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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について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため皆さまへのお願い
〇不要不急の外出を控える　　

〇換気の悪い密閉空間、 多くの人が集まる密集場所、 近距離での密接機会が

　　そろう場所を避ける

〇手洗い、 咳エチケットなど予防対策の徹底

富里市新型コロナウイルス感染症対策本部 （健康推進課内）　
 （93） ４１２１　　　ＦＡⅩ　（93） ２４２２

富里市長　五十嵐　博文

新型コロナウイルス感染症は先行きが不透明な中、 一層不安な日々を過ごされていることと

存じます。 感染予防には一人ひとりが危機感を持ち、 自らが身を守り感染拡大防止に努める

ことが重要と考えております。

市民の皆さまには、これまでもお願いしているところですが、ご自身や他人への感染を避けるため、

手洗いや咳エチケット等の基本的な感染対策、不要不急の外出の自粛、３つの密 「密閉」、「密集」、

「密接」 の回避を徹底してください。

また、 生活困窮に対する支援や資金繰りに関する事など、 経済面においても、 市民生活維持の

低下、 あるいは、 中小企業や小規模事業者の減収により、 多方面で大きな影響が生じることが

予測されます。

今後の対応につきましては、 これまでの支援策に加え、 生活維持や子育てのための支援、

事業継続のための中小事業者への支援など、 新たに政府から示される詳細な内容を注視して

いくとともに、 国 ・県と連携し、 適正かつ迅速に対応してまいります。

市民向け
電話窓口　

市 民 の 皆 さ ま へ市 民 の 皆 さ ま へ

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。
最新情報は、 市公式ホームぺージで確認していただくか、 お問い合わせください。

人口 （令和２年３月 31 日現在）

５０，１６３人（ 前月比　－ 54）

毎月１日発行
発行：富里市　編集 : 総務部秘書広報課
〒 286-0292　富里市七栄 652 番地１

   0476（93）1111（代）
FAX  0476（93）9954
メール ：info@city.tomisato.lg.jp
公式ホームページ　
http://www.city.tomisato.lg.jp
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氏が就任氏が就任

石 規前副市長の任期満了に伴い、
山根康夫氏（63 歳）が 4 月 1 日
付けで副市長に就任しました。任
期は令和 2 年４月 1 日～令和 6
年 3 月 31 日です。山根副市長は、
元千葉県議会事務局次長、県市長
会・県町村会合同事務局長を経て
就任されました。
石 前副市長は、平成 16 年４月
から 16 年にわたり、市の行政に
ご尽力いただきました。

山根副市長

野光好氏（60 歳）が 4 月 1 日

付けで教育長に就任しました。
任期は令和 2 年４月 1 日～令和５
年 3 月 31 日です。

野教育長は、千葉県教育庁企画

管理部次長を経て、教育長に就任
されました。

野教育長

３月 16 日、市役所で自衛隊入隊者激励会が開催され、市内在住の入隊者、
加藤翔さん（日吉倉）、前田勇輝さん（七栄）、野口佳音さん（七栄）、大村
愛弥さん（十倉）のうち、３人が参加しました。当日は、市長や自衛隊千葉
地方協力本部の河井本部長などの皆さんから、入隊者へ激励の言葉が送られ
ました。入隊予定者の皆さんからは「周りの人から頼られるようになりたい。」
など、自衛官となって活躍する強い決意が述べられました。

目指すは未来を守る自衛官！目指すは未来を守る自衛官！
自衛隊入隊者激励会自衛隊入隊者激励会

▲ �前列左から、加藤さん、前田

さん、野口さん

市では、生活習慣病予防や体力の維持増進のため、「歩数記録用紙」を使った
120 万歩健康ウォーキング事業を行っています。この事業では、達成者に抽
選で新鮮野菜が当たるキャンペーンを行っています。
令和元年度は、120 万歩を達成した人のうち 65 人の応募があり、３月４日に
行われた抽選会の結果、次の皆さんが当選しました。

　チャレンジ！１２０万歩健康ウォーキングキャンペーン

令和元年度抽選会の結果発表

問 健康推進課　 （93）4121

ＪＡ富里新鮮野菜セット10人

　青木　　誠　　　藤代巳知男

　黒井　玉栄　　　柳澤　正敏

　宮越　久男　　　秋山美津子

　三浦　鶴徳　　　内田　昭一

　西尾　至史　　　髙師　彰二

　　　　　　　　＜順不同、敬称略＞

３月 23 日、市役所で、富里市医師連絡協議会と富里市商工会の協力で献血
を実施しました。
当日は、55 人が受付をし、43
人に献血のご協力をいただきま
した。
血液は、人工的に造ることがで
きず、長期保存もできません。
また新型コロナウイルス感染症
の影響で、献血協力者が減少し
ています。輸血を必要としてい
る人に、いつでも安全な輸血を
提供するためにも、献血のご協
力をお願いします。

市役所で献血を実施市役所で献血を実施

※令和2年度に予定していた「しっかり！筋力アップ教室」は、新型
　コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。

おうちでコロナを乗り切ろう！
自宅で簡単エクササイズ！！   ～スクワット編～

新型コロナウイルス感染症で外出自粛が続く中、筋力低下によって「ロコモティ
ブシンドローム」にならないよう注意が必要です。
下肢筋力を落とさないよう、自分のペースで筋力アップに取り組んでみましょう。

