険、 後期高齢者医療制度加入者の疾病の早期発見や早期治療による健康増進を図るため、 人間ドックと脳ドック検査費用を助成します。 　
なお、 助成を受けた人は、 検査結果を提出いただき、 今後の保健指導などに活用させていただきます。

■契約医療機関 （令和２年３月 31 日現在）

医療機関名 所在地 電話番号 人間
ドック

脳
ドック

日吉台病院 富里市日吉台１－６－２ （92） ０００１ ○ ―
成田富里
徳洲会病院 富里市日吉台１－１－１ （85） 5313 ○ ○

髙根病院 芝山町岩山２３０８ ０４７９ （77） １１３３ ○ ○

成田赤十字病院 成田市飯田町 90 ー 1 （22） ２３１１ ○ ○ （※）
聖隷佐倉市民
病院

佐倉市江原台
2ー36－２ ０４３ （４８６） ０００６ ○ ○

亀田総合病院
附属幕張クリ  
ニック

千葉市美浜区中瀬１－３ ０４３ （２９６） ２３２１ ○ ○

■その他   
   ○医療機関への予約は、 個人で行ってください。
   ○検査料や検査項目などは、 医療機関によって異なりますので、 直接問い
       合わせてください。
   ○検査日の変更やキャンセルをする場合は、 必ず国保年金課に連絡してく
      ださい。
   ○プレミアムドックなどの特別な検診は、 国保年金課に問い合わせてくだ
      さい。

問　国保年金課　
　　　●国民健康保険について　　　　 （93） 4083
　　　●後期高齢者医療制度について　 （93） 4085

協会けんぽは、 主に中小企業で働く人とそのご家族が加入する健康保険です。
不明な点は、 協会けんぽ千葉支部に問い合わせてください。
■令和２年度保険料率
　　令和２年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率は、 3 月分 （4 月納付分）

以降、 現状の９.81％から 9.75％に引き下げとなります。 一方、 介護保険料
率 （全国一律） は、 現状の１.73％から 1.79％に引き上げとなります。

■加入者のご家族へ特定健診のお知らせ
　　加入者のご家族 （40 ～ 74 歳の被扶養者） を対象に特定健診を実施してい

ます。 健診費用の一部を協会けんぽが補助しますので、 年に１度は必ず健診
を受診しましょう。 なお、 健診受診に必要な受診券は、 ４月上旬に送付します。

○特定健診は、 メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的
とした健診です。 検査内容は、 身体測定 ・ 血液検査 （血圧 ・ 脂質 ・ 血糖 ・ 肝
機能） ・ 尿検査 ・ 問診などです。

○健診機関へ予約した上で、 受診券、 健康保険証、 自己負担額を持参し、 受診
してください。

○自己負担額は、 千葉県内で受診する場合は 950 円または 0 円です。 （受診
する健診機関によって、 自己負担が異なる場合があります。）

全国健康保険協会（協会けんぽ）
  千葉県支部からのお知らせ　　

問協会けんぽ千葉支部
　 　●保険料率について　 043 （308） 0522
　 　●特定健診について　 043 （308） 0525

国保に加入するとき、 脱退するときは届出が必要です。 届出が遅れた場合、
保険給付が受けられないことがあります。
※国保税は資格取得日までさかのぼって課税されますので、 届出は 14 日以内
　　に行ってください。
※就職や扶養認定により社会保険に加入したときは、 国保を脱退する手続きを
　　してください。

国民健康保険（国保）の届出について
問国保年金課　 （93） 4083

　「人間ドック・脳ドック」の一部助成制度

※成田赤十字病院は、 脳ドックだけの受検はできません。

国民年金は、 日本に住む 20 歳から 60 歳までのすべての人が加入しますが、
学生 （注） には、 申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例
制度が設けられています。
この制度の承認を受けた期間は、 将来年金を受給するために必要な期間に入れ
ることができます。
申請をしないで保険料が未納であると、 不慮の事故などで障害が残ったとき、
障害基礎年金を請求できなくなる可能性がありますので、 保険料の納付が難し
い学生は、 忘れずに申請してください。
また、 学生納付特例制度の承認期間は、 年金を受給するための資格期間に入れ
ることができますが、 年金の額には反映されません。 収入が得られるようになっ
た場合は、 追納することをお勧めします。
（注） 大学 ( 大学院 )、 短大、 高等学校、 高等専門学校、 専修学校、 各種学校 (※１)、　　　
　　　　　その他の施設の一部に在学する 20 歳以上の学生など (※２)
（※１） 各種学校は、 修業年限が１年以上の課程に在学している人に限ります。
　　　　　( 私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。 )
（※２） 夜間部、 定時制課程、 通信制課程、 一部の海外大学の日本分校の学生も

対象です。 詳しくは問い合わせてください。

■申請先　　国保年金課窓口、 年金事務所
■手続きに必要なもの
　 ○マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号のわかるもの （納付書など）
　 ○在籍期間を確認できる学生証 （コピーの場合は両面） または在学証明書　
　 ○印鑑 （本人が自署の場合は、 押印は不要です。）
   ※会社を退職し学生になった人は、 退職を確認できる書類 （雇用保険離職票な
　　　　ど） も必要です。
■学生納付特例の承認期間
　　４月から翌年３月までを１年として審査します。 年度ごとに申請書の提出が
　　必要です。

