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４９，９８５人（ 前月比　－ 60）

●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、市公式ホームページで確認していただくか、問い合わせてください。

富里のシンボルとして皆さんに親しまれてきたスイカガスホルダーが解体されることに
なりました。
毎年、スイカロードレース大会では、ランナーの皆さんを温かく出迎え、大会に花を
添えてくれました。
今年の大会で有終の美を飾って欲しかったですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、大会は中止となってしまい、残念な思いでいっぱいです。
皆さんの心の中に、この風景をいつまでもとどめておいていただきたいと思います。
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車道や歩道の一部で、隣接する山林や個人宅地などが、次のような状態になって
いることから、通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。
○車道や歩道に樹木や枝が張り出している
○枯れ木や枯れ枝の倒木がある
○竹木の繁茂がある
土地（樹木）の所有者の皆さんには、樹木の伐採、または枝払いなど、適正な管
理をお願いします。
沿道の倒木や張り出した枝などで、通行中の車両が損傷する事故などが発生した
場合には、所有者が賠償責任を問われる場合があります。

問〇国道・県道について　成田土木事務所管理課　 （26）4832
　〇市道について　　　　建設課　 （93）5747

問〇電線に倒木などが掛かっている場合　　
　　東京電力パワーグリット㈱　カスタマーセンター　
　　 0120（995）007
　〇電話線に倒木などが掛かっている場合
　　 NTT 東日本故障受付センター　
　　 0120（444）113

災害への備え

道路上に張り出している樹木の伐採について 倒木などによる停電・通信障害を防ぐために

昨年の台風では、市内で大きな被害を受け、強風による倒木などが原因で、
大規模な停電も発生しました。
台風シーズンが始まる前に、今一度、樹木や空き地の管理を行いましょう。

台風などの被害による倒木・倒竹などが原因で、電線や電話線が断線し、停
電や通信障害などの事故が発生しています。
こうした事故を未然に防ぐため、土地所有者は私有地内の樹木などの適切な
管理をお願いします。

令和元年台風第 15 号などの被災者に対する、賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）
の申し込み受付は、８月 31 日（月）で終了します。
この制度は、千葉県が昨年の台風第 15 号などの被災者を対象として、県と被災
者（入居者）・貸主（大家）の三者で入居契約を結び、応急仮設住宅として民間
賃貸住宅を借り上げて提供するものです。
詳しくは問い合わせてください。
■入居期間　２年以内

令和元年台風第 15 号などで被害を受けた住宅に対する支援は、現在も受け
付けています。
受付期限は、国の動向によって決定しますので、制度の活用を考えている人は、
早めに相談してください。
■対象
　〇現に被災した住宅に居住している人のうち、資力がなく、市から発行さ  
　　れた罹災証明書を持っている。
　　※工事費用の全額が保険で適用できた場合は対象外。
　　※罹災証明書は防災課で申請を受け付けています。
　〇屋根、外壁、床、建物と一体の設備など、日常生活に欠くことのできな
　　い部分の修理で税込 10 万円以上の工事。
　　（対象工事部分の撤去・処分費を含む。）
　　※家電、家具、フェンス、カーポート、外構などの修理費や処分費など
　　　は対象外。

賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）

問県住宅課　 043（223）3228

被災住宅修繕緊急支援について

問都市計画課　 （93）5148
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６月９日、市の防災体制を強化することを目的に、㈱旅友と「災害時等に
おける避難者輸送等に関する協定」を締結しました。
この協定により、要配慮者などを福祉避難所へ移送することや、一時的な
避難施設としての車両の提供、ペット同行避難者などへのペット避難施設
としての車両の一部を提供していただくなどの協力をしていただきます。

災害時等における避難者輸送等に関する協定
㈱旅友と締結

特別定額給付金の申請はお済みですか？

中学3年生　学習支援事業

ひとり親世帯臨時特別給付金

お盆期間中のごみ収集とクリーンセンター

富里社会体育館2階アリーナ利用中止のお知らせ

特別定額給付金の受付期限は 8 月 21 日（金）までです。（21 日の消印有効）
まだ申請していない人は、早めに申請をお願いします。
受付期限までに申請がない人は、受給できなくなりますので注意してくだ
さい。

