
66
No.874No.874

2020.June2020.June

人口 （令和２年４月 30 日現在）

５０，０６１人（ 前月比　－ 102）

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

がんばれ富里！がんばれ富里！

名称 支援内容 申請期間など 問い合わせ窓口

特別定額給付金

 令和２年４月 27 日現在で、富里市に住   
 民登録のある人に特別定額給付金を支給  
 します。
 〇１人あたり 10 万円

 どちらかの方式で申請
 ①オンライン申請方式　受付中　※マイナンバーカード対象者のみ
 ②郵送申請方式　受付中　※申請期限は８月７日（金）まで

富里市社会福祉課
　   （93）4192
※土・日・祝日は
　   （93）1111

子育て世帯への
臨時特別給付金

 臨時特別給付金を支給します。
 〇 1 人あたり１万円

 〇５月 27 日（水）確認書発送　〇６月 10 日（水）回答期限
 〇６月 17 日（水）口座振込

富里市子育て支援課
  （93）4497

持続化給付金

 中小企業・小規模事業者、フリーランス 
 を含む個人事業者に給付金を支給します。
 〇法人：２００万円以内
 〇個人事業者等：１００万円以内

 受付中
持続化給付金

コールセンター
 0120（115）570

小規模事業者緊急
経営支援交付金

 経営に支障が生じている市内の飲食関連小  
 規模事業者を支援するため、交付金を支給
 します。　〇一律 10 万円

 受付中　※申請期限は６月 30 日（火）まで
富里市商工観光課

  （93）4942

新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策をお知らせします。新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策をお知らせします。

すいかすいかででスマイルスマイル

I　　　SUIKA ！I　　　SUIKA ！
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新しい生活様式新しい生活様式

基本的な感染症対策を実践し、市民一人ひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症の拡
大を防ぐことができます。「新しい生活様式」を具体的にイメージしていただけるよう、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例を紹介します。

新型コロナウイルス感染拡大を予防する

「新しい生活様式」にご協力を

実践例実践例

一人ひとりができる基本的な感染対策一人ひとりができる基本的な感染対策

2ｍ空ける
遊びに行く
なら屋外で

感染流行地域
への移動は×

帰省や旅行は
控える

誰とどこで
会ったかをメモ

地域の感染
状況に注意

外出時は
マスク着用

会話時は
真正面を避ける

帰宅したら必ず
手洗い・洗顔

日常生活での各場面別の生活様式日常生活での各場面別の生活様式 働き方の新しいスタイル働き方の新しいスタイル

テレワーク

名刺は
電子交換

時差通勤

打ち合わせは
換気とマスク

オンライン
会議

2ｍ

徒歩や
自転車を併用

買い物は1人か
少人数で

通販も利用

電子決済 筋トレ・ヨガは
自宅で動画

テイクアウト

公共交通機関では
会話を控えめに

多人数での
会食は避ける

レジでの並びは
前後にスペース

皆さまの生活の中に、これら

の「新しい生活様式」を取り

入れていただき、感染防止に

ご協力をお願いします。
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４月７日、ヤマト運輸株式会社
と「災害時の物流に係る協力に
関する協定」を締結しました。
この協定は、災害時に国や県か
ら送られてくる救援物資の各避
難所への配送や、食糧・物資集
配拠点の効率的な運営などを協
力していただくものです。

市では、災害に備えて、物資の備蓄や避難所などの整備を進めています。
複雑多様化する災害に対応するため、あらゆる機関との協力が不可欠となり
ます。
３月 25 日、成田国際空港株式会社と「災害時等における協力に関する基本
協定」を締結しました。
この協定により、被災者の一時収容のための施設提供や、食糧・飲料水、
生活必需品を提供していただきます。