下半身の筋肉をバランスよく鍛えましょう！

【効果的に行うためのワンポイント】
●ゆっくり、声を出して８秒カウントしましょう
● 10 回１セット、週に 3 回以上が目標です
●息は止めないで行いましょう
●痛みのある場合は無理をせず、できることを行いましょう

教育長に教育長に
よしよし

野野
のの

光光
みつよしみつよし

好好氏が就任氏が就任

＜立って行う場合＞

＜椅子を使って行う場合＞ ＜バランスの悪い人は机と椅子で＞

→

問 健康推進課　 （93）4121

来館者 500 万人記念来館者 500 万人記念
図書館応援カルトナージュ教室を開催図書館応援カルトナージュ教室を開催

来館者５００万人記念事業として２月に「図書館応援カルトナージュ教室」を
開催しました。今回は４日間にわたり小学生や親子など、たくさんの人が参加
しました。この教室は、昨年８月の第１回に引続き開催し、これまでに 57 名
の図書館応援隊員が誕生してい
ます。参加者は、思い思いの布
を貼り、背当り・ペン立て・リ
ボントレーなどを作製しました。
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富  里  市   職  員  募  集
令和２年度富里市職員採用試験を実施します。

職種・募集人員・受験資格

● 一般行政職５人程度、土木上級１人程度	
　○昭和60年４月２日～平成11年４月１日までに生まれた人（学歴不問）４月１日までに生まれた人（学歴不問）
　○平成11年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）
　　を卒業した人（令和３年３月までに卒業見込みを含む）
●保育教諭２人程度　
　○昭和56年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた人
　○保育士登録を受けているほかに、幼稚園教諭の免許を有する人または令和３年3月
　　末日までに登録・免許取得見込みの人
　　※資格が取得できなかったときは、採用を取り消します。

問い合わせ先 ●健康推進課				 （93）4121　　●国保年金課				国保班　 （93）4083　　高齢者医療年金班　 （93）4085

新型コロナウイルス感染拡大防止のため　市の健康診査・各種検診の日程を延期します

※対象年齢は、 令和３年３月31日現在の年齢です。 （後期高齢者健康診査を除く）表 　健康診査 ・ 各種検診の対象と内容
健診の種類 検査内容 対象年齢 自己負担額 注　意　事　項
健　康　診　査

後期高齢者健康診査
身体計測・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察

満75歳以上 無料
後期高齢者医療制度に加入していて、 受診日に満75歳以上の人が対象
です。

特定健康診査
身体計測・腹囲計測・血圧測定・
尿検査・血液検査・診察

40～74歳 1,000円 富里市国民健康保険に加入している人が対象です。

一般健康診査 身体計測・血液検査・尿検査 16～39歳 500円 職場などで受診する機会がない人が対象です。

がん検診など
肺がん （結核） 検診 胸部レントゲン 18歳以上 200円 肺の疾患で治療中や経過観察中の人は受けられません。
前立腺がん検診 （ＰＳＡ） 血液検査 50歳以上 1,000円 前立腺の疾患で治療中や経過観察中の人は受けられません。

肝炎ウイルス検査 血液検査 40歳以上 無料 これまでに検査を受けたことがない人が対象です。
肝臓の疾患で治療中や経過観察中の人は受けられません。

胃
が
ん
検
診

①バリウム検査
（要予約）

バリウム検査 40歳以上 1,200円 検査前は、 前日の夜９時以降飲食禁止です。 胃切除を受けた人、 胃腸の
疾患で治療中や経過観察中の人は受けられません。

②ペプシノゲン検査
リスク検診

血液検査
（萎縮性胃炎を調べます） 40～69歳 600円 70歳以上の人、 胃切除を受けた人、 胃腸の疾患で治療中や経過観察中

の人は受けられません。 受診間隔に決まりがあります。
③ピロリ菌検査
リスク検診

血液検査
（ピロリ菌の有無を調べます） 40歳以上 600円 胃切除を受けた人、 胃腸の疾患で治療中や経過観察中の人は受けられま

せん。 受診間隔に決まりがあります。

大腸がん検診
※医療機関で実施 便潜血検査２日分 40歳以上 500円

大腸疾患で治療中・経過観察中の人は受けられません。
バリウム検査直後、 月経中 （女性） の採便はご遠慮ください。
年度内に１回のみの受診です。

女性の検診

乳がん検診 （要予約）
エコー （超音波） 検査 30歳～59歳 1,000円 30歳代、 40～59歳で、 昨年マンモグラフィ検査を受診した人が対象です。

マンモグラフィ検査 40歳以上 1,000円 ①40歳以上で前年度受診していない人、 ②40～59歳で昨年エコー
検査を受診した人が対象です。

子
宮
頸
が
ん
検
診

集団か個別検診のどちらかで受診してください。 30歳代は、 ＨＰＶウイルス検査同時実施。

集団検診 （予約不要）
細胞採取 20歳以上

1,000円 性経験のない人、 子宮摘出などの手術を受けた人は、 個別検診を受診してください。

個別検診 2,000円 契約医療機関で実施します。 受診前に電話で確認してください。

骨粗しょう症検査
（予約不要） かかとの超音波検査

40、 45、 50、
55、 60、 65、
70歳の女性

500円 乳がん・子宮頸がん集団検診会場で、 実施します。

生活習慣病の早期発見と重症化予防のための健康診査・各種検診は、下記内容で5月からの実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、当面の間延期します。日程は決まり次第、お知らせいたします。