　国民年金の学生納付特例制度

問い合わせ先 ●国保年金課　        （93）4085
                      ●幕張年金事務所　 043（212）8621

手続きの流れ
　①医療機関で人間ドックなどの予約をします。
　②予約後、 国保年金課で申請の手続きをしてください。
　　　■申請時の持ち物…保険証、 印鑑
　　　※申請書は国保年金課窓口に備え付けてあるほか、 市公式ホーム　
　　　　　ページからダウンロードできます。
　③後日、 市から 「承認書」 を送付しますので、 承認書 ・ 保険証など
　　　を持参し受検します。
　④契約医療機関の場合は、 助成額を差し引いた費用を、 医療機関に　
　　　支払います。
　　　契約医療機関以外の場合は、 費用の全額を支払い、 後日、　次のも
　　　のを持参して、 国保年金課の窓口で助成金の請求手続きをしてく
　　　ださい。
　　　※被保険者証は使わないでください。
　　　■助成金請求時の持ち物…保険証、 印鑑、 承認書、 領収証、 受検
　　　　　者名義の金融機関の口座番号がわかるもの、 助成金請求書
　　　※人間ドックを受検した人は、 検査結果の写し、 質問票も持参し
　　　　　てください。

※契約医療機関以外でも助成対象になります。
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広報とみさとの入手方法

毎月1日に発行している「広報とみさと」は、新聞折り込みや郵送以外にも、市内公共施設、市内コンビニエンスストア協

力店舗などに設置しています。

また、市公式ホームページや、スマートフォン向けのアプリなどで見ることもできます。

市　内　配　置　場　所

名　称

市役所本庁舎玄関 七栄郵便局

保健センター（すこやかセンター） 十倉郵便局

とみさと市民活動サポートセンター 日吉台郵便局

中央公民館 葉山こども園

社会体育館 向台こども園

市立図書館 葉山子育て支援センター

日吉台出張所 向台子育て支援センター

中部ふれあいセンター 富里保育園・若草児童館

福祉センター こひつじ保育園

ＪＡ富里市産直センター 1 号店 青空保育園

市商工会 太子幼稚園

成田富里徳洲会病院 末広幼稚園

富里郵便局 日吉台幼稚園

市内コンビニエンスストア配置協力店舗

名　称 店　名 住　所

セブンイレブン

富里日吉倉 日吉倉 3008-2

富里 七栄 296-1

富里中沢 中沢 391-1

酒々井インター 七栄 2-1

富里十倉 十倉 310-131

富里御料 御料 748-4

ファミリーマート 富里インター 七栄 533-27

ローソン

富里ファミリータウン前 七栄 650-2024

富里十倉 十倉 125-55

富里実の口 十倉 185-164

ミニストップ
日吉台 2 丁目 日吉台 2-20-9

富里市両国 十倉 488-1

広報とみさとを手に取ってご覧になりたい人

○新聞折り込み　○市内公共施設などへの設置
○富里市内コンビニエンスストア協力店舗

郵送での配布も行っています。郵送を希望する人は、電話、FAX または秘書
広報課窓口に申し込んでください。

個　別　郵　送

市内在住で視覚に障がいをお持ちの人に、広報とみさとを録音した「声の広報」
を配布しています。
詳しくは社会福祉課　 　（93）4192　まで問い合わせてください。

声　の　広　報

パソコンやスマートフォンでご覧になりたい人

○市公式ホームページ　○市公式ＬＩＮＥ　○「マチイロ」アプリ

【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。

※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。

市公式ホームページ（トップページから）

ここをクリック！！

市公式ＬＩＮＥ 「マチイロ」アプリ

【登録方法】上のＱＲコードを読み込み、「お住い
の地域」に富里市を追加してください。
毎月1回の発行日にアプリにお知らせが届きます。

※マチイロは広報紙の内容だけでなく、市公式
ホームページの新着情報も配信されます。

問秘書広報課 　（93）1112　FAX （93）9954

　（93）4192　　（93）4192　
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病児・病後児保育
子育て支援課　 （93）4497

子どもが病気になり、集団保育や家庭
での保育が困難な期間、市が委託する
施設で一時的に子どもをお預かりします。
対生後6か月～小学校3年生
日○�月～水、金曜日
　　8：30～ 18：00
　○�木曜日
　　8：30～ 12：00
　※祝日、年末年始などを除く
場　病児・病後児保育施設「ピッピ」
　七栄653-73
　（龍岡クリニック内）
申子育て支援課で事前登録が必要です。
　昨年度、登録済みの人も年度更新が
　必要です。

お子さんの発達で
気になることはありませんか
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
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、
子育てを支援します。
場マザーズホーム（福祉センター内）
対就学前の子どもと保護者
※令和元年10月から幼児教育無償化
が始まり、3歳児以上は無償化の対象
となりますが、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

お子さんが通っている園に、支援専門
員が訪問し、集団適応できるよう支援
を行っています。
詳しくは問い合わせてください。

お知らせ

外国人支援窓口の案内

企画課　 （93）1118

市では、在住外国人などを対象に、日
常生活に関する相談に応じ、情報提供・
案内などを行うための外国人支援窓口
を設置しています。なお、英語での対
応となります。
日毎週月・金曜日９：00～12：00
　（予約不要）
場市役所1階北棟外国人支援窓口

AED を貸し出します
消防総務課　 （92）1314

市消防本部では、自動体外式除細動器
（AED）貸出事業を実施しています。
申し込み方法など、詳しくは市公式
ホームページで確認するか、問い合わ
せてください。
対市民が参加する行事などを主催する
　団体

ファミリーサポートセンター
移転のお知らせ
ファミリーサポートセンター
（92）2452

利用者の利便性向上などから、ファミ
リーサポートセンターを子育て支援課
内に移転しました。
なお、電話番号の変更はありません。
詳しくは問い合わせてください。
開設日時

　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　８：30～17：15

子ども子育てコンシェルジュ
葉山キッズ・ランド　 （93）2800

子育て家庭や妊産婦の困りごとなどに
合わせ、必要な子育て支援を受けられ
るように、情報の提供や支援の紹介な
どを行っています。
葉山キッズ・ランドを拠点に活動して
います。