災害復興支援に関する 心温まるご支援に感謝災害復興支援に関する 心温まるご支援に感謝

令和元年台風第 15 号・第 19 号、10 月 25 日の大雨を原因とする被害に対し、皆さまからの心温まるご支援をいただきましたことを、

心から感謝申し上げます。

市には、支援金 3,995,000 円、人的支援 19 団体、物的支援など 56 団体のほか、ふるさと応援寄付金で災害支援 174 件（1,999,000 円）

の支援をいただきました。

支援いただいた団体などは下記のとおりです。（敬称略・順不同、令和 2 年 3 月 4 日現在）

なお、個人の方からも温かいご支援をいただいております。

団　体　名団　体　名
（一社）安芸市観光協会
岩手県雫石町職員互助会

高知県安芸市
高知県安芸市議会

新日本婦人の会 千葉県本部
全国都市職員災害共済会

第一法規（株）
千葉県ダンススポーツ連盟 千葉東支部

中央ろうきん友の会 千葉地区本部
テスコ（株）

成田国際空港（株）
日本共産党 中央委員会

日本共産党 千葉県委員会
日本航空（株）

東日本建設業保証（株） 千葉支店
表示灯（株）

団　体　名団　体　名
国土交通省関東地方整備局

経済産業省　
千葉県
茨城県

ひたちなか市
千葉県土地家屋調査士会

成田国際空港（株）
陸上自衛隊 第一空挺団

三信電気（株）ソリューション営業本部
（株）明日香

富里市ケアマネ・サービス事業所連絡会
合同会社  AMAC

全国農業協同組合連合会 千葉県本部
千葉県農業信用基金協会
農林中央金庫 千葉支店

千葉県農業協同組合中央会
全国共済農業協同組合連合会 千葉県本部

千葉県厚生農業協同組合連合会
富里市商工業促進協議会

団　体　名団　体　名
千葉県 （一社）成田青年会議所

デリスタスエヒロ NPO 法人 子供を交通事故と
犯罪から守る会 茨城支部　

成田国際空港（株） ミドリ安全成田（株）
日本航空（株） （株）伊藤園 成田支店

大塚製薬（株）東京支店 千葉出張所 富里市商工会
（株）大塚製薬工場 富里市商工会青年部
千葉トヨペット（株） 富里市商工会女性部

セブンイレブン日吉倉店 NPO 法人 富里市観光協会
（株）千葉うまかっ部屋 NTT 東日本千葉支店

キリンビール（株）千葉支社 富里郵便局
キリンビバレッジ（株）千葉支社 （株）ブルボン　

（株）トーエル　 （株）ジェーソン　
（株）銚子丸 綜合警備保障（株）（アルソック）

ジェフユナイテッド 有志の会 すこやか防災倉庫　

団　体　名団　体　名
国土交通省関東地方整備局 印旛郡市広域市町村圏事務組合

経済産業省 岩手県雫石町
千葉県 （株）ゼンリン　

（株）ぎょうせい 東京電力パワーグリッド
第一法規（株） いんば中核地域生活支援センターすけっと
ソフトバンク　 富里市商工業促進協議会

KDDI（株）現地災害対策室 合同会社　AMAC
（株）ドコモ CS 千葉支店 積和建設東関東（株）　

高知県安芸市 前田薬品工業（株）

団　体　名団　体　名
（株）若松本店 和歌山ノーキョー食品工業（株）
ジムナシオン成田 ラディソン成田 湯楽城　

酒々井町 天然温泉 黄金の里
おきな 酒々井コミュニティプラザ

（社）清郷会 老人福祉施設九十九荘　 レブ・フィットネス

支援金 人的支援  

令和２年春の叙勲令和２年春の叙勲

旭日中綬章　元富里市長　 相川堅治さん（中沢）旭日中綬章　元富里市長　 相川堅治さん（中沢）

瑞宝双光章　元公立小校長　 荒木田安示さん（七栄）瑞宝双光章　元公立小校長　 荒木田安示さん（七栄）

瑞宝単光章　元京成電鉄空港第 2 ビル駅長　飯島孝行さん （日吉台）瑞宝単光章　元京成電鉄空港第 2 ビル駅長　飯島孝行さん （日吉台）

第34回危険業務従事者叙勲第34回危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章　元佐倉市八街市酒々井町消防組合消防司令長　瑞宝双光章　元佐倉市八街市酒々井町消防組合消防司令長　
　　　　　　　麻生修さん（御料）　　　　　　　麻生修さん（御料）

瑞宝双光章瑞宝双光章　元富里市消防監　大木隆義さん（七栄）　元富里市消防監　大木隆義さん（七栄）

瑞宝単光章　元千葉県警察警部補　佐藤省三さん（大和）瑞宝単光章　元千葉県警察警部補　佐藤省三さん（大和）

多大なる功績に晴れの栄誉多大なる功績に晴れの栄誉

物資支援（食料・飲料水）

災害に備えて災害に備えて
成田国際空港株式会社、ヤマト運輸株式会社と協定を締結成田国際空港株式会社、ヤマト運輸株式会社と協定を締結

物資支援（資機材・通信）

物資支援（施設提供）
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行政は、これまでの行政運営から行政経営へ改革します。
行政経営は、市民起点（市民側から物事を考える）に基づき、「成果」に重点を置くとともに、「守り」から「攻め」
の姿勢へ転換します。

広報とみさと令和 2 年４月号で、令和２年度の当初予算と財政状況の取り組みについてお知らせをしました。
今回は、富里市の貯金と借金について考えてみます。

富 里 市 の 未 来 へ の 取 り 組 み

市の貯金（基金）は、令和元年度末で
総額約 11 億 9,821 万円です。
市 民 一 人 あ た り に 換 算 す る と、
23,886 円となります。
なお、財政調整基金（５億 5,212 万円）
は、市民一人あたり 11,006 円となり
ます。
現在、収入の伸びが追いついていない
ため、貯金を取り崩すことで、増加す
る市民ニーズに対応しています。

保健センターなどの建物や道路などの
工事に借りた市の借金（市債）は、
令和元年度末で総額190億6,495万円
です。
市 民 一 人 あ た り に 換 算 す る と、
380,060 円となります。
なお、一般会計の借金（154憶2,501万円）
では、市民一人あたり 307,497 円とな
ります。
現在、借金を増やさないように計画的
な借り入れを行っています。

市の貯金（基金） 市の借金（市債）

貯金しては取り崩す行政運営 借金に依存した行政運営

今、富里市は変わるときです！

未来へつむぐ、富里市の新たな時代に挑戦します

富里市を取り巻くさまざまな課題

少子高齢化の進行による
〇市税収入の減収
〇医療や介護などの社会保障経費の
　増加

施設の老朽化による
〇道路、上下水道などの維持・更新
　費用の増大

近年の施設整備等による
〇市債（借金）の増加

例えば、このような取り組みを実行します
〇職員一人ひとりの「挑戦する組織風土」を築きます。　
〇官民連携による電力事業や、公共施設への愛称をつける権利など、新たな収入を図ります。
〇市の行っている事業の「選択と集中」を図ります。
〇市所有の土地や施設など、民間企業の利用による有効活用を行います。
〇市街化区域の用途地域見直しや、市街化調整区域の規制緩和により、企業を誘致します。

問い合わせ先  ●財政課　 （93）1115　●企画課　 （93）1118
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※※一般会計とは、市民の皆さまの福祉・教育・土木・衛生などを行う会計の
　ことをいいます。
※※公営企業会計には上水道事業と下水道事業があり、経済活動の発生に基づき
　経理を行う会計のことをいいます。

※※財政調整基金とは、経済不況や災害の発生などに備えるための、貯金のことを　
　いいます。
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問い合わせ先
●印旛保健所成田支所　        （26）7231
●県動物愛護センター　　　 （93）5711
●（公財）県動物保護管理協会　 043（214）7814

ペットを飼っている皆さまへ

次のことに注意して、適切に飼いましょう。
○ 飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにそ

の動物の習性に合った飼い方ができているかどうか再確認しましょう。
〇動物からうつる感染症予防のため、動物にさわった後は、必ず、手を洗いま
　しょう。
○ 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時などに放れて

しまっても、飼い主が分かるようにしましょう。
 　※※犬は、首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病
　予防法で義務付けられています。
〇犬の放し飼いは禁止されています。
○ 飼い犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがな

いかどうか獣医師の検診を受けさせましょう。
○ 猫は、屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声などによる迷惑の防止、また、感