夏休み期間中、市立中学校に在籍している、中学３年生の希望者を対象に、
学習支援のための、集中講座を実施します。
詳細は、７月中に各中学校を通じて配布しています。
■日時
　富里中：8 月 21 日（金）～ 28 日（金）までの平日の 6 日間
　富里北中・富里南中：8月24日（月）～31日（月）までの平日の6日間
　８：30 ～ 11：30（各学校の都合により、変更の場合があります。）

基本給付金

■対象
　次のいずれかに該当する人
　①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている
　②公的年金などを受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給
　　を受けていない
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入
　　が児童扶養手当の対象となる水準に下がった
■給付額　１世帯につき５万円
　　　　　第２子以降１人につき３万円を加算
追加給付金

■対象　
　基本給付金の対象①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス 
　感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
■給付額　１世帯につき５万円

ごみ収集のお休み期間
8 月 10 日（月・祝）、11 日（火）
クリーンセンター
8 月 10 日（月・祝）は休所日です。お盆期間中も、平常通り開所しています。
※お盆の前後は大変混みあいます。ご注意ください。

6 月 25 日に発生した、千葉県東方沖を震源とする地震の影響により、一部破
損が確認されたため、安全確認がとれるまでの間、利用を休止させていただ
きます。
再開については、市公式ホームページなどでお知らせします。

問市特別定額給付金専用ダイヤル
 　 （93）6493

問学校教育課　 （93）7659

問子育て支援課　 （93）4497　〒 286-0292（住所不要）

問クリーンセンター 　 （93）4529

問生涯学習課（社会体育館内） 　 （92）1597

６月 23 日、先代から長きに渡り、地域に根付いた医療を提供されてきた三
橋医院（三橋俊郎さん）に感謝状が贈られました。
同医院は、戦後間もない昭和 22 年に開院し、本年３月 31 日まで診療を続け
てこられ、地域医療の基礎を築かれました。また、学校医や健診事業を始め
とし、数々の委員を務められるなど市の保健行政に多大な貢献をされました。

長年にわたり地域医療に貢献
三橋医院に感謝状

給付金の支給手続き

■基本給付金の対象①に該当する人
　〇基本給付金の申請は不要です。該当者には、振込日などのお知らせを
　　８月５日（水）に発送します。
　〇追加給付金は申請が必要です。８月の現況確認時などに合わせ、申請
　　をしていただきます。
■それ以外の該当者（基本給付金の②、③の該当者）
　基本給付金、追加給付金ともに申請が必要です。
　申請書（※）、必要書類（※）を郵送するか、子育て支援課窓口に直接　
　提出してください。
　※は子育て支援課窓口に配架しているほか、市公式ホームページから　
　ダウンロードしてください。
申請期間

８月６日（木）～令和３年２月 28 日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
※郵送は令和 3 年 2 月 28 日（日）の消印有効

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
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協働のまちづくり 市では、平成23年度から「市協働のまちづくり推進計画」に基づき、市民・
地縁による団体・市民活動団体・事業者と市によるまちづくりを進めています。
平成28年度から５か年計画で進めている「後期実行計画」について、富里
市協働のまちづくり推進委員会から、取り組み状況についての意見のとりま
とめがありましたので、主な内容をお知らせします。
※紙面の都合上、意見は抜粋して掲載してあります。

問  市民活動推進課　 （93）1117

簿信通

今までの取り組み・これからの課題

新たな委員で構成された富里市協働のまちづくり推進委員会は、後期推進
計画の最終期にあたり、次期推進計画の策定を念頭に検討しました。
日本の社会は、高齢化の進行と定年制の延長など、働き方も変化しつつ大
きく変わろうとしています。
昨年、千葉県を襲った二度にわたる台風では、早い行政の対応と職員ひと
り一人の献身的な努力により、日常生活への影響を最小限に留めることが
できたことは大きく評価できます。倒木などによる停電の復旧が困難な中
で、一部の自治会では、保有する発電機を提供して、行政とともに電源の
確保の一助に貢献したことが報告されています。以前から行政と市民活
動団体との協働を期待してきましたが、このような形で本市の市民活動が、
実力を発揮した好例です。
市民活動感謝状贈呈制度は、行政が自治会の地道な活動に対し、謝意を表
して推薦するという大きな意義を認めることができます。
さらに、今年で８回目を重ねた「市民活動フェスタ」は、市民活動団体の
代表により構成された運営委員会の多大な努力によって、盛大に開催され
たことを大きく評価し、関係者の皆様に感謝を申し上げます。