紙おむつ等購入助成事業
助成券
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、常時紙おむつなどの使用が
　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。
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。
介護支援専門員に申請の代行を依頼す
ることも可能ですが、その場合は介護
支援専門員から助成券利用方法の説明
を受けてください。

福祉タクシー料金助成券
社会福祉課
（93）4192　FAX（93）2215

重度心身障害のある人が、市指定のタ
クシー事業者を利用したときに、料金
の助成を受けられる制度があります。
対次のいずれかの手帳を持っている人
　○身体障害者手帳1・2級
　　（下肢・体幹・視覚障害は3級も
　　該当）
　○療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、
　　Ａの1、Ａの2
　○精神障害者保健福祉手帳1級
額利用料金の2分の1
　（限度額1,000円）

地域介護予防活動補助金
高齢者福祉課　 （93）4981

介護予防を目的に活動している団体に
補助金を交付します。
詳しくは問い合わせてください。
対次の要件を全て満たす団体
　○�介護予防活動を定期的に行い、そ
の活動に充てるための会費を徴収
している

　○�市内在住者で、おおむね10人以
上で構成されている

　○�構成員の8割以上が65歳以上
　○�地域住民が誰でも参加できる
　○�実施している団体の連絡先などを
地域住民に情報提供することに同
意できる

申高齢者福祉課窓口

　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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家庭教育学級で
一緒に学びませんか
生涯学習課（中央公民館内）
（93）7641

市内の市立幼稚園、小学校、中学校で
家庭教育学級を開設しています。
家庭教育学級は、同じ年頃の子どもを
持つ保護者が集まり、「子育てに必要
な心構えを学ぶ」、「子育てについての
悩みごとや心配ごとを話し合う」、「体
験学習を通じて親子で触れ合う」、時
には「我が子や自分を見つめ直す場」
です。一人で悩まず、みんなで子育て
していきましょう。
詳しくは、各幼稚園や学校を通じて配
布するチラシをご覧いただくか、問い
合わせください。

学校支援ボランティア
学校教育課　 （93）7659

未来を担う子どもたちの育成のため、
皆さんの豊かな知識や経験を学校の教
育活動に生かしてみませんか？
活動は、「可能なもの」を「可能なとき」

に「可能な範囲」でご協力ください。
内○各教科の指導補助、担任補助
　○外国人児童生徒への日本語指導補助
　○学校行事などの写真撮影
　○学校外行事への児童生徒の引率
　○部活動などのスポーツ指導補助
　○登下校時の児童生徒の見守り活動
　○学校図書館の本の整理や修理作業
　○本の読み聞かせ　
　○環境整備活動（清掃、除草、植木
　　の剪定、備品修理など）
期４月１日～令和３年３月31日（水）
　（年度途中で登録した場合は登録日）
　※毎年更新の確認を行います。
対市内の小・中学校での活動が可能で、
　次の条件を全て満たす人
　○心身ともに健康である
　○各学校の指示に従って活動できる
　○政治、宗教、営利目的を持って活
　　動しない
　○活動で知り得た情報を口外しない
　　ことを約束できる
申学校支援ボランティア登録カード
　（※）に必要事項を記入して、希望
　する学校、または学校教育課に提出
　してください。
　※学校教育課に備え付けてあるほか、
　市公式ホームページからダウンロー
　ドできます。

極左暴力集団の非公然アジト
摘発にご協力を
成田警察署　 （27）0110　　

極左暴力集団は、善良な市民を装い、
マンションやアパートに潜んでいます。
アジトを発見するには、皆さんの協力
が不可欠です。
あなたの周りにこんな人はいませんか？

○入居早々ドアや窓のカギの取り換え
　や補強をしている
○単身または夫婦だけのはずなのに、
　密かに複数の人が出入りしている
○昼間でもカーテンをして部屋の中
　が見えないようにしている
○外出は、早朝、深夜など人目がない
　時にしている
○部屋へ出入りする時、周囲を異常に
　気にしている
○近隣の住民と接しないようにしている
少しでも「変だな」と感じたときは

成田警察署まで連絡してください。

土地区画整理事業の
事業計画変更の縦覧
都市計画課　 （93）5347

成田都市計画事業七栄北新木戸土地
区画整理事業の事業計画変更（第4回）
の縦覧を行っています。
利害関係者で、この変更の内容につい
て意見のある人は、千葉県知事に意見
書を提出することができます。
期縦覧期間　
　４月14日（火）まで
　８：30～17：15
　（土・日曜日を含む）
　意見書の提出期間
　４月28日（火）まで
場縦覧場所　都市計画課窓口

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（冨里保育園併設） （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。

各月の最終入金日までに入金をお願いします。なお、4月分は事務処理の都合
上5月分と同時に振り替えますので、２か月分の入金をお願いします。

市内学童クラブ  指導員募集

令和 2 年度の学校給食費振替日

最終入金日 振替日

4月分
� 5月８日（金） � 5月11日（月）

5月分

6月分 � 6月９日（火） � 6月10日（水）

7月分 � 7月9日（木） � 7月10日（金）

9月分 � 9月9日（水） � 9月10日（木）

10月分 10月9日（金） 10月12日（月）

11月分 11月９日（月） 11月10日（火）

12月分 12月9日（水） 12月10日（木）

1月分 � 1月８日（金） � 1月12日（火）

2月分 � 2月９日（火） � 2月10日（水）

3月分 � 3月9日（火） � 3月10日（水）

問学校教育課　 （93）7659

■運動期間　
　４月６日（月）～15日（水）
　交通事故死ゼロを目指す日　４月10日（金）

■重点目標
　○子供を始めとする歩行者の安全の確保
　○高齢運転者等の安全運転の励行
　○飲酒運転等の危険運転の防止
　○自転車の安全利用の推進（特に「ちばサイクルール」の周知徹底）