染症や交通事故などの危険から、猫を守ることができます。
○ 飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
〇適正に飼うことができない犬・猫を増やさないために、不妊去勢措置をしま
　しよう。
〇やむを得ない事情により、飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してく
　ださい。保健所、動物愛護センターでは、新しい飼い主を探すお手伝いをし
　ています。
〇愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大 100 万円の罰金が科せられま
　す。
〇愛護動物を殺傷すると、最大で２年の懲役または 200 万円の罰金が科せら
　れます。

熱中症の症状

○手足の筋肉に痛みが生じたり、筋肉が勝手に収縮したりすることが最初
　の症状になることもあります。
○ 次第に具合が悪くなって体がだるいと訴えたり、気分が悪くなり吐き気

がしたり、頭痛やめまい、立ちくらみが生じることもあります。
○ 頭がボーッとして注意力が散漫になるのも典型的な症状です。
○ 意味不明な言動がみられれば危険な状態です。

119番が必要なとき

頭痛、吐き気、嘔吐、注意力の散漫などがある場合には、速やかに、
医療機関を受診させましょう。
意識がもうろうとしていたり、体温が極端に高かったりする場合には、
すぐに 119 番通報をしてください。

応急手当の方法

○風通しの良い日陰や冷房の効いている場所に移動させます。
○衣服を脱がせ、うちわや扇風機で風を当て、体の熱をとります。
○汗をかいていないようであれば、皮膚にぬるい水をかけ、濡らしながら
　風を当てます。
　※※氷のうを、首、脇の下、太ももの付け根などに当てると冷却の助けに
　　なります。
○経口補水液やスポーツドリンクを飲ませましょう。　
　※　※自分で水が飲めない場合は、無理に飲ませてはいけません。

■ 対象　20 歳以上で市内在住または在勤
■ 期間　６月１日（月）～令和３年２月 26 日（金）まで
■ 参加方法　
　①記録用紙（※※）を受け取る。　
　②日々の歩数を記録する。　
　③１２０万歩に達したら、記録用紙を健康推進課または日吉台出張所に持参し、
　　達成スタンプの押印と達成証を受け取る。
　　（プレゼントを希望する人は、応募してください。）
　　　　※※記録用紙は市公式ホームページからダウンロードできるほか、次の場所で記録用紙は市公式ホームページからダウンロードできるほか、次の場所で
　　　配布しています。　　　配布しています。
　　○　　○市内公共施設　市内公共施設　保健センター（すこやかセンター内）、日吉台出張所、保健センター（すこやかセンター内）、日吉台出張所、
　　　　　　　　　　中部ふ　　　　　　　　　　中部ふれあいセンター、市立図書館れあいセンター、市立図書館
　　○　　○ＪＡ富里市産直センター１号店・２号店ＪＡ富里市産直センター１号店・２号店
　　○　　○市商工会協力店・市内医療機関　右表のとおり市商工会協力店・市内医療機関　右表のとおり

市商工会協力店・市内医療機関 (ポスター掲示 )

○…記録用紙の設置

事業所名 医療機関名

㈱ヘルシーボックス ○ 日吉台病院

いしかわ治療院 ○ あづま醫院 ○

オオニシスポーツ ○ 龍岡クリニック ○

サイクルハウスＫＥＮ 東葉クリニック
エアポート泌尿器科ヘアーサロンアラノ ○

天然温泉　黄金の里 ○ にしだクリニック富里 ○

㈲海宝モータース ○ 吉川医院 ○

㈱やます　成田営業所 ○ 戸村内科クリニック

㈱津田商店 ○ 黒須医院 ○

源田商店 ○ 中原医院

クニシ電器 成田富里徳洲会病院

ひごや ○ みやび内科 ○

岩出写真スタジオ ○ かなめ整形 ○

美章堂印房 ○ 河野歯科医院 ○

秋葉自動車整備工場 川村歯科医院

プレールさなだ ○ 秋山歯科クリニック ○

㈲石澤モータース ○ 内田歯科医院 ○

㈲アキバ電器 ○ しいな歯科 〇

㈲麻野薬局 ○ なお歯科・矯正歯科医院 ○

㈲伊藤自動車 ○ 弓立歯科医院 ○

ナナン洋菓子店 ○ 杉の木歯科医院 ○

美容室サロン・ド・ピュア ○ 天野歯科 ○

ヘアーメイクＶｉＶｅ ○ 宮内歯科

ミニストップ富里根木名店 ○

問消防署　 （92）1311

熱　中　症熱　中　症
に気をつけましょうに気をつけましょう

チャレンジ！チャレンジ！とみさと健康ウォーキングとみさと健康ウォーキング
キャンペーンキャンペーン

楽しく歩いて健康づくりを！

皆さんが楽しく健康づくりに取り組めるように、120万歩健康ウォーキング
事業を実施しています。
日々の歩数を記録して、120万歩を完歩した人には、達成スタンプの押印と
達成証を交付します。また、ＪＡ富里市の協力により、応募された中から、
抽選で10人に富里産新鮮野菜をプレゼントします。

問  健康推進課　 （93）4121

熱中症は必ずしも炎天下で無理に運動した時だけでなく、冷房のない暑い
室内や車の中に長時間いるだけでも生じます。
特に、乳児や高齢の人は気を付けてください。

県動物愛護センターでは、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を開催し
ています。また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を派遣して、動物
愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方と動物由来感染症に関する講
演を行っています。詳しくは問い合わせてください。
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がん検診案内

子宮頸がん検診（個別）子宮頸がん検診（個別）

契約医療機関に、市内在住が証明できるもの（保険証や免許証）を持参して
事前に予約をします。予約するときは、「富里市の検診」と必ず伝えてください。

　■期間　８月 3 日（月）～令和３年１月 29 日（金）
　　　　　※※緊急事態宣言が解除されない時は、検診を受けることはできま
　　　　　　せん。
　■対象　市内在住で 20 歳以上の女性（令和３年３月 31 日現在）　
　■費用　2,000 円（生活保護受給者は受給証明書を持参してください。）　
　■医療機関　弓立産婦人科
　■申込　予約電話番号　 （93）8272
　　　　　予約受付時間　月～水、金曜日
　　　　　　　　　　　　9：00 ～ 11：30 ／ 15：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　　　　木曜日 9：00 ～ 11：30
　　　　　　　　　　　　※※土、日曜日・祝日を除く