　　総　括　

令和元年度は、行政からの推薦が多くあり、関係する活動団体に喜んでい
ただくことができました。
この「市民活動感謝状制度」は、市民活動団体の励みとなりますので、広
く周知をして、市民が市民活動に興味・関心を持っていただき、市民活動
の活性化へと繋がることを願います。

担い手づくり

市民活動感謝状贈呈制度の運用

サポートセンターは、７つの機能が充実してきており、市民活動団体の活
動の幅が広がったと感じています。
しかしながら、サポートセンターの役割について、ＰＲが不足しているよ
うに思えますので、更に、広く周知し、市民が有効利用できる場所になる
ように努めていただきたいです。

環境づくり

市民活動サポートセンター機能の充実

「まちづくり協議会」のリーダー意見交換会が実施され、それぞれの地域で
の活動紹介や、市職員を交えてのワークショップなども開催されたことは、
一歩前進したと感じていますので、継続していくことを望みます。
地域づくり協議会が、地域づくりの多様な活動の受皿となるとともに、多様
な活動を生み出す役割を果たすことを期待します。

地域づくり協議会などの地域ネットワークの促進

市民活動フェスタは、市民活動団体自らが、市民に直接、活動を紹介でき
る機会であり、市民活動団体同士の情報交換の場となる貴重な機会であり
ますので、継続していただきたいと思います。
市民活動団体やフェスタ企画運営委員等と協議をして、来場者が更に、
市民活動に関心を持っていただくように検討していただきたいと思います。

とみさと市民活動フェスタの開催

団体の活動を紹介することは、活動する側の励みとなり、また市民が活動
の状況などを理解する上で、大変重要なことだと思いますので、継続して
いただきたいと思います。活動事例の紹介に当たっては、市民が市民活動
に関心を持てるように、わかりやすく紹介するように心がけてください。

活動事例の紹介

情報の提供・共有

市政に参画する機会は多いと思いますが、過去の実績を見ても、参加者が
少ないのが現状だと思います。
新たに住民となられた方の参加や、外国人の市政への参画の機会も取り入
れていくとよいと思います。
意見の述べやすい会場づくりと雰囲気づくりに取り組むとよいのではない
でしょうか。

市政への参画機会の拡充

市政への参画

外部、専門家の講師による研修は、基礎知識から実践まで、職員の資質の
向上が図れるよう、繰り返し研修することが大事だと思いますので、継続
をお願いします。

市職員研修の実施

市の体制について



広報とみさと2020.8.1　5

平和への願いを　次世代に受け継ぐために

問秘書広報課　 （93）1112

富里市は昭和 59 年９月に、核兵器の廃絶と世界の恒久的な平和を祈念して「非核平和都市」を宣言しました。
昭和 20 年から 75 年が経った今、国民の大半が戦争を知らない世代となり、戦争の記憶が風化しつつあります。
人の心に悲しみと苦しみを与えた戦争の愚かさ、そして、平和に暮らしている今の生活がどんなに大切なものか、この機会に考えてみませんか。

平和の尊さについて考えてみませんか

先の大戦で亡くなった多くの方々を追悼し、また平和を祈念するため、８月 15 日（土）に日本武道館にて、戦没者追悼式が行われます。

平和を願い黙とうを 今、改めて問う、かけがえのない１分間です。   

「ぱっぱかだより」をご覧になったことはありますか？

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるた
めに、住民による助け合いの活動を広げるた
めの「生活支援体制整備事業」を実施してい
ます。
この活動をより多くの皆様に知っていただく
ため、広報誌「ぱっぱかだより」を定期的に
発行し、市内公共施設や市内主要店舗に配置
しています。

富里市更生保護女性会は、子供たちの登下校時の見守り活動や、子供たちの
日常生活の安心安全のため、犬の散歩やウォーキング、花の水やりをしなが
らといった　「ながら見守り」を基本とした見守り活動をしています。

●富里市更生保護女性会とは
   女性の立場から犯罪や非行少年の福祉
   更生に協力し、地域の浄化活動を行い、  
   犯罪のない明るい社会を建設すること 
   を目的としたボランティア団体です。