問県くらし安全推進課　 043（223）2263

～見過ごすな　信じて挙げた　小さな手～

春の全国交通安全運動

入園・入学など、新しい生活に慣れはじめた子供の交通事故の増加が懸念され
ます。また、依然として高齢者が関係する死亡事故の割合が高く、中でも歩行
中の事故が多く発生しています。
そこで、幼児・児童などに交通社会の一員としての自覚と基本的なルール・マ
ナーを身に付けさせるとともに、市民一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マ
ナーを実践し、交通事故防止を心がけましょう。

「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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第37回富里スイカロードレース大会
ボランティアスタッフ
実行委員会事務局 （93）1145

６月 21日（日）に開催する毎年恒例
の富里スイカロードレース大会に、お
そろいの T シャツを着て、ボランティ
アスタッフとして参加してみませんか？

令和2年度葉山こども園
会計年度任用職員
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215

日○７：00 ～ 19：15
　　の指定する時間

○土曜日　7：00 ～ 15：15
※勤務日時などは相談してください。

場葉山こども園
内園児の保育・教育
　（通常・時間外・土曜）
対 保育士・幼稚園教諭の有資格者
額時給 991 円～ 1,200 円
　（経験者などは考慮します）
※交通費は市の規則に基づき別途支給
※任期 6 か月以上、週 23 時間 15 分
　以上勤務の場合は、期末手当を支給
他○保険適用
　　雇用保険・労災保険は、規定に基
　　づき適用

○休暇など
　　年次有給休暇・特別休暇を市の規
　　則に基づき付与
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）

令和 2年度市立幼稚園
会計年度任用職員

富里幼稚園　 （93）2387
浩養幼稚園　 （94）0054

日○フルタイム
　　８：15 ～ 17：00（休憩 1 時間）

○パートタイム　
　　９：00 ～ 14：00

※勤務日などは相談してください。
場富里幼稚園または浩養幼稚園
内園児の保育・教育
　（通常・保育補助）
対 幼稚園教諭の有資格者
額○フルタイム
　　月給 161,300 円～ 195,400 円
　　※任期6か月以上で期末手当を支給

○パートタイム　
　　時給 991 円～ 1,200 円
※経験者などは考慮します
※交通費は市の規則に基づき別途支給
他○保険適用
　　雇用保険・労災保険は、規定に基
　　づき適用

○休暇など
　　年次有給休暇・特別休暇を市の規
　　則に基づき付与
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）

「こども１１０番の家」協力者
生涯学習課　 （93）7641

子どもたちが犯
罪に巻き込まれ
そうになった時、
また急病や怪我
などで困った時
に、安心して立
ち寄れる場所を

「こども 110 番
の家」といいます。
協力していただける家庭や地域企業を
募集しています。地域で子どもたちを
見守りましょう。

【事例】
ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、合
うサイズがなく、「返品できない」と言われた。注文前に「返品できない」と
の表示は目に入らなかった。クーリング・オフできないのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80 歳代　男性）

通信販売はクーリング・オフできないの？

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

189

●アドバイス
・通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業
者が決めた特約（返品特約）に従うことになります。
・「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて８日以
内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。
・通信販売で、商品などを購入する時は、事前に返品の可否や返品・交換が
可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
わからないことがあったり、対処に迷ったら、すぐに消費生活センターに
相談してください。
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。

　　
富里国際交流協会会員
富里国際交流協会事務局（企画課内）

（93）1118

富里国際交流協会では、富里市の人た
ちと外国から来た人たちが交流を図り、
親交や相互理解を深めるために様々な
活動を主催・支援しています。　
協会では、新規会員を募集しています。
費○一般　年間 2,000 円

○学生　年間 1,000 円

令和３年成人式実行委員
生涯学習課　 （93）7641

成人式の企画・運営について、新成人
の意見を反映させる参画型の成人式に
するため、成人式実行委員会の委員を
募集します。
成人式開催日

　令和３年 1 月 10 日（日）
内○成人式までに５回の実行委員会議       
　　を開催 
　○式典・アトラクションなど式全体
　　の企画・運営
対平成 12 年４月２日～
　平成 13 年４月１日に生まれた人
定 10 人程度
申 5 月８日（金）まで

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

「日常生活が思うようにできない」、「人
と付き合うのが苦手」などの悩みを持
つ人の社会参加を目的とした集団活動
を月に 1 回行っています。
日４月17日（金）13：30～15：30
場福祉センター 2 階娯楽室
内グループミーティング
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

とみさとザ・ワールド・キッズ
講師・運営委員
生涯学習課　 （93）7641

とみさとザ・ワールド・キッズは、保
護者をはじめ地域の人たちが中心と
なって運営する、小学生を対象とした
英会話体験活動です。
子どもたちと一緒にこの活動を行う外
国人講師と運営委員を募集しています。
年 12 回程度の活動で、「見る・聞く・
話す」の体験・交流などを通じて、楽
しみながら英語を学んでいきます。
Dear teachers: 
Could you help English events 
in our city? Please contact 
the following number if you 
are interested in.