【注意事項】 ※腹部エコー検査は、 令和2年度の実施はありません。

あづま医院 （90） 1168
黒須医院 （94） 0955
さかもとクリニック （37） 4105
龍岡クリニック （92） 6970
戸村内科クリニック （92） 9011
中原医院 （93） 1012

■検査期間　　６月１日 （月） ～11月30日 （月）　　■契約医療機関　　下記医療機関で実施
　　

大腸がん検診 （便潜血検査２日分）　

※受付時間などの詳細は、 各医療機関に確認してください。

個別検診

■検査期間　　８月３日 （月） ～令和３年１月29日 （金）
■契約医療機関　　弓立産婦人科＜七栄646－16＞　　 （93） 8272
■問合せ・受付時間　　月 ・火 ・水 ・金曜日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９ ： 00～11 ： 30／15 ： 00～16 ： 00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木曜日　　９ ： 00～11 ： 30
　　※土日祝日は実施していません。
　　※問い合わせるときは、 「富里市の子宮頸がん検診」 と必ず伝えて
　　　　ください。

子宮頸がん検診 （個別検診）

●保健師２人程度
　○昭和56年４月２日～平成12年４月１日までに生まれた人
　○保健師の資格を有する人または令和３年春季までに資格取得見込みの人
　　※資格が取得できなかったときは、採用を取り消します。
■日時・場所　
　●１次試験　印旛郡市職員採用共同試験　７月12日（日）
　　　　　　　東京学館高等学校＜酒々井町伊篠＞
　●２次試験　１次試験合格者のみ実施　　
　　※2次試験合格者のみ3次試験まで実施を予定しています。
■申込　
　５月20日（水）～６月３日（水）に、申込書を総務課人事給与班へ提出
　（郵送可、	３日の消印有効）。
　申込書は、総務課窓口で配布のほか、市公式ホームページからダウンロードでき　
　ます。
■その他　全ての受験者に、合否結果を通知します。

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

成田富里徳洲会病院（健診センター） （85） 5313
にしだクリニック富里 （93） 0080
日吉台病院 （92） 0001
みやび内科クリニック （92） 7533
目黒クリニック （29） 4562
吉川医院 （93） 5751
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空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ
の不法投棄や害虫などの発生原因とな
ります。所有者は日頃から、土地の適
正管理を心がけてください。

農業委員会からのお知らせ
農業委員会事務局　 （93）6494

大切な農地を守りましょう

農地は一度荒らしてしまうと、雑草が
繁茂し、近隣の人に迷惑がかかるだけ
でなく、復元にも労力がかかります。
所有者は定期的な草刈りなど適正な管
理をお願いします。
自ら耕作できないため農地を貸したい
などの希望は相談してください。
農地を相続したときは届出が必要です

農地を相続した人は農業委員会に届出
してください。市外に住んでいる人が
相続している場合は、その人に連絡し
てください。

検針にご協力を
上下水道課　 （93）3340

市営水道の検針は、２か月ごとに行い
ます。検針がしやすいよう、次の事項
にご協力をお願いします。
○メーターボックスの中は、いつもき
　れいにしておく。
○犬は、メーターボックスから離して
　つなぐ。
○メーターボックスの上に、物を置かない。
　（ボックスのふたが破損する恐れが
　あります）
○メーターボックスの上に、車などを
　駐車しない。

お知らせ

県税（自動車税など）の納付と
県収入証紙の販売
会計課　 （93）6491

県税は市役所窓口で納付できます

場会計課、日吉台出張所
県収入証紙の販売　

場会計課

軽自動車税（種別割）の
納期内納付にご協力を
課税課　 （93）0443

軽自動車税通知書を5月11日（月）に
発送します。納期内納付にご協力ください。
期 6 月 1 日（月）まで
※※障害者手帳などによる、減免の申請
も 6 月 1 日（月）までです。必要書
類など詳しくは問い合わせてください。

水道料金の支払いは
便利な口座振替で
ヴェオリア・ジェネッツ㈱富里営業所

（93）1791

一度手続きをすると、支払いの手間が
省けます。
申取扱金融機関の窓口にて
持○預金通帳と届出印
　○納入通知書または使用水量などの
　　お知らせ（検針票）
関上下水道課　 （93）3340

４・５月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

4 月分は事務処理の都合上、5 月分と
同時振替になります。
日 5 月 11 日（月）
※※８日（金）までに入金確認をお願い
します。

赤十字活動資金への
ご協力をお願いします
日本赤十字社千葉県支部

043（241）7531

5・6 月を赤十字月間とし、自治会役
員や赤十字奉仕団が社資の募集に伺い
ますので、ご協力をお願いします。
社会福祉課窓口でも受け付けています。
関社会福祉課　 （93）4192