富里市更生保護女性会は見守り活動を行っています

問社会福祉課　 （93）4192問高齢者福祉課　 （93）4981
夏

富里市生活支援体制整備事業広報誌
ぱっぱか

チャレンジ

おんまはみんなぱっぱか走る～♪皆さんも一度は歌ったことがあると思います。子供の

時？ 大人になって子供と一緒に？

この『ぱっぱかだより』は私たちが住んでいるこの富里が馬のふるさとだから…も名前

の由来の一つですが、この歌から連想できた『馬たちが楽しくそして仲良く走る様子』が

私たちがお届けするお便りのイメージにぴったりだからです。それは、地域に住む人たち

が楽しみながら自分たちにあったペースで地域づくりに取り組んでいることを知ってもら

いたい。そして、『とみさと』が地域に住む人たちの手で『住みやすいふるさと』になる

ために皆さんと一緒に歩んでいきたいからです。

このお便りはまだ生まれたての子馬です。皆さんと一緒に「ぱっぱかぱっぱか」走って

一人前の馬になれるように応援してください。よろしくお願いいたします。

中部地域の担当

田口です

令和2年８月発行

編集後記

北部地域の担当

宮根です

南部地域の担当

飯生です

市内全域を

まとめてます

小笹山です

第９回平和を考える作文コンクール

　夕食作りと、家の片付けと、妹のお世話をして・・・それが終わった母が、
じゅうたんにねっころがって天井を見ながら言った。

「平和だなぁ、こんな時間がたくさんあったらいいのに。」
「平和」ってなんだろう。「世界が平和になる」ってなんだろう。
　日本は昔、戦争をしていた。罪のないたくさんの人達が殺された。たく
さんの武器が使われ町や村がなくなってしまう。家族も死んでしまう。テ
レビで戦争経験者は、戦争はある瞬間から、大切な人と二度と会えなくな
ること、世界で唯一ムダな物だと語っていた。戦争なんてなければよかっ
たのに。なければだれも傷つく人がいなかった。でも戦争があったから、
今戦争をくりかえしちゃいけない、世界の人と仲よくなろうと思えている
し、その時一生懸命生きてきた人たちがいるから今の私たちがいる。戦争
がなきゃ私たちは今平和にくらしていないかもしれない。私たちが不便と
か、めんどくさいとか、おいしくないとか言っていられない。戦争があっ
たころよりは、すごく楽に楽しくできているし、とっても平和。だいすき
な家族ともいっしょにいれる。友達とも仲よく遊べる。考えてみればあり
がたいことばっかりだった。だからこれからは、一生懸命に生きた人たち
に感謝しなければならないなと思った。
　結局「平和」とはなにか。

「平和だなぁ。」
と、感じる瞬間は人それぞれ違うと思うけど、大好きな人とずっと一緒に
いられて争わず相手のことを考えていれば平和にすごせると思うし、性別
や人種、国境に線びきせず、その人達のありのままを受けいれられたら、
戦争のような争い事はなくなるんじゃないかなと思った。これからも、自
分も自分のまわりの人も平和になれるように、自分にできることをやって
いきたい。
また世界が平和に仲よくなれたらいい。

富里小学校６年　田口楓乃子さん（受賞時の学年） 

市長賞受賞作品　　平和とは何か

市では、次世代を担う子どもたちに平和の大切
さを考えてもらうため、市内小学６年生～中学
3 年生を対象に、「平和を考える作文コンクール」
を開催しています。第９回コンクールで、市長賞
を受賞した田口楓乃子さん、教育長賞を受賞した
八木遥菜さんの作品を掲載します。