教室・講座・試験

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

応急手当に関する正しい知識と、技術
の普及を図るための普通救命講習会を
実施しています。講習の中でＡＥＤの
取り扱いも学習できます。いざという
ときのために講習を受けてみませんか。
日４月 19 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４月 12 日（日）まで

前期危険物取扱者試験
受験者講習会
市危険物安全協会（消防本部予防課内）

（92）1313

日５月 23 日（土） 9：30 ～ 16：45
場県教育会館２階
　＜千葉市中央区中央 4‐13‐10 ＞
定 100 人　
費受講料 3,700 円、
　テキスト代 4,500 円
申 4 月 20 日（月）～ 24 日（金）
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令和２年度前期技能検定試験

県職業能力開発協会
043（296）1150

HP http://www.chivada.or.jp

内園芸装飾、造園、機械加工、めっき、
　家具製作、印刷、とび、左官、畳製作、
　表装など 51 職種 80 作業
対原則として、各職種とも所定の実務
　経験者
申４月６日（月）～ 17 日（金）

２０２０年度国家公務員採用試験
人事院関東事務局

048（740）2006・2007・2008

採用試験の情報は、
国家公務員試験採用情報 NAVI 検索

総合職試験

　（院卒者試験、大卒程度試験）

申 4 月６日（月）まで
一般職試験（大卒程度試験）

申 4 月３日（金）～ 15 日（水）
一般職試験

　（高卒者試験、社会人試験（係員級））

申 6 月 22 日（月）～ 7 月１日（水）

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４月９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

スポーツ

市ダブルステニス大会

市体育協会テニス専門部　平野
090（9363）0307

E hiranokykk@yahoo.co.jp

市体育協会テニス専門
部主催のダブルステニ
ス大会を開催します。
日 4 月 26 日（日）8：45 集合
　雨天延期　予備日
　５月３日（日・祝）、10 日（日）
場市営テニスコート
内ダブルス
（男女組合せ自由、ハンディなどあり）
対市内在住または在勤で中学生以上
定 16 組前後　費 1 人 1,200 円
申 4 月 20 日（月）まで

民生委員・児童委員が選定中であった５地区において、新たな委員が
決定し、４月１日付けで委嘱されました。任期は令和２年４月１日～
令和４年 11 月 30 日です。

担当地区 氏名
日吉倉（北部）、プリンスハイツ 石畠　明己

日吉台 1 丁目 髙德　詩子
七栄第 6、ひまわり自治会、
Ground ５、獅子穴 647

勝又 代子

七栄第 6、七栄 651 自治会 飛田和裕子

久能、栄ニュータウン、東ケ丘 佐藤　昌彦

＜敬称略＞
■民生委員・児童委員とは
　社会福祉の精神を持って、周辺地域に住んでいる皆さんの心配ごと
などを解決するため、地域における相談や支援をするボランティアで
す。誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指し、活動して
います。

問社会福祉課　 （93）4192

誰もが安心して暮らせるように
新たな民生委員・児童委員が決定

水道水の放射性物質検査結果

３月３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。

問上下水道課　 （93）3340

農産物の放射性物質検査

採取日 品目 栽培方法 放射性
セシウム 134

放射性
セシウム 137 合　計

１/10 たけのこ 露地 検出せず 5.29 5.3

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は１００ベクレル毎キログラムです。
問農政課　 （93）4943

第83回市卓球大会
申込 生涯学習課（社会体育館内）
FAX （93）9640

日 5 月 10 日（日） 8：30 集合
場社会体育館２階アリーナ
対市内在住、在勤、市内クラブ所属の
　中学生以上
種○男女シングルス
　○ミックスダブルス
費１人５００円（当日徴収・中学生無料）
申 ４月 30 日（木）までに、住所、氏名、
　連絡先、年齢、性別、ミックスダブ
　ルス参加希望の有無を記入し、直接
　窓口に持参または FAX
問 市体育協会卓球専門部　粕谷

090（2530）5101
（月～金曜日の 19：00 ～ 21：00）

市バスケットボール大会
第24回ペガサスカップ
申込 市バスケットボール協会　長谷川
E tomisatobasket@yahoo.co.jp

日６月 13 日（土）、14 日（日）
場社会体育館２階アリーナ
対市内在住、在勤、在学の人で構成さ
　れたチーム
費１チーム 5,000 円
申 4 月 17 日（金）まで

※募集予定チームに達し次第締め切り

市民と市長の対話

「まちかど市長室」

市長が、地域やグループの活動の場に出向きます。
対話を通じて、皆さんの市政やまちづくりに対する、積極的な意見を　　　
お聞かせください。

　■内　　容　
　　市長からの市政報告、市民の皆さんとの対話　　
　　※市長から市政の現状を報告します。その内容について皆さんの意見　　　　
　　をお聞かせください。　
　■対　　象　
　　市内に在住、在勤、在学するおおむね１０名以上のグループ

※営利目的、宗教・思想・政治等の目的の団体は対象外
　■開催日時　
　　９：00 ～ 21：00 までの間のおおむね 90 分で、グループの希望日時と
　　市長のスケジュールを調整の上、決定
　　※ 12 月 28 日～翌年１月４日までを除く
　■申込方法　
　　希望する日の１か月前までに、秘書広報課に申込書を提出
　■会　　場　
　　市内でグループが確保した会場
　　※個人宅や飲食店などでは開催しません。

問秘書広報課 （93）1112

「広報とみさと」毎号に掲載する広
告を募集しています。
配布部数　19,300 部
掲載料・規格

1 枠　10,000 円
（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）
2 枠　20,000 円

（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）
色　2 色（黒と市の指定色）
締切　掲載希望月の前々月 25 日

広報とみさと有料広告

問秘書広報課 （93）1112
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市内で開催されている行政相談は、「人権相談」と「心配ごと相談」と
合同で、次のとおり開催しています。
日毎月第４火曜日　10：00 ～ 14：30
　（４月は 28 日（火）に開催）
場福祉センター２階会議室
※日時・場所は都合により変更する場合がありますので、「広報とみさと」
などで確認してください。

問秘書広報課 （93）1112

行政相談
届けよう　地域の問題　行政に

富里市行政相談所

行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手として、行政に関する相談の
解決のための活動をしています。
日々の暮らしの中で、困っていることや、悩み事がある人はご相談くだ
さい。相談は無料で、秘密は厳守されます。

より住みよいまちづくりのために

市政へのご意見・ご提案

より住みよいまちづくりのために、広く市民の皆さんから、市政に対す
るご意見・ご提案をお待ちしています。

■市政へのご意見・ご提案の送付方法
　○市公式ホームページの、市政へのご意見・ご提案送信フォーム
　○電子メール　
　○ＦＡＸ　
　○郵送
　※郵送される場合は「市長への手紙」をご利用ください。「市長への手紙」