問  健康推進課　 （93）4121

大腸がん検診　（便潜血検査）大腸がん検診　（便潜血検査）

便に血が混じっていないかを検査します。
下表の契約医療機関に、市内在住が証明できるもの（保険証や免許証など）
を持参して、申し込みます。その後、検査のために配布される容器を受け取り、
家で便を２日分採った後に、配布された医療機関に提出してください。
　■期間　11 月 30 日（月）まで
　　　　　 　　　　　 ※※緊急事態宣言が解除されない時は、検診を受けることはできません。
　■対象　40 歳以上（令和３年３月31日現在）　
　■費用　500 円（生活保護受給者は受給証明書を持参してください。）

大腸がん検診契約医療機関
あづま醫院 （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

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

はる内科小児科クリニック （85）5200

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

令和元年度 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 問  総務課　 （93）1113

■富里市情報公開制度
　市では、情報を広く公開することで多くの皆さんに市政への理解と信頼を
　深めてもらうため、「富里市情報公開条例」に基づいて、市が保有している
　公文書などの公開を実施しています。
　情報公開条例は、皆さんが必要とする情報を請求できる権利を具体的に定め
　たものです。
■請求・開示などの実施状況
　令和元年度の公文書開示請求件数は 46 件で、内訳は下表のとおりです。
　なお、部分開示になった文書は、個人のプライバシーや法人に関する情報
　が含まれていたものでした。

■情報公開制度に基づく請求・開示などの処理状況

請求年度請求年度 請求件数請求件数

開　示　請　求　に　対　す　る　決　定開　示　請　求　に　対　す　る　決　定

全部全部
開示開示

部分部分
開示開示

非開示決定非開示決定
合計合計

非開示非開示 不存在など不存在など 小計小計

2929 6969 1616 4848 11 1111 1212 7676

3030 7070 2828 2626 55 3030 3535 8989

元元 4646 2323 1818 33 1313 1616 5757

※※請求１件につき、２つ以上の決定を行ったものや未決定の請求が含まれるため、決
定の合計と請求件数が一致しない場合があります。

問  総務課　 （93）1113

市役所では、夏の省エネ対策の一環として、職員のクールビズ（ノーネクタイ、ノージャケット）を励行しています。
皆さんのご理解をお願いします。

乳がん・子宮頸がん（集団）検診乳がん・子宮頸がん（集団）検診のの延期延期
例年７～８月にかけて実施していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、当面の間、延期します。
日程は、決定次第改めてお知らせします。

■個人情報保護制度の運用状況
　市が保有する個人情報は、「富里市個人情報保護条例」で保護され、本人に限り、
　開示、訂正、消去、利用停止の請求をすることができます。
　令和元年度は、25件の開示請求がありました。
■情報公開及び個人情報保護審査会
　公文書の非開示決定などに対して、行政不服審査法に基づく審査請求があっ
　たときに、実施機関の諮問に応じて審査する機関として、「富里市情報公開及
　び個人情報保護審査会」を設置しています。
   ▼審査会の構成
　   任　期…令和３年 9 月 30 日まで
  　【会　長】　西口　　元（弁護士、大学教授、元裁判官）
　  【副会長】　高谷　正敏（民生委員）
  　【委　員】　菊地　秀樹（弁護士）
　　　　　　  本𣘺　幸子（行政相談委員）
　　　　　  　宮内　夏海（税理士）             　　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ＜敬称略＞　　　　　　　
■附属機関などの会議公開
　会議の透明性・公平性を確保するため、市の附属機関などの会議を公開して
　います。会議の開催の内容、日時、場所などは、市公式ホームページでお知
　らせしています。

市役所市役所ででクールビズクールビズをを励行しています励行しています　　10 月 31 日（土）ま10 月 31 日（土）までで

日にち…６月 28 日（日）、９月 27 日（日）、12 月 13 日（日）、令和 3 年 3 月 14 日（日）　※※雨天決行
時間・場所… ● 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
資源ごみを出すときの注意事項　事業ごみや、その他のごみは回収できません。
●新聞、雑誌、段ボールなどは種類ごとにひもで束ねる　●飲料用紙パックは洗って乾かし、切り開いてひもで束ねる　
●パッケージペーパー（お菓子箱、紙袋など）は、紙袋に入れるか、ひもで束ねる　●飲料用アルミ缶は中を水洗いする
●衣類はまとめて束ねる（雨に濡れそうなときはビニール袋に入れてください）●パソコン、スマートフォンなどは、個人情報を完全に消去して電池類を取り除く

資源ごみの拠点回収資源ごみの拠点回収

より透明で開かれた市政を目指して

※※詳細は、各医療機関に確認してください。

「五十音順」
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6 月 23 日～ 29 日は
男女共同参画週間
企画課　 （93）1118

そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。

ワクワク・ライフ・バランス

男性と女性が、職場で、学校で、地域
で、家庭で、それぞれの個性と能力を
発揮できる「男女共同参画社会」を実
現するためには、一人ひとりの取り組
みが必要です。
市では、市男女共同参画計画（第２次）
改訂版を推進し、男女が共に尊重し合
い、支え助け合い、一人ひとりが幸せ
を感じる住みよい地域づくりの実現に
向けて取り組んでいきます。

６月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日６月10日（水）
※※９日（火）までに入金確認をお願い
します。

ごみの出し方について

クリーンセンター　 （93）4529

●生ごみはしっかり水を切って、可燃
　ごみに入れてください。
●ペットボトルは必ずキャップとラベ
　ルをとり、水で中を洗ってつぶして
　出してください。
●乾電池・水銀入り体温計は、透明ま
　たは半透明の袋に入れて、蛍光灯は
　購入時の箱などに入れて割れないよ
　うにして、各地区のガラスびん・ペッ
　トボトルの収集日に出してください。
●空き缶はつぶさずに出してください。
●草や葉は、土をよく落とし、必ず中
　身の見える袋に入れて、クリーンセ
　ンターへ直接搬入してください。