医療費通知
国保年金課　 （93）4083

確定申告時の医療費控除の添付資料と
しても重要な書類ですので、大事に保
管してください。
　診療月　　　　　通知発送時期

① 1 ～ 5 月分　 →　8 月中旬
② 6 ～ 10 月分   →　翌年 1 月中旬
③ 11 月分　　   →　翌年 2 月中旬
④ 12 月分　　　→　翌年 3 月中旬

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
国保年金課　 （93）4083

ジェネリック医薬品希望カードを、国
保年金課と日吉台出張所で配布しています。
ジェネリック医薬品とは…

新薬と同じ有効成分を使用し、開発費
用が抑えられるので低価格です。詳し
くは、医師や薬剤師に相談してください。

市・県民税申告のお願い
国保年金課　 （93）4085

下記に該当する人は、確定申告または、
市・県民税の申告をお願いします。
○国民年金保険料の免除申請継続者
○障害基礎年金受給者
○年金生活者支援給付金該当者
※※未申告の場合は、免除・給付金など
を受け取れなくなる場合もあります。

手話通訳などの無料サービス
社会福祉課
FAX （93）2215　 （93）4192　

市役所での手話通訳　　

社会福祉課内に、手話通訳者を配置し
ています。市役所内の手続きや相談な
どに利用してください。
手話通訳者・要約筆記者を派遣します

耳の不自由な人が、日常生活を営むう
えで手話通訳が必要な場合に、手話通
訳者を派遣しています。難聴者・中途
失聴者には、話し言葉を要約し、文字
で伝える要約筆記者も派遣しています。

第3回とみさとふれあいまつり
延期のお知らせ
富里市観光協会（富里市商工会内）

（93）0136

5 月 5 日（火・祝）に予定していた「第
3 回とみさとふれあいまつり」は、新
型コロナウイルス感染症の影響により、
延期とさせていただきます。詳細が決
まり次第お知らせします。

5月は消費者月間
商工観光課　 （93）4942

豊かな未来へ　「もったいない」から始めよう！

消費生活センターでは、悪質商法に遭わ
ないよう、情報パネル展示などを行います。
日 5 月 11 日（月）～ 19 日（火） 　
場市役所ロビー

特別支援教育就学奨励制度
学校教育課　 （93）7658

市では、小・中学校の特別支援学級などに
就学する児童・生徒の保護者の経済的な負
担軽減のため、学用品費や学校給食費など
の一部を援助しています。手続きに必要な
書類など、詳細は問い合わせてください。

　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。

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。お気軽に問い合わせてください。広報とみさとでは、有料広告を募集しています。お気軽に問い合わせてください。

【問い合わせ先】秘書広報課秘書広報班　【問い合わせ先】秘書広報課秘書広報班　  （93）１１ （93）１１１１22

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

「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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ 問合わせ先 ] 秘書広報課秘書広報班　 （93）１１１２
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FAXやメール、音声によらない
119番通報

消防署　     （92）1311
　　　　FAX  （93）9949

電話による 119 番通報が困難な人
からの「火災・救急などの通報」を
FAX やメール、音声によらない通報
で受け付けています。
FAXからの119番通報

119 番（局番なし）で送信できます。
FAX119 番送信用紙は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
また、市公式ホームページからもダウンロード
できます。あらかじめ用紙に氏名や住所などを
記入しておくと、緊急時にすぐ送信できます。
メール 119番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北分
署、社会福祉課で配布しています。
また、市公式ホームページからもダウン
ロードできます。郵送またはFAXで送る
か、消防署または北分署に持参してください。
音声によらない119番通報

（Net119緊急通報システム）

スマートフォンやタブレットなどの携
帯端末を利用し、音声によらない緊急
通報できるシステムが令和 2 年 2 月
3 日から始まりました。画面をタッチ
する簡単な操作で119番通報ができます。
申請書は、消防署、北分署、社会福祉
課で配布しています。また、市公式ホー
ムページからもダウンロードできます。

毎月15日は自転車安全の日
市民活動推進課　 （93）1117

県では、自転車の安全な利用について
の関心と理解を深めてもらうために、
毎月 15 日を、「自転車安全の日」と
定めています。
５月は「自転車安全利用推進強化月間」
で、九都県市でも同様に、自転車マ
ナーアップ強化月間として取り組んで
います。「自転車安全の日」とあわせて、
自転車に乗る時の基本ルール「ちばサ
イクルール」を確認して実践するなど、
自転車の安全な利用に努めましょう。
ちばサイクルール
○自転車に乗る前のルール
　自転車保険に入ろう、点検整備をし
　よう、反射器材を付けよう、ヘルメッ
　トをかぶろう、飲酒運転はやめよう
○自転車に乗るときのルール
　車道の左側を走ろう、歩いている人
　を優先しよう、ながら運転はやめよ
　う、交差点では安全確認しよう、夕
　方からライトをつけよう

富里市ボランティア
ポイント制度
高齢者福祉課　 (93）4981

受け入れ施設でボランティア活動をし
たときに、交付金（上限５千円）に換
算可能なポイントを得ることができま
す。
対象は、市内在住の 65 歳以上です。
詳しくは、問い合わせてください。

5 月 20日（水）11：00
防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練
防災課　 （93）1114