は、市役所本庁舎ロビー、北部コミュニティセンターなど市内各公共
　施設、郵便局に設置してあります。市役所本庁舎ロビー、北部コミュ
　ニティセンターに設置している投書箱または郵便ポストに投函してく
　ださい。（切手不要）
　なお、通常の郵便でも受け付けています。

問秘書広報課　 （93）1112 FAX（93）9954
　　　　　　　 E goiken@city.tomisato.lg.jp　
　　　　　　　〒 286 － 0292（住所不要）

市民憲章は、皆さんが郷土を愛し、自らのまちを住みやすい幸せな
まちとするため、住民の共通の目標として、昭和 60 年４月に町制
施行を記念して制定されました。

市　　民　　憲　　章
　　　　　　
　　　　　一　豊かな大地を愛し
　　　　　　　　歴史と伝統を誇る　まちをつくりましょう
　　　　　一　人と平和を愛し
　　　　　　　　世界にひらく　まちをつくりましょう
　　　　　一　花と緑を愛し
　　　　　　　　心身ともに健康な　まちをつくりましょう
　　　　　一　若い力を育て
　　　　　　　　勤労を愛し活力ある　まちをつくりましょう
　　　　　一　郷土と文化を愛し
　　　　　　　　調和のある　まちをつくりましょう

イベント

第４回
おしゃれなとみさとマルシェ

実行委員会 長谷川
080（1057）8147

富里ふるさと産品・農産品、ハワイア
ン、キッチンカー（飲食）が出店予定。
子どもコーナーではポニーの乗馬体験
ができます。
当日は、フラダンス、ハワイアン生バ
ンドなどで会場を盛り上げます。
日 4 月 25 日（土）
　10：00 ～ 16：30
※荒天時は 26 日（日）
場新木戸大銀杏公園（七栄）　

航空科学博物館

0479（78）0557
〒 289-1608　芝山町岩山 111-3
10：00～17：00（入館締切16：30）
※月曜日は休館

企画展「NARITAをつなげるエアライン」

日５月 24 日（日）まで
場航空科学博物館体験館
内成田空港と国内外の都市を繋げている、

乗り入れエアラインを紹介します。
費入館料のみ

○大人 700 円　○中高生 300 円
　○ 4 歳以上～小学生 200 円

仲　間　募　集

ママヨガサークル“はぴねす”
石川 090（7278）3406

子連れで参加OK　ママのヨガ

日第 2・4 火曜日
　10：00 ～ 11：00
場中央公民館
対未就園児と母親、母親だけの参加可
費入会金なし、親子１回 500 円

絵手紙サークル“つくしんぼ”
田中 （93）5840

初心者など誰でも描ける楽しい絵手
紙を始めてみませんか？
日毎週金曜日　
　９：00 ～ 12：00
場福祉センター
費入会金 1,000 円
　月会費 1,000 円

空手道�白真会（フルコン
タクト空手）道場生

吉川　 090（1048）4147
HP http://karatedo-hakushinkai.com/

極真の流れを組んだフルコンタクト空手

日毎週水・金曜日
　19：00 ～ 20：30
場社会体育館武道場
費月会費

○幼年（５歳）～高校生 3,000 円
○一般 4,000 円

他昇級審査会、BBQ 大会など、年間
　行事が多数があります。

災害時に正確な情報を受け取るために
問防災課 （93）1114

登録方法１

登録方法２

携帯電話、スマートフォンやパソコンから次のアドレスにメールを送り、
返信されたメールに記載されている手順に従って登録をしてください。

カメラ機能付き携帯電話などで、右のＱＲコードを読み取
り、サイトに接続後、手順に従って登録をしてください。

info-tomisato@sg-m. jp

登録前に確認をお願いします　
○迷惑メール対策をしている場合は、事前に「@sg-m.jp」のドメインか
　らの受信を許可する設定にしてください。
○登録は無料ですが、メールの受信にかかる通信料は利用者負担になります。

  「防災行政無線情報フリーダイヤル」で放送内容を確認できます。　   
   固定電話と携帯電話から通話料無料で利用できます。

０１２０（１１４）９９４
フリーダイヤル

防災行政無線の放送
聞き取れなかったらフリーダイヤルで確認を！

防災行政無線の放送内容などを、携帯電話、スマートフォンやパソコン
にメールで伝えます。情報を文字で確実に受け取ることができます。

富里市防災・防犯メール
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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「リトミック遊び」（要予約）

日 16 日（木）10：00 ～ 11：00
移動支援（北部コミュニティセンター）

日 17 日（金）10：00 ～ 11：30
移動支援（中央公園イベント広場）

日 21 日（火）10：00 ～ 11：00

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 21・28 日（火）、
　 23・30 日（木）
　９：00 ～ 11：30

青空保育園
申込 （91）6151

移動支援（北部コミュニティセンター）

日 ３日（金）10：00 ～ 11：00
親子お話し会

日 16日（木）15：25～15：45
おおきくなったね

日 28 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

じどうかん食堂（お花見弁当）

日 18 日（土）12：00 ～ 14：00
子どもの遊び場ミルキー

日 内

　　〇 15 日（水）赤ちゃんスタイ作り
　　〇16日（木）アンパンマンのエプロンシアター

若草児童館
申込 （93）8226

保育参加「つくしんぼ広場」

日随時実施　９：30 ～ 12：00
子育て交流の場「にこにこサロン」

日 14 日（火）９：30 ～ 11：00
子育てサークル「おやこの森」

日 21 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 17 日（金）10：15 ～ 11：45

未就園児園庭開放（日吉台幼稚園第2グラウンド）

日 20 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 22 日（水）９：30 ～ 11：00

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４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。