　私は、昔、日本がたくさんの国と戦争をしていたことを知りました。そ
のなかでも特に広島で起こった「原爆」が印象に残っています。
　広島に原爆が投下された日は、1945 年８月６日です。世界で一番最初
に原子爆弾が落とされました。「リトルボーイ」という種類の爆弾が落とさ
れ、それによって、まちは一瞬で焼きつくされ、たくさんの人々が命をお
としたそうです。14 万人以上の人々が亡くなったなか、かろうじて命が
助かった人達でも、やけどや傷だけでなく、その後の放射線の影響で苦し
んでいる人が大勢いることを知り、戦争が人々に与えるものは、家族を失っ
た悲しみや、人生の目標が断ち切られた辛さだけでなく、その後の生活に
何年にもわたり、さまざまな障害を引き起こし、被爆者の健康を現在もお
びやかし続けていることだと知りました。
　たった一発の原子爆弾が広島のまちを一瞬で焼け野原にしたなか、なぜ
原爆ドームだけが今もまだ残っているのか不思議に思い、昨年私は、広島
の原爆ドームを見に行きました。原爆ドームは、爆心地からおよそ160メー
トルの至近距離で被爆しましたが、爆風がほとんど上の方向から垂直に働
いたため、中心部は奇跡的に倒壊をまぬがれ、今もまだ残っているそうです。
資料館では、初めに女の子や大人の人の服が血まみれになり、溶けてしまっ
ているのを見ました。これは、原爆が投下された時に火が雨のように降っ
てきた影響で服に火がつき、やけどを負ったときに出た血だと考えられま
す。私は、女の子の服や大人の服などを見て、こんなに服が溶けるほど熱かっ
たんだなとかわいそうになりました。
　次に、空しゅうの様子をわかりやすく表した映像を見ました。雨のよう
に火が、体や建物に降ってきていました。体に火がついた人は、水を求め
原爆ドームと平和記念公園との間を流れる元安川に飛び込み、少しでも体
の熱さを冷まそうとしたそうです。資料館が建てられた理由についても調
べました。資料館が建てられた理由は、平和に対する強い願いや被爆者へ
の冥福、また原爆の悲しい現実を後世に残すためだそうです。この資料館
が建てられたことで、戦争を直接経験していない私達は「平和」「戦争の悲
さんさ」について学び、争いのない平和なときがこの先ずっと続いてほし
いという気持ちになると思います。
　広島で起こった「原爆」について調べたことによって、今の暮らしがど
れだけ幸せなのかということを考え直すことができました。戦争一つで、
たくさんの人々の命が奪われてしまいます。これからの未来に戦争という
悲しい出来事が二度と起こらないように、学校の社会科で学習したことや
広島に行って学んだことを多くの人に伝えていくことができると思います。
平和は私達で創るものだと思います。今後戦争について考える機会があれ
ばもっと詳しく調べてみたいと思いました。今、当たり前に生活をしてい
ることに感謝をし、これからも幸せに暮らしたいです。

七栄小学校６年　八木遥菜さん（受賞時の学年）  

教育長賞受賞作品　 平和について
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国民健康保険の所得申告
国保年金課　 （93）4084

所得税や住民税の申告が必要ない人で
も、国民健康保険税の納税義務者（世
帯主）は、世帯に属する加入者の所得
などの申告をしなければなりません。
そのため市では、課税の公平性の確保
と平等な保険給付を図るため、申告が
済んでいない人や給与支払報告書が提
出されていない人などに「国民健康保
険税申告書」を発送しています。
申告書は、国民健康保険税の軽減措置
や高額療養費の支給などの判定基準と
なります。
申告書の提出がないと、軽減措置など
を受けることができなくなりますので、
申告書を受け取ったら必ず提出をお願
いします。

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 8 月 30 日（日）　※雨天決行
    ９：00 ～ 11：30 ／
　 13：00 ～ 15：00
場中部ふれあいセンター駐車場
当日回収できる紙類
○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
　…水洗いして切り開き、乾かし、紐
　　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、紐で束ねてください。
他事業ごみやその他のごみは回収でき
　ませんので、注意してください。
　搬入時はマスクの着用をお願いします。

お知らせ

迷惑駐車はやめましょう
消防署　 （92）1311

迷惑駐車は、消防車や救急車などの緊
急車両の進行を妨げ、現場への到着を
遅らせてしまいます。また、消火栓や
防火水槽の周辺に迷惑駐車があると、
迅速な消火活動ができません。
一人ひとりがルールと駐車マナーを守
りましょう。

固定資産の所有者が
亡くなったときの手続き

課税課　 （93）0444

固定資産（土地・家屋・償却資産）の
所有者（納税義務者）が亡くなったと
きは、その財産は相続人全員の共有財
産となり、固定資産税の納税義務は承
継されます。このため、相続人による
次の書類の提出が必要です。
○相続人代表者指定届
　（土地と家屋の登記物件・償却資産）
○未登記家屋所有者変更届
　（法務局で登記していない家屋）
詳しくは問い合わせてください。

結婚50周年（金婚）をお祝いします
申込 社会福祉協議会　 （92）2451

結婚 50 周年（金婚）を迎えるご夫婦
に記念品を贈呈します。
対昭和 46 年 3 月 31 日以前に婚姻届
　を提出したご夫婦
　※これまでに贈呈を受けたご夫婦は
　　対象になりません。
申 10 月 15 日（木）までに社会福祉
　協議会または日吉台出張所で申し込
　んでください。