内チャイム音「これはＪアラートのテ
　ストです。こちらは防災富里です。」
　チャイム音

　※※他の地域でも、同時刻に同様の訓
　練が実施されます。

ひとり親家庭の支援
子育て支援課　 （93）4497

講座を申し込む前に相談が必要です。
ひとり親家庭自立支援給付金事業

○自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の親が、就労に結びつ
　く雇用保険制度の指定教育訓練講座
　（医療事務やホームヘルパーなど）
　を受講した場合に支給されます。
○ひとり親家庭高等学校卒業程度
　認定試験合格支援事業
　ひとり親家庭の親または児童が、高
　等学校卒業認定試験の合格を目指す
　場合に、民間事業者などが実施する
　対象講座を受講するための支援をします。
高等職業訓練促進給付金事業

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福
祉士などの資格取得のため、１年以上
養成機関で修業する場合に支給されます。

成人男性の風しん予防接種
（第5期）

健康推進課　 （93）4121

昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月
１日までに生まれた男性に対し、風し
んの抗体検査と予防接種を実施します。
令和２年度については４月下旬に、昭
和 37 年４月２日～昭和 47 年４月１
日までに生まれた男性を対象にクーポ
ン券を発送していますので、医療機関
または健診の機会を通じて抗体検査を
受け、抗体価が低いと認められた場合
に予防接種を受けることになります。
過去に予防接種を受けたなどで、抗体
を十分に保有している人は、対象外と
なります。

令和元年度「とみの国」検定結果
学校教育課　 （93）7659

市教育委員会では、児童・生徒の学力
の向上を図るため「とみの国」検定（漢
字・計算）を実施しています。
漢 字 検 定 は 87.7 ％、 計 算 検 定 は
92.0％の合格率でした。

住宅耐震などの補助事業
都市計画課　 （93）5148

次の補助事業の受付を、５月８日（金）
から予定しています。契約前に申請が
必要です。詳しくは広報とみさと４月
号掲載の記事をご覧いただくか、問い
合わせてください。
○木造住宅耐震診断費補助事業
○木造住宅耐震改修費補助事業
○住宅リフォーム費補助事業
○危険ブロック塀等撤去費補助事業

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日５月15日（金）13：30～15：30
場集合　中央公民館ロビー
内成田山散策（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

募　集

学童クラブ指導員
子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ
てください。
○日吉台学童クラブ　 (91）2501
○根木名学童クラブ　 (91）1288
○富里南学童クラブ　 (92）0092
○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

令和2年度事業（第２期）
市民活動支援補助金
市民活動推進課　 （93）1117

令和２年度を対象事業期間として、補
助金を活用する団体を募集します。
対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団体
申６月 30 日（火）まで
選公開プレゼンテーション（７月頃を予定）
　※※詳細は後日通知。
他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。

ファミリーサポートセンター
会員募集
申込 ファミリーサポートセンター

（92）2452

内保育施設への送迎、一時的な預かりなど
対市内在住で心身ともに健康な人
　※※基礎研修あり

シルバークラブ会員募集
社会福祉協議会　 （92）2451

活動を通じていろいろな人と交流する
と、気持ちを若々しく保つことができ
ます。認知症の予防にもつながります。
内グラウンドゴルフ、ゲートボール、
　囲碁、将棋、文化・社会奉仕活動へ
　の取り組み　など

環境基本計画策定
市民懇話会委員
環境課　 （93）4945
E kankyou@city.tomisato.lg.jp

対市内在住または在勤で 18 歳以上の
　次の要件に全て該当する人
　○継続して会議に出席できる
　○市の審議会などの公募委員を２
　　つ以上兼ねていない
　○市の議員または職員でない
定 2 人　額１回 3,000 円
期委嘱日から計画策定終了まで
申６月 30 日（火）までに申込書（※※）
　に必要事項を記入し、「富里市の環
　境について」のレポート（任意様式
　800 字程度）　を添えて、次の方法
　で提出。
　○環境課へ直接持参　○メール　
　○郵送（30 日消印有効）
　※※申込書は環境課、日吉台出張所の
　　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
　　可。
選書類選考。選考結果は応募者全員に
　個別に通知します。

協働のまちづくり推進
計画検討委員会委員
市民活動推進課　 （93）1117
E kyodo@city.tomisato.lg.jp

対市内在住または在勤で 18 歳以上の
　次の要件に全て該当する人
　○継続して会議に出席できる
　○市の審議会などの公募委員を２
　　つ以上兼ねていない
　○市の議員または職員でない
定 2 人　額１回 1,000 円
期委嘱日から令和 3 年 3 月 31 日まで
申 5 月 15 日（金）までに申込書（※※）
　に必要事項を記入し、「協働のまち
　づくりに必要なこと」のレポート（任
　意様式 800 字程度）を添えて、次
　の方法で提出。
　○市民活動推進課へ直接持参
　○メール　
　○郵送（15 日消印有効）
　※※申込書は市民活動推進課、日吉台
　　出張所の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
　　ンロード可。
選書類選考。選考結果は応募者全員に
　個別に通知します。

問図書館　 （90）4646図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5 月に予定していた下記行事は中
止とします。皆さまの御理解をお願いします。
○おはなし会　○親子おはなし会　○映画会