令和2年度�児童扶養手当額が
変わります

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

問子育て支援課 （93）4497

絵手紙教室

日１・15日（水）10：00～12：00
書道教室

日８・22日（水）10：00～12：00
とみさと北部ふれあいクラブ

「おしゃべりお茶のみサロン」

日 14 日（火）14：00 ～ 15：30

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、今月は開催しません。

南部ちょきん体操

日６・13・20・27 日（月）
　14：00 ～ 15：00
小物づくり

日９日（木）10：30 ～ 12：00
高齢者サロン

「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

日 20 日（月）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４月の行事です。

令和２年 1 月に、年平均の全国消費者物価
指数（対前年比変動率 +0.5％）が公表され、
その結果、令和 2 年度の児童扶養手当額は、
次のとおり改正されます。

令和元年度 令和２年度～

全部支給
（月額）

42,910 円 43,160 円

一部支給
（月額）

42,900 円～
10,120 円

43,150 円～
10,180 円

※第 2 子加算額、第 3 子以降加算額は、50
～ 20 円の増額があります。

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、今月は開催しません。
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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/

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

２月７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。

　　青木　希
の あ

愛　　　秋葉　　楓
かえで

　　秋山　結
ゆ ら

来　　　阿久津春
は る ま

馬

　　朝日　　華
はな

　　　稲垣　颯
そうすけ

介

　　太田　涼
りょうせい

誠　　　大塚莉
り お な

央菜

　　大脇　想
そ な

愛　　   小川　葉
は づ き

月

　　栗原　航
こ う き

基　　　酒井　妃
ひ な た

夏

　　椎名　駿
は や と

翔　　　新河　青
せ い は

波

　　戸村　遙
は る き

貴　　　中村　唯
い つ き

稀

　　中村　栞
し お り

理　　　平山　　到
いたる

　　渕上　歩
あ ゆ と

斗　　　村田　侑
ゆ ず

瞳

　　森　美
み お な

央奈　　　山下　瑞
み ず き

稀

　　山村　潤
う る は

葉　　　渡辺　世
せ な

奈

　　MUZEMBO BASILUA

　　MERVEDI

　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

在宅訪問歯科診療制度
母子保健班

市では、歯科保健サービスの一環とし
て、訪問による歯科診療や歯科保健指
導などを行い、口腔衛生の改善と健康
保持増進を図っています。
対象…次の要件を全て満たす人
　●市内在住で、原則 65 歳以上
　●寝たきりに準ずる状態のため、通
　　院が困難
　●在宅において歯科診療が可能
　※施設入居者は受診できません。

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

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。

親子おはなし会

毎週１回水曜日、10：30 から 30
分程度、図書館ボランティア「もり
のなか」による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。

４月の映画会 ■場所　2 階ＡＶホール
■定員　先着 80 人

日　時 内　容

15 日（水）
14：00 ～

長州ファイブ　【119 分】
2006 年公開
出演　松田龍平、榎木孝明、寺島進、泉谷しげる　ほか

幕末の世、日本の未来のために刀を捨てた、サムライがいた。
攘夷の嵐が吹き荒れる幕末期に、幕府の禁を破ってイギリスへ命
がけの密航を果たし、後に近代日本の幕開けに大きな足跡を残し、

「長州ファイブ」と呼ばれる長州藩の5人の若者、伊藤博文、井上
馨、井上勝、遠藤謹助、山尾庸三の激動の運命を描く歴史ドラマ。
ペリー率いる黒船の来航以来、尊皇攘夷の気運が勢いを増す幕末
の日本。
そんな中、西欧に人材を派遣し見聞を広め学問や技術を習得する
ことが必要と説く、佐久間象山の言葉に深く心を動かされた長州
藩の若者、志道聞多。見つかれば死罪という国禁を犯してまでも
イギリスへ渡りたいという聞多の情熱は、藩主の毛利敬親にも聞
き入れられ、藩は密航を黙認するのだった。
こうして、志道聞多と彼の情熱に突き動かされた山尾庸三、野村
弥吉、伊藤俊輔、遠藤謹助の5人は、日本の未来のため、遥かな
る異国の地、イギリスを目指して危険な航海に旅立つのだった。

※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。

４月の健康カレンダー ★…保健センター（すこやかセンター内）

日（曜日） 行　　　事 場所 受付時間

３（金） 3 歳児健診（※） ★ 13：00 ～ 13：30

６（月）

健康相談（要予約） ★ ９：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

７（火） 1 歳６か月児健診（※） ★ 13：00 ～ 13：30

10（金） 乳児健診（※） ★ 13：00 ～ 13：30

（※）の対象者には個別に通知します。

４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２月生まれ
ＢＣＧ　

令和元年 11 月生まれ
４種混合　

令和２年１月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘

平成 31 年３月生まれ
日本脳炎　

平成 29 年３月生まれ

よい歯のコンクール
参加者募集
母子保健班

千葉県で開催される「よい歯のコン
クール」の第１次選考として、「富里
市親と子・8020 よい歯のコンクール」
を開催します。
親と子の部

令和元年度（平成 31 年４月～令和２
年３月）３歳児健診でむし歯や治療歯
のない子とその保護者
8020 の部

80 歳以上で、20 本以上自分の歯（さ
し歯も可）がある健康な人
申込…４月 22 日（水）まで

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。

【お詫びと訂正】３月号、12 ページ掲載の「ストップ！ザ・むし歯」で紹介したお子さんの名前に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
【誤】鎌形あおいさん→【正】鎌田あおいさん
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4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

○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

※４月 20・27 日は分庁舎２階会議室（小）

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

○障がい者相談

時 13：00 ～ 15：00

場 すこやかセンター２階会議室２

問 社会福祉課 （93）4192

　　　　　　 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。

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 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 ○障がい者相談