お知らせ

毎年 6 月は「食育月間」
毎月 19 日は「食育の日」
農政課　 （93）4943

「食育」は、食生活や食習慣を見直し、
様々な経験を通じて食に関する知識と
食を選択する力を習得し、健全な食生
活を実践することができる人間を育て
ることを目指した活動です。家族そ
ろって食卓を囲みながら、もう一度私
たちの「食」について見つめ直してみ
ませんか。

6月1日～7日は水道週間

上下水道課　 （93）3340

飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで

水道は、蛇口をひねれば水が出てくる
身近な存在ですが、限りある資源です。
大切に使いましょう。

６月７日～13日は
危険物安全週間
消防本部予防課　 （92）1313

訓練で　確かな信頼　積み重ね

危険物取扱事業所の自主保安体制の確
立のため、毎年６月の第２週を危険物
安全週間として、危険物の保安に対す
る意識の高揚と啓発を全国的に推進し
ています。
事故の多くは、慣れや油断からくる
誤った取り扱いや、うっかりミスなど
です。
また、設備や容器の腐食疲労などによ
る流出事故の増加が心配されています。
消防法に基づく定期点検と効果的な日
常点検を確実に実施し、施設の設置環
境や経過年数に応じた維持管理を実施
しましょう。

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。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秘書広報課秘書広報班　  （93）１１ （93）１１１１22

ごみの減量・リサイクル協力店を
利用しましょう
環境課　 （93）4946

市では、「ごみを出さない」ための取
り組みの一つとして「ごみの減量・リ
サイクル協力店」認定制度を設けてお
り、現在28店舗が登録されています。
この制度は、店舗自らがごみの減量・
リサイクルに積極的に取り組み、消費
者の皆さんと協力して、「買い物袋の
持参運動」、「新聞類の回収」、「ハンガー
の回収」などを行っています。
また、この認定制度にご協力いただけ
る店舗を募集しています。
詳しくは問い合わせてください。

廃棄物の不法投棄をなくそう
環境課　 （93）4945

不法投棄をした人は、５年以下の懲役
か1,000万円以下の罰金、またはそ
の両方が科せられることがあります。
不法投棄を見かけたら

不法投棄をしている現場を見かけたら、
捨てられているものや場所、車のナン
バーなどを記録し、警察または環境課
へ通報してください。
不法投棄されている場所を見つけたら、
環境課へ連絡してください。
不法投棄をさせない・されないために

定期的に土地の見回りや草刈りを行い、
フェンスなどを設けて管理されている
土地であることを示すなど、予防に努
めることが大切です。

水道メーターの点検を
上下水道課　 （93）3340

敷地内の給水装置の漏水修理などは、
所有者または使用者の負担となります。
蛇口を全て閉めても、パイロット（八
角形の銀色のコマ）が回転していたら
漏水の可能性があります。
最寄りの市指定給水装置工事事業者、
または漏水当番（今月の当番はP.11
に掲載 )に相談してください。

介護予防はじめませんか
高齢者福祉課　 （93）4981

住み慣れた地域で、いつまでもいきい
きと暮らしていくために、介護予防を
はじめましょう。
日常生活で、取り入れやすい運動や、
自宅でできる介護予防の案内をしてい
ます。
希望する人は問い合わせてください。

戦没者などのご遺族の皆さまへ

第十一回特別弔慰金の支給

社会福祉課　   （93）4192

詳しくは問い合わせてください。
対令和２年４月１日現在、戦没者など
　の妻や、父母などの遺族がいない場
　合に、先順位の遺族１人に支給
額支給内容
　額面25万円、5年償還の記名国債
期令和5年3月31日まで
　※※期間を過ぎると請求できません。

住宅用火災警報器を
設置しましょう

住宅用火災警報器について

市の火災予防条例では「煙式（煙感
知器）」を設置するよう定めています。
設置場所は寝室です。２階に寝室が
ある場合は、階段にも設置しましょう。
また、火を取り扱う場所には、なるべ
く設置しましょう。
住宅用火災警報器は、古くなると火災
を感知しなくなることがあります。設
置から10年を目安に交換し、数か月
ごとに警報音が鳴るかどうか点検しま
しょう。
問消防本部予防課　 （92）1313
悪質な訪問販売にご注意ください

悪質な訪問販売・点検が発生しています。
消防職員が販売などを目的に個人宅を
訪問したり、消防署から特定の業者に
住宅用火災警報器のあっせんや販売・
点検を依頼することはありません。
問消費生活センター　 （93）5348

富里特別支援学校
学校公開　中止のお知らせ
 県立富里特別支援学校　村井
  （92）2100

今年度の学校公開は、中止とさせてい
ただきます。教育相談は、学校ホーム
ページで確認してください。

　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。

◎相相続続手手続続ききををササポポーートト 

・戸籍謄本等を代理取得します 
・相続人調査と相続関係説明図 
・遺産分割協議書の起案、作成 
・預貯金名義変更、その他手続 
相続手続きをお手伝いします 

◎遺遺言言書書のの作作成成ををササポポーートト 

・認知症では遺言書作成が困難 
・未成年者、認知症者を含む相
続では手続が複雑化します 

早めに遺言書を作成して対策！ 
行行政政書書士士内内田田敏敏夫夫事事務務所所  

☎（９１）５３１３ 
０８０-１２５３-４５１６ 

●連合千葉
　フリーダイヤル（通話料無料）
　０１２０（１５４）０５２

●面談での相談（要予約）
　成田・佐倉地域協議会事務所
　　成田市花崎町７９９－７
　　ホクセイビル２Ｆ
　　9：30 ～ 17：00

無料なんでも労働相談

解雇・雇用契約、賃金不払、
労働時間、パワハラ・セクハ
ラなど労働問題に対し専門の
アドバイザーが秘密厳守にて
適切にアドバイス。
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新築・増築家屋の調査
課税課　 （93）0444

市では、固定資産税を公平かつ適正に
課税するため、調査員（市職員）が訪
問して家屋調査を実施しています。
なお、新型コロナウイルス感染症対策
が継続している場合は、訪問を控えさ
せていただくことがあります。
詳しくは問い合わせてください。
家屋調査とは

固定資産の評価額を算定するため、新
築・増築家屋などを対象に現地調査を
行うものです。調査結果を、国が定め
る固定資産評価基準により評価して課
税台帳に登録します。
調査方法