問健康推進課　 （93）4121

健康推進課からのお知らせ健康推進課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5 月に予定していた下記教室は中
止とします。皆さまの御理解をお願いします。
○もぐもぐごっくん離乳食教室　○ベビーマッサージ＆ママヨガ教室
○かみかみ歯ッピー教室　○プレパパママ教室（土曜コース）

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/
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募　集

地域赤十字奉仕団　団員
社会福祉課　 （93）4192

赤十字奉仕団とは、赤十字の人道・博
愛の精神に基づき、ボランティア活動
を通じて社会に貢献する団体です。
災害時には、避難所での炊き出しや救
護活動などの奉仕活動を行う役割を担
います。救護活動やボランティア活動
に興味のある人は、一緒に活動してみ
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

詳しくは問い合わせてください。
日○７：00 ～ 19：15
　　の指定する時間
　○土曜日　7：00 ～ 15：15
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
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
（パートタイム）
富里幼稚園　 （93）2387
浩養幼稚園　 （94）0054

詳しくは問い合わせてください。
日○８：15 ～ 16：45
　○９：00 ～ 14：00
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
額時給 991 円～ 1,200 円
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）

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５月14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 ～ 49 歳で就労に悩みを抱えて
　いる人またはその家族

教室・講座・試験

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日５月 17 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５月 10 日（日）まで

危険物取扱者保安講習会
市危険物安全協会（消防本部予防課内）

（92）1313

日　対 7 月７日（火）
　午前　給油取扱所で主に従事する人
　午後　給油取扱所以外の施設で従事する人
場千葉市文化センターアートホール
　＜千葉市中央区中央 2‐5‐1 ＞
持危険物取扱者免状、受講票
費 4,700 円
　（県収入証紙を申請書に貼付）
申 5 月 25 日（月）～ 29 日（金）
　【受付場所・時間】
　○市危険物安全協会
　　8：30 ～ 17：15
　○（一社）千葉県危険物安全協会連合会
　　千葉市中央区末広 2-14-1
　　ワクボビル 2 階
　　9：20 ～ 12：00 ／
　   13：00 ～ 16：40
　　 043（266）7930

食品衛生組合講習会と
店舗検査延期のお知らせ
市食品衛生組合　岩井　

（92）0828

例年 5 月に実施していた食品衛生講
習会、食品衛生店舗検査は、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため延期とな
りました。
詳細が決まり次第お知らせします。

いつまでも元気に　地域で活躍！

創年セミナー
申込 　生涯学習課（中央公民館内）

 （93）7641

日６月下旬～令和３年２月
　毎月第２・第４木曜日
　（全 16 回）
　10：00 ～ 12：00
場中央公民館など
内歴史講座、医療講座、軽スポーツ
　など
対市内在住の 20 歳以上で、10 回以上
　受講できる人
定 40 人
　（定員を超えた場合は、初めての参
　加者を優先。）
費 500 円
　（資料印刷代）
　※※別途教材費や視察費などが必要に
　　なるカリキュラムがあります。
申５月 11 日（月）～ 15 日（金）の
　8：30 ～ 17：15 までに生涯学習課
　窓口にて。
　市公式ホームページにも　申込用紙
　を掲載しています。

スポーツ

市スポーツ少年団　団員
市スポーツ少年団事務局　 （92）1597

青少年にスポーツを振興し、心身の健
全な育成に努めることを目的に活動し
ており、約360 人が団員として登録
しています。
内サッカー、バレーボール、ミニバス
　ケットボール、ハンドボール、軟式
　野球、剣道、空手道

スポーツの全国大会等出場者の
奨励費交付
申込 　生涯学習課（社会体育館内）

 （93）1597

市内在住者、または所在する団体が全
国大会などに出場する場合に、予算の
範囲内で奨励費を交付しています。奨
励費の交付には条件があります。
詳しくは問い合わせてください。

社会情勢の変化等に対応するため社会情勢の変化等に対応するため 子どもたちの健やかな成長を支援するため子どもたちの健やかな成長を支援するため 教育振興に関する施策を総合的に推進するため教育振興に関する施策を総合的に推進するため

「富里市第3次行政改革大綱及び改革プラン」「富里市第3次行政改革大綱及び改革プラン」

（令和2年度改訂版）を策定（令和2年度改訂版）を策定

「第2期富里市子ども・子育て支援事業計画」「第2期富里市子ども・子育て支援事業計画」

を策定を策定

富里市教育振興基本計画富里市教育振興基本計画

（令和2年度～令和6年度）を策定（令和2年度～令和6年度）を策定

社会情勢の変化等に対応するため、「富里市第３
次行政改革大綱及び改革プラン（令和２年度改訂
版）」を策定しました。
この令和２年度改訂版は、「市民サービスの向上」、

「市民との協働の推進」、「財政基盤の強化」、「行
財政の効率的運営」、「組織と人事管理」の５つの
基本方針を位置づけ、改革を推進するものです。
この改訂版を基に、歳入拡大に向けた「歳入改革
の強化」を柱とし、市域全体の更なる発展や市民
サービスの向上を図り、個性のある持続可能なま
ちづくりを進めます。
パブリックコメントの結果は、２人から５件の意
見をいただきました。
問企画課　 （93）1118