12 13 14 15 16 17 18
○市民課一部証明交付 ○法律相談 ※ 1

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

19 20 21 22 23 24 25
○法律相談 ※ 1
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
○市税休日納付相談
○市民課一部証明交付

○法律相談 ※ 1
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

★昭和の日
中央公民館休館日

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 ６日（月）、13 日（月）、20 日（月）、27 日（月）、29 日（水・祝）
●使用申請受付は１日（水）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟令和２年７月使用分・講堂棟令和２年 10 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 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。
　　　　　　　※受診するときは、まず電話で相談してください。※持ち物…保険証、子ども医療費助成受給券（対象者）

●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）　　　㈱中央設備　 （93）2375

広報とみさとでは、市内の公共施
設で活動しているサークルなどの
仲間募集記事を受け付けています。

〇市内の公共施設で開催・活動するものに
　限ります。
〇営利団体や政治、宗教活動などは掲載で
　きません。
〇紙面の都合上、掲載できない場合があり
　ます。ご了承ください。
詳しくは問い合わせてください。

　　　　　　　　　　　　　

４月 30 日（木）

固定資産税・都市計画税　第１期

納期内納付にご協力ください

中央公民館の利用団体を募集しています

公民館は、住民同士が「つどう」「まなぶ」「むすぶ」ことを促し、人づくり・地域づくりに貢献しています。
中央公民館を地域住民の話し合い・学習活動・趣味・サークル活動の拠点にしてみませんか？
２人以上の団体から利用可能です。詳しくは問い合わせてください。

問秘書広報課 （93）1112
　　　　　   　FAX （93）9954
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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。

受賞団体・受賞者
２団体
○環境美化をすすめる共生の会　○賢栄会　
２学校
○千葉県立富里高等学校　○富里市立根木名小学校　
25 地縁団体
○日吉台６丁目自治会　○小松台団地自治会　○東内野自治会　
○東七栄自治会　○桜台自治会　○緑ヶ丘自治会
○北大和自治会　○大和ニュータウン自治会　○根木名ニュータウン自治会　
○富里台自治会　○富里成城台自治会　○ファミリータウン富里団地自治会
○南七栄区会　○富里南平台自治会　○新中沢自治会　
○東立沢団地管理組合法人　○立沢台自治会　○太陽の丘自治会
○十倉台自治管理組合　○両国西団地自治会　○葉山台第１団地自治会
○葉山台第２団地自治会　○立沢ニュータウン自治会　
○ハニワ台ニュータウン富里自治区　○十倉３７４通り自治会

2 月８日、中央公民館を会場に、令和元年度富里市市民活動感謝状贈呈式
が開催され、 市内で市民活動を実践している、２団体、２学校、25 地縁団
体に感謝状が贈呈されました。
受賞団体・受賞者の活動内容は、順次、広報とみさとに掲載する予定です。

市
民
活
動

令和元年度市民活動感謝状贈呈式

協
　
定日本大学３学部と包括連携協定締結

２月 20 日、包括連携協定に関する協定調印式が開催され、日本大学木村
副学長兼芸術学部長、福田危機管理学部長、小山スポーツ科学部長と市長
の間で、協定書を取り交わしました。
このたびの協定により、専門的な分野で幅広く連携を深めていきます。
なお、協定の目的を達成するための具体的な事業については、個別に協議
の上、今後取り組んでいきます。
包括連携協定の主な内容

(1) 芸術・文化に関連した地域振興・まちづくりに関すること
(2) 危機管理や防災に関すること
(3) スポーツ振興及びスポーツを介した健康・福祉に関すること
(4) 教育・研究に関すること
(5) 人材育成に関すること
(6) その他この協定の目的を達成するために必要と認められる事項に

関すること

２月 11 日、中央公園野球場で総合型地域
スポーツクラブ「富里南桜クラブ」が主催
する、小学生を対象にした野球教室が開催
されました。
当日は 14 人の小学生が参加し、講師とし
て富里市役所野球部が個別指導しました。

ス
ポ
ー
ツ

総合型地域スポーツクラブ
小学生を対象に野球教室を開催

２月 23 日、社会体育館を会場に「第 40 回市柔・剣道大会」の剣道の部が
開催されました。
大会には、近隣の市町から小・中学生合わせて 52 チーム、456 人が出場し、
会場内は、掛け声「気合い」や竹刀で打合う音、応援の拍手で包まれました。
市内から出場した団体・個人戦の主な結果は、次のとおりです。

ス
ポ
ー
ツ

市体育協会剣道専門部主催
第４０回市柔・剣道大会剣道の部

団体戦
●小学生の部
　第 3 位　若竹スポーツ少年団 A チーム
●中学生男子の部　
　準優勝　富里中学校
●中学生女子の部　
　第 3 位　富里中学校

個人戦
●小学生女子の部
　優勝　時村　歩実（成邱剣志会）　
●中学生男子の部
　準優勝　河瀨　武（富里中学校）
　　                                                   　　＜敬称略＞

１月 31 日、秋葉健市さんが行った初期消火への協力に対し、市消防本部
で感謝状が贈呈されました。
秋葉さんは、令和元年 11 月 24 日に、十倉地先で発生した建物火災で、い
ち早く現場に駆け付け、水道水を使用して初期消火を行い、被害を最小限
に食い止めました。自らの危険を顧
みず、初期消火を行った勇気ある行
為に感謝の意を表し、伊藤消防長か
ら感謝状を贈呈しました。
感謝状を受け取られた秋葉さんは、

「無我夢中で行ったが、以前消防団
にいた頃の経験が役に立った。」と
おっしゃられました。

感
謝
状

初期消火への協力で
秋葉健市さんに感謝状を贈呈

▲写真左）秋葉さん、写真右）伊藤消防長

▲�若竹スポーツ少年団の皆さん
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