建物外部（屋根・外壁など）と内部（床・
柱・建具など）の使用部材などの調査
や、家屋の形状・間取り計測、完成図
面などを確認します。

あなたのドナー登録を待っている人がいます

骨髄バンクドナーに助成金
健康推進課　 （93）4121

市では、骨髄移植の推進とドナー登録
者の増加を図るため、骨髄や末梢血管
幹細胞を提供した人（ドナー）と勤務
先事業所に対し、助成金を交付します。
対次のすべてに該当する人
　○富里市に住民登録している
　○市税の滞納がない
　○他の地方公共団体から助成金に相
　　当する交付を受けていない
額○ドナーに対する助成額
　　通院・入院日数×2万円(上限14万円)
　○事業所に対する助成額
　　ドナーに与えた休暇日数×１万円
　　（上限７万円）　
申市骨髄移植ドナー支援事業助成金交
　付申請書（※※）に必要事項を記入し、
　日本骨髄バンクが発行する「提供証
　明書類」などを添えて、骨髄などの
　提供を完了した日から90日以内に
　申請してください。

国民年金を受給している皆さんへ
幕張年金事務所
043（212）8621

次の要件に該当する人は、手続きが必
要です。
誕生月に日本年金機構から書類が届い

たとき

加給年金や障害年金の受給者、住民基
本台帳ネットワークでの現況確認がで
きない人などには、日本年金機構から
各届出書が送付されますので必ず提出
してください。
年金の受取金融機関を変更したいとき

⇒年金受給権者住所・受取機関変更届
問消費生活センター　 (93)5348
ジェネリック医薬品差額通知
国保年金課　 （93）4083

該当月に処方された新薬（先発医薬品）
をジェネリック医薬品（後発医薬品）
に変更した場合、薬代の自己負担額が
一定額以上軽減されると見込まれる人
に、年４回通知書を郵送します。
なお、国民健康保険加入者全員に届く
ものではありません。
通知を希望しない人は連絡してください。

年金払込通知書・
年金額改定通知書を送付します
幕張年金事務所　 043（212）8621

年金払込通知書は、毎年６月に金融機
関などの口座振込で年金を受け取って
いる人に、６月～翌年４月 (２か月に
１回 )まで毎回支払われる金額をお知
らせするものです。
年金支払額や受取金融機関に変更が
あった場合には、その都度お知らせし
ています。
視覚障害を事由として障害年金を受給

している人

音声コードを印刷してお知らせする取
り組みも行っています。

問企画課　 （93）1118

国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象にした、5年ごとに実施
される最も基本的で重要な統計調査です。
令和2年国勢調査は、令和2年10月1日を基準日として行われます。
調査の回答は、パソコンやスマートフォンによるインターネット回答もできます。

国勢調査は開始 100 年国勢調査は開始 100 年

令和2年国勢調査がはじまります令和2年国勢調査がはじまります

各世帯への調査票の配布は9月中旬を予定しています

募　集

令和2年度
会計年度任用職員
（パートタイム）
葉山こども園　 （93）1215
富里幼稚園　 （93）2387

詳しくは問い合わせてください。
日８：30～19：00の指定する時間
　　※※勤務日時などは相談してください。
場 内 
　葉山こども園

　正看護師（准看護師）、保育教諭
　○園児の保健業務全般
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育）
　富里幼稚園

　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○正看護師　
　　時給1,054円～1,314円
　○准看護師　
　　時給1,002円～1,244円
　○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給1,002円～1,209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）

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

子育ての援助を受けたい人と援助がで
きる人が会員になり、センターが仲介
して会員同士で支えあいます。
日月～金曜日（祝日を除く）の都合の
　良い時間に個別説明（要予約）
　９：00～16：00

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
任任用日～令和３年3月31日
定２名　額時給1,314円
申７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

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55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。
●保健師２人程度
　○昭和55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。

問	総務課　	総務課　 （93）1113　	〒286－0292（住所不要）（93）1113　	〒286－0292（住所不要）
■■日時・場所日時・場所　　
　　●●１次試験　１次試験　
　　７月12日（日）　　７月12日（日）
　　※※試験会場は、受験票をお返しするときにお知らせします。
　●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　
　６月３日（水）までに、申込書を総務課人事給与班へ原則郵送で提出
　（３日の消印有効）。
　申込書は、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。
　　新型コロナウイルス感染症により、日程などは変更の可能性があります。
　最新情報は市公式ホームページで確認してください。
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募　集

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。

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

市社会福祉協議会
事務職員（臨時職員）

市社会福祉協議会　 （92）2451
〒 286-0221
富里市七栄 653 － 2

日 7 月 1 日から勤務できる人
　月～金曜日　８：30 ～ 17：15
内事務職員（事務補助など）
定 1 人（年齢不問）
額時給 930 円
対〇ワード、エクセルで簡単な入力が
　　できる人
　〇要普通自動車運転免許
申 6 月 12 日（金）までに履歴書を持
　参、または郵送

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日６月11日（木）
　13：30～15：30
場集合　中央公民館ロビー
内農作業ジャガイモ収穫体験
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

教室・講座

セブンイレブンジャパンによる

シニア従業員の
お仕事説明会 in 富里

申込 商工観光課　 （93）4942

市と「高齢者見守りネットワーク事業」
の協定を締結しているセブン‐イレブ
ン・ジャパンが、高齢者の雇用を推進
するため、仕事説明会を開催します。
日６月17日（水）
　10：00～11：30
　受付　９：40 ～
場市役所分庁舎 2 階大会議室
対おおよそ 60 歳以上
　（年齢上限なし）
定 30 人

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、普通救命講習会を
実施しています。
日６月 21 日（日）
　9：00 ～ 12：00
　受付　8：30 ～
場北分署２階会議室
対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学
　いずれかの人

令和2年度創年セミナー
開校を延期します

生涯学習課　 （93）7641

５月号で受講生を募集しましたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間、開校を延期します。
開校は、改めてお知らせします。

【事例】
〇市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話
　を受けた。
〇携帯電話会社名で、新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメー
　ルが届いた。
〇自宅の固定電話に「新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる。マイ
　ナンバーが必要。これから自宅に行く」という電話があった。
〇不審なマスク販売広告メールが、スマートフォンに届いた。
〇マスクを無料送付するというメッセージが、スマートフォンに届いた。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意を！