市のすべての子どもたちの健やかな成長を支援す
るための行動指針として、「第２期富里市子ども・
子育て支援事業計画」を策定しました。
第 2 期計画では、第 1 期計画で定めた「基本理念」
と「４つの基本目標」については、引き続き継承
し、安心して子どもを育てられる地域の実現に向
けて、各施策を推進していきます。
パブリックコメントの結果は、２人から７件の意
見をいただきました。
問子育て支援課　 （93）4497

平成 27 年３月に策定した富里市教育振興基本計
画を見直し、富里市教育振興基本計画（第２期計
画）を策定しました。第２期計画は、これまでの
基本理念「家庭で育て、学校で伸ばし、社会で磨
く教育」を継承するとともに、「確かな学力を育
む」、「健全な心と体を育む」、「人生１００年時代
を見据えた生涯学習の推進」、「文化、スポーツの
振興」、「地域に開かれた信頼される学校づくり」、

「家庭・学校・地域の連携・協働による学びの充実」、
「教育施設の長寿命化・快適化・活用化」の７つ
を基本方針とし、教育振興に関する施策を推進し
ていきます。パブリックコメントの結果は、２人
から６件の意見をいただきました。
問教育総務課　 （93）7657

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、@tomisato_city 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スマートフォンなどで広報紙がすぐに読めますます

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。

「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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６月１日は人権擁護委員の日です

市内５人の人権擁護委員は、 皆さんからの相談を受けるなど、 さまざまな活動を
行っています。
市内の人権擁護委員
○飯塚　徳政 （七栄）　○山田　照好 （高野） ○五十嵐　和男　（日吉台）
○森　　久惠　　（七栄） ○内田　和子　　（立沢）　　　　　＜敬称略＞

問市民課　 （93）4087

４月１日付の人事異動 （主幹教諭以上） は次のとおりです。
■異動
　　▼校長
   　　○富里南小学校　　山桐　　吉之 （東上総教育事務所へ）　
   　　○浩養小学校　　長嶋　　英治 （富里南中学校へ）
   　　○富里北中学校　　平川　　千秋 （成田市立玉造中学校へ）　
   　　○富里南中学校　　葉山　　憲一 （成田市教育委員会へ）
　　▼教頭
  　　 ○富里小学校　　會田　　　聡 （千葉県立千葉聾学校へ）
   　　○富里第一小学校　　中松　　睦浩 （北総教育事務所へ）
   　　○日吉台小学校　　角鹿　　智章 （印西市立内野小学校へ）
　　　　〇七栄小学校　　中郡　　岳夫 （富里第一小学校へ）　
■昇任者
　　▼校長
 　　  ○富里中学校　　古谷　　成司 （富里南小学校へ）　
　　▼教頭
   　　○富里市教育委員会　　松本　　浩路 （富里小学校へ）
   　　○富里第一小学校　　中嶋　　秀洲 （日吉台小学校へ）
   　　○富里小学校　　松尾　　嘉泰 （七栄小学校へ）
　　▼主幹教諭
   　　○富里北中学校　　関口　　晃子
■着任
　　▼校長
   　　○浩養小学校　　岩﨑　　元 （成田市立玉造小学校から）　
  　　 ○根木名小学校　　都祭　　史 （香取市立小見川中学校から）
   　　○富里北中学校　　松岡　　薫 （成田市立久住中学校から）　
　　▼副校長
  　　 ○富里中学校　　伊藤　　肇 （四街道市立四街道中学校から）
■退職
　　▼校長　
　　　　○根木名小学校　　岡　　清志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　＜敬称略＞

問学校教育課　 （93）7659

教職員の異動

消防団員の長年の功績が認められ表彰

問消防総務課　 （92）1314

消防行政に尽力された功績が認められ、 市消防団員 21 人が表彰されました。
■日本消防協会長表彰
　　○功績章　　秋葉　　修 （副団長）　　○精績章　　池田　　正己 （副団長）
■県消防協会長表彰
　　○特別功労章　　秋葉　　政則 （団長）
　　○永年勤続功労章　　
　　　　藤﨑　　喜孝 （部長）　　　川嶋　　一哉 （部長）　　　秋元　　貴弘 （部長）
　　　　原　　　　真吾 （部長）　　　岩間　　彰男 （班長）　　　石 　　　　孝 （班長）
　　　　中嶋　　陽一 （団員）　　　南　　　　孝昭 （団員）　　　川島　　良行 （団員）
　　　　須永　　俊之 （団員）　　　御園　　善之 （団員）　　　小林　　大亮 （団員）
　　　　押尾　　隆和 （団員）　　　池上　　智行 （団員）　　　齋藤　　聖暁 （団員）
　　　　内田　　　　亨 （団員）　　　國本　　幸雄 （団員）　　　勝又　　　　淳 （団員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

４月１日付の人事異動 （部長級） は次のとおりです。 （　） は旧所属
■異動
　　○総務部長　　　粕谷　　　幸夫 （秘書広報課長）
　　○健康福祉部長兼福祉事務所長　　森　　秀樹 （都市建設部長）
　　○市民経済環境部長　　長谷川　　敏彦 （農政課長）
　　○都市建設部長　　相川　　裕史 （企画課長）
　　○議会事務局長　　加藤　　浩史 （総務部長）
　　○教育次長　　金杉　　章子 （社会福祉課長）
■退職 （３月 31 日付）
　　○健康福祉部長　　尾﨑　　正尚
　　○市民経済環境部長　　綿貫　　薫
　　○教育次長　　門澤　　將幸

市職員の異動

問総務課　 （93）1113

休日開庁

各種相談

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６月１日（月）６月１日（月）
軽自動車税（種別割）　全期

後期高齢者医療保険料　随時期
介護保険料　随時期

納期内納付にご協力ください

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　

　㈲富里総業　　　 （93）1152（93）1152

○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

５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　５月 11 日（月）　○支給対象月　令和２年３月～４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。

子育て支援課　 （93）4497

○市民課一部証明交付（図①）
   日時…10 日（日）、24 日（日）  8：30 ～ 17：15
              ※              ※旅券交付 9：00 ～ 16：30
　持ち物…運転免許証などの本人確認書類
　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、10 日のみ。個
　人番号カードは、平日の市役所開庁時に要予約。　
　問い合わせ…市民課　 （93）4086

○市税休日納付相談（図②）
　日時…24 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（種別割）、国民健康保険税
　問い合わせ…●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。

○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 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
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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。

令和 2 年度市内一斉ゴミゼロ運動令和 2 年度市内一斉ゴミゼロ運動

5 月 31 日（日）に開催を予定しておりました「令和 2 年度市内一斉ゴミ
ゼロ運動」は、新型コロナウイルス感染症対策として、中止とさせていただ
きます。

日 ・ 曜日 クリーンセンターの受入搬入時間 ごみ収集

５ 月 1 日（金）   8 ： 30 ～ 12 ： 00　退場
13 ： 00 ～ 16 ： 00　退場

通常収集

2 日 （土）   8 ： 30 ～ 12 ： 00　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 ： 30 ～ 12 ： 00　退場
13 ： 00 ～ 16 ： 00　退場

●ゴールデンウィーク中のごみの収集とクリーンセンターの受け入れ

令和2年度富里市すいかまつり令和2年度富里市すいかまつり

第37回富里スイカロードレース大会第37回富里スイカロードレース大会

６月 14 日（日）開催予定の「令和 2 年度富里市すいかまつり」、6 月 21 日（日）
開催予定の「第 37 回富里スイカロードレース大会」は、新型コロナウイル
ス感染症対策として、中止とさせていただきます。

中止のお知らせ中止のお知らせ

問 ●富里市産業まつり実行委員会事務局
　　（農政課内）　 （93）4943
    ●富里スイカロードレース大会実行委員会事務局
　　（生涯学習課内） （93）1145

問環境課　 （93）4946

問クリーンセンター　  （93） 4529

vol. １市市 民民 活活 動動 介介紹紹

問市民活動推進課　 （93）1117

賢栄会

活動経歴・内容　
平成 12 年から、民謡を教えることや高齢者施設への慰問などを行っており、
１年に 30 ～ 40 日ほど活動しています。現在の会員は 17 名です。
JA 成田ケアセンターやあずみ苑、エコトピア酒々井などの施設で慰問活動を
行っているほか、日吉・協和厚生園の夏祭りでの運営手伝いなどを行っています。
慰問活動では、施設に行って謡うだけではなく、利用者の人と一緒に謡ったり、
コツを教えたりし、利用者と一体となって活動しています。

活動を始めたきっかけ　
元々、葉山集会所で民謡などを教えていた先生が辞めたことから、声がかかり、
教え始めたことがきっかけです。
葉山集会所で平成 12 年３月から、立沢台自治会館で平成 12 年９月から始め
ました。その後、口コミなどで広まったことから、徐々に高齢者施設への慰問
活動を行うようになりました。

今後の抱負など　
今後も楽しく、明るく、笑い合えるアットホームな雰囲気で活動していきたい
です。お互い助け合って地域貢献し、健康に気をつけながら、続けられるとこ
ろまで続けていきたいと思います。

環境美化をすすめる共生の会

活動経歴・内容
平成７年から、EM ボカシや EM 石鹸づくりの勉強会（毎月第２日曜日）、EM
活性液を利用した小学校のプールの清掃などを行っています。
※※ EM とは、Effective Microorganisms の略で「有用微生物群」のこと
です。自然界に存在する発酵微生物を組み合わせ、人を取り巻く空気・水や土、
衣食住も含む全ての環境を、自然の形に近い健康な状態へと戻すことを目的に
開発されたものです。

活動を始めたきっかけ　
現代表の畠山さんは 12 ～ 13 年ほど前、市のリサイクルフェアで、この会の
活動を知ったことがきっかけで活動を始めました。
EM ボカシを使って生ゴミや野菜くずを堆肥化することで、リサイクルに活か
せることに興味を持ち、入会しました。

今後の抱負など　
環境を良くするために、EM などを使い地道に活動していきます。会のメンバー
が高齢化しているため、市民活動フェスタやリサイクルフェアなどで PR し、
若い人に入ってもらい会員を増やしたいです。環境に優しい活動をしているの
で、多くの人が参加してほしいと思います。

令和元年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。

問環境美化をすすめる共生の会　池谷　 （92）8528 問賢栄会　嶺岸　 （93）2279

問