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活消 費 生 活
相談コラム相談コラム

190

●アドバイス
　新型コロナウイルス対策に便乗し、市役所などの公的機関や、携帯電話会
社などになりすまして、個人情報や口座情報を詐取しようとする相談が見ら
れます。電話やメールなどで「助成金があるので個人情報や口座情報を教え
てほしい」と言われたら、詐欺の疑いがあります。こうした電話はすぐに切り、
メールは無視しましょう。
　市役所などの行政機関の職員を名乗る怪しい電話や、心あたりのない送信
元からの怪しいメール、ＳＭＳが届いても反応しないようにしましょう。

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。

令和２年度千葉県調理師試験
県健康づくり支援課調理師試験担当

043（223）2667
〒 260-8667
千葉市中央区市場町 1-1

日 10 月 10 日（土）
場千葉大学西千葉キャンパス
　総合校舎４・5 号館
　＜千葉市稲毛区弥生町１ー 33 ＞
　願書配布日時・場所

　５月 11 日（月）～
　 ●印旛健康福祉センター
　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞
　 ●印旛健康福祉センター成田支所
　　＜成田市加良部 3-3-1 ＞
　願書受付期間

　６月29 日（月）までに、県健康づく
　り支援課に郵送（簡易書留）
　
千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

県社会福祉協議会　
043（204）1610

〒 260 ー 8508
千葉市中央区千葉港４－３

日 10 月 11 日（日）
　 10：00 ～
対医療・保健・福祉分野の有資格者
　などで一定期間以上の実務経験の
　ある人
申６月 30 日（火）までに申込書（※※）
　を簡易書留で郵送
　（30 日の消印有効）
　※　※市高齢者福祉課または市社会福祉
　協議会で配布しています。

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６月11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

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

日６月 17 日（水）
　9：00 ～ 12：00 ／
　13：00 ～ 17：00
　1 組につき 45 分程度
場中部ふれあいセンター
対市内在住の人　
定 14 組
申６月 15 日（月）まで
持建築確認申請時の平面図など、住宅
　の間取りがわかるもの

仲　間　募　集

誠道空手
相京　 （93）2765

空手の修行を通じて人格形成を図り、
強くてたくましく、優しく思いやりの
ある人間を育てます。
日 毎週火・金曜日
　19：00 ～ 21：30
場 富里中学校柔剣道場
対 ４歳以上の男女（親子でも可）
費入会金 5,000 円、月会費 4,000 円

児童手当の現況届は６月中に

６月上旬に児童手当現況届を郵送します

現況届は、毎年６月１日現在の状
況を記載し、児童手当を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認
するためのものです。
現況届の提出がないと、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、注意してください。
また、子育てワンストップサービ
スを利用した電子申請も可能です。

６月は児童手当の振込月です

●振込予定日　６月 10 日（水）
●支給対象月　令和２年２月～５月分
令和元年度の現況届を提出してい
ない人は、振り込みができませんの
で、至急、手続きをしてください。

問子育て支援課　 （93）4497
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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/

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

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

毎月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。

６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

 １  （月）育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

 ２  （火）
1 歳６か月児健診
※※対象者には個別に通知します

★ 13：00 ～ 13：30

 ５  （金）
3 歳児健診
※※対象者には個別に通知します

★ 13：00 ～ 13：30

 ８  （月）健康相談（要予約） ★ 9：30 ～ 11：00

６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４月生まれ
ＢＣＧ　
令和２年１月生まれ
４種混合　
令和２年３月生まれ
ＭＲ （麻しん ・ 風しん） ・ 水痘
令和元年５月生まれ
日本脳炎　平成 29 年 5 月生まれ

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。

プレパパママ教室（土曜コース）
母子保健班

初めて出産を迎える夫婦を対象にし
た教室です。
①日時　
　７月２日（木）
　 9：30～12：00
　内容　
　妊娠中のすごし方、赤ちゃんの
　お口の手入れ＆栄養
②日時
　７月９日（木）
　 9：30～12：00
　内容
　赤ちゃんのお風呂、おっぱいと
　ミルクの話
③日時
　７月16日（木）
　 9：30～12：00
　内容
　出産経過の話、マタニティーヨガ
④日時
　７月30日（木）
　 9：30～12：00
　内容
   産後の生活、先輩ママとの交流会
　※※４回で１コースになります。
場所…保健センター
　　　（すこやかセンター内）
費用…250 円（テキスト代）
　　　500 円（試食代）
申込…６月 29 日（月）までに電話

※※緊急事態宣言の状況により中止と
なることもあります。

富里小・七栄小地区　7 名
岡野　陽子（七栄第２）　
大竹　ナオ（久能）
國司　恵子（七栄第３）
戸塚　住江（人形台西）
髙𣘺　行江（七栄第５）
石橋美枝子（七栄第６）
宇瀨由美子（東七栄）

第一小地区　９名
相川美佐子（中沢）
篠原真由美（中沢）
森下てるよ（立沢）
並木　菜苗（新橋）
大城　延子（南七栄）
野牧　惠子（南七栄）
丹　さく子（南平台）
橘　　幸代（南平台）
中山チヱ子（新中沢）

根木名小地区　５名
二上　正栄（大和 NT）
岩﨑　早苗（旭ヶ丘）
菅原富士子　（ファミリータウン富里）
相馬きよ子（富里台）
伊藤由美子（根木名）

南小地区　7 名
吉田幾久子（旭）
井ノ口明美（東立沢）
岡田のり子（三区）
越川　一恵（三区）
福田　明美（立沢台）
鈴木美智子（高野）
江原　ゆみ（武州）

日吉台小地区　６名
井上　清子（日吉台１丁目）
中村　君枝（日吉台 2 丁目）
飯泉　早苗（日吉台３丁目）
中村壽美子（日吉台 3 丁目）
国井貴美子（日吉台 6 丁目）
松本ヒトミ（日吉台６丁目）

浩養・旧洗心小地区　５名
佐々木佳代（金堀）　川島　ゆき（実の口）
山下久美子（四区）　芹川　照代（二区）
引田　敏子（二区）

特定健診のお手伝いや、 保健センターで行っている教室の協力などを担当して
います。 また、 地域で子育て支援や健康づくり活動を行う予定です。
よろしくお願いいたします。

今年度は39人で活動します　

こんにちは！富里市地区保健推進員です

＜敬称略＞

高齢者肺炎球菌予防接種
成人保健班

献血 in 富里市役所
成人保健班

■日時
　　６月 26 日 （金）
　 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）

※※対象者には６月上旬までに予診 
　　票を発送します。

■対象
今までに、 公費で高齢者肺炎球菌　 
の予防接種を受けたことがなく、
令和３年３月 31 日時点で次の年齢
に該当する市内在住の人
65、 70、 75、 80、 85、 90、 95、
100 歳

※※令和３年３月 31 日時点で、 60 ～
64 歳で、 心臓、 腎臓、 呼吸器の機
能に身辺の日常生活が極度に制限
される程度の障害がある人、 免疫不
全により日常生活がほとんど不可
能な程度障害がある人も対象です。

■期間
　　令和３年３月 31 日 （水） まで
■接種回数
　　１回
■費用
　　5,000 円
※※生活保護受給者は受給証明書を持参

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

1 2 3 4 5 6

◆

7 8 9 1010
●●
11 12 13

◆

14 15 16 17 18 19 20

◆

21 22 23 24 25 26 27

◆

28 29 30

６月の映画会につきましては、休止とさせていただきます。

再 開 時 期 に つ き まして は 決 ま り 次 第 、 広報とみさとや図書館ホー

ムページなどでお知らせします。

献血キャラクター　「けんけつちゃん」

（出典：厚生労働省ホームページ）

6 月の映画会

新型コロナウイルス感染症の影響により、開館日時やイベント開催など
が変更になる場合があります。
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６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

14 日（日）
28 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、14 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。

28 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

○交通事故相談（5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

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　

場市役所分庁舎１階会議室

問 国保年金課　 （93）4085

○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 市役所分庁舎１階会議室

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※ 1 事前予約がない場合は開催しません。
※※中央公民館、社会体育館は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休館となる場合があります。

時時間　場場所　問問い合わせ

問秘書広報課　 （93）1112

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

中央公民館休館日
社会体育館休館日

〇障がい者相談

７ ８ ９ 10 11 12 13

中央公民館休館日
社会体育館休館日

〇交通事故相談
　※1

14 15 16 17 18 19 20
○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

○年金相談

21 22 23 24 25 26 27

中央公民館休館日
社会体育館休館日

28 29 30
○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

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（92）１２１１

●休館日　１日（月）、８日（月）、15 日（月）、22 日（月）、29 日（月）
●使用申請受付は、休止いたします

　公民館棟令和２年９月使用分・講堂棟令和２年 12 月使用分

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 ～翌朝６：00
日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ  9：00 ～翌朝６：00

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　㈲北村設備　　 （92）5211（92）5211

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スマートフォンなどで
広報紙がすぐに読め広報紙がすぐに読めますます

※※ 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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６月 30 日（火）６月 30 日（火）

市民税・県民税　第 1 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。

「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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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。

vol.2市市 民民 活活 動動 介介紹紹

問市民活動推進課　 （93）1117令和元年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。

富里市立根木名小学校

活動経歴・内容
平成 13 年から、 児童が折り紙の飾り付きのメッセージカードを作成す
る 「折り紙ボランティア」 を実施しています。
作成したものは、 富里市社会福祉協議会が実施している、 高齢者へ
の給食サービスに添えられます。
令和元年度は、 ４月と８月を除く毎月１回、 第１もしくは第２金曜日に実
施しました。 毎月担当学年を決め、 作品数が 70 点くらいになるよう、 １人
２～３点くらい （人数が多い学年は１人１～２点くらい） を目安に作成して
います。
その他
折り紙ボランティアの時間では、 季節に合ったものを作成しています。 渡
す相手はお年寄りの方だということと、 贈り物であるので、 丁寧に作成す
るように声を掛けています。
このボランティアを通して、 相手を思いやる優しい気持ちを育てることが
できれば良いと思います。

問富里市立根木名小学校　 （92）0662

千葉県立富里高等学校

活動経歴・内容　

平成 25 年度から、 市内の社会貢献活動を紹介するイベントである市民活

動フェスタにおいて、 生徒会や JRC 部の生徒が、 当日の運営ボランティア

として活動しています。

受付でのチラシ配布、 来場者参加型イベント対応やとみちゃん ・ チーバく

んの介添えなど、 会場内各所で役割を担っています。

本市の協働のまちづくりを推進する事業に、 若い世代である高校生が関わ

ることで、 イベントの盛り上がりに貢献しています。

問千葉県立富里高等学校　 （92）1441

「富里市公園等の市民参加による管理に関する協定」 に基づき

各公園の除草等植栽管理と日常的な管理をされている自治会

平成８年度に 「富里市公園等の市民参加による管理に関する協定」 を市　　

都市計画課と締結し、 各自治会内の公園において、 年数回～数十回程度、 

除草などの植栽管理と日常的な管理を行っています。

○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

問都市計画課　 （93）5347

６月１日は 「景観の日」 とされています。
富里市では、 平成 30 年６月に景観行政団体へ移行し、 自然や歴史 ・
伝統的なもの、 今ある良い景観を保全しながら、 新たに現代的で美し
く魅力的な景観をつくりだすための取組を行っています。
皆さんも景観がよくなる取組を一緒に考えてみませんか。
市では、 富里市の誇れる景観スポットを随時募集していますので、 皆
さまからの多くの情報提供をお待ちしています。

募集ジャンル
〇自然風景
〇農村 ・ 田園風景
〇歴史文化
〇まちなみ形成
〇その他保全すべき風景

応募対象者
市民、 企業または団体
※市外の人でも、 企業 ・ 団体に属していれば可

応募方法
応募用紙と写真などを都市計画課へ提出 （郵送、 メール可）。
応募用紙は都市計画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。

～富里市の誇れる景観を次世代へ～～富里市の誇れる景観を次世代へ～

問都市計画課　 （93）5147
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