小型合併処理浄化槽設置補助金
環境課　 （93）4945

市では、生活排水とし尿を一緒に処理
する小型合併処理浄化槽の設置費用の
一部を補助しています。
交付条件などは問い合わせてください。
なお、補助金の交付は予算額に達した
時点で終了します。
対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
額○高度処理型設置補助
　　44 万４千円～ 96 万３千円
　○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
　○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の額（限度額 20万円）

ご存知ですか？
中退共の退職金制度

（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部

  03（6907）1234

「中退共」は国がサポートする中小企
業のための退職金制度です。
パートタイマーさんも加入できます。
他の退職金・企業年金制度などとの
ポータビリティも可能です。
○国の制度だから安心・確実！
　掛け金の一部を国が助成します。
○掛金は全額非課税！
　手数料もかかりません。
○社外積立で管理が簡単！
　退職金資産額などもお知らせします。

8 月 5 日（水）
全国一斉の情報伝達訓練
防災課　 （93）1114

緊急地震速報や武力攻撃情報など、全
国瞬時警報システム（J-ALERT）
で送られてくる国からの緊急情報を、
防災行政無線を用いて確実に皆さんに
伝えるため、訓練放送を実施します。
日 8 月 5 日（水）11：00
　【訓練放送の内容】
　チャイム音＋
　「これはＪアラートのテストです。
　（３回）　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。

障がい者の各種手当
社会福祉課　 （93）4192

現在手当を受給している人は所得状況
届の提出が必要です
所得状況届を提出しないと、手当を受
給できなくなることがあります。
対象者には、必要書類などを通知しま
すので、必ず期間内に手続きをお願い
します。
期８月 12 日（水）～９月 11 日（金）
○特別児童扶養手当
対 20 歳未満の障がい児の保護者
額特児 1 級　月額 52,500 円
　特児 2 級　月額 34,970 円
　※対象児童が施設に入所している、
　　または障害を理由に公的年金を受
　　給している場合は対象外。
○障害児福祉手当
対 20 歳未満の障がい児
額月額 14,880 円
　※施設に入所している、または障が
　　いを理由に公的年金を受給してい
　　る場合は対象外。
○特別障害者手当
対 20 歳以上の重度障がい者
額月額 27,350 円
　※施設に入所している、または病院
　　や診療所に３か月を超えて入院し
　　ている場合は対象外。
○在宅重度知的障害者等福祉手当
対 20 歳以上の重度知的障がい者で、
　 介護保険法に基づく要支援または
　 要介護認定を受けていない人
額月額 10,000 円
　※施設に入所している、または病院
　　や診療所に入院している場合は対
　　象外。

ファミリーサポートセンター
入会説明
ファミリーサポートセンター

（92）2452

子どもの一時的な預かりや保育施設ま
での送迎など、センターが仲介して提
供会員がお手伝いします。
日月～金曜日（祝日除く）
　９：00 ～ 16：00（要予約）
場子育て支援課
対○利用会員
　　市内在住または在勤で、同居して
　　いる１歳～小学校６年生までの児
　　童がいる親族の方
　○提供会員
　　市内在住で心身ともに健康な人　
　　（報酬あり）

　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。

●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。

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。

　問 秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2

◎相続手続きをサポート 

・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 

◎遺言書の作成をサポート 

・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！ 
行政書士内田敏夫事務所 

☎（９１）５３１３ 
０８０-１２５３-４５１６ 
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個人事業税の納期内納付
佐倉県税事務所

043（483）1114

個人事業税の第１期分の納期限は、
８月 31 日（月）です。最寄りの金
融機関、コンビニエンスストアで納
付してください。
納税には口座振替が便利です。また、
納期限内であれば、インターネット
を利用した、クレジットカードでの
納付も可能です。

中部ふれあいセンター
「民謡の夕べ」
開催中止のお知らせ
中部ふれあいセンター　 （91）3363

8 月開催予定の「民謡の夕べ」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度は中止とさせていただきます。

敬老会
開催中止のお知らせ
高齢者福祉課　 （93）4981

地区ごとに開催を予定していました
「敬老会」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、今年度は中止とさ
せていただきます。

第 53回富里市文化祭
開催中止のお知らせ
生涯学習課　 （93）7641

10 月末～ 11 月上旬に開催を予定し
ていました「第 53 回富里市文化祭」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、今年度は中止とさせていただ
きます。

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８月13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

弁護士による養育費無料
法律相談

申込 一般財団法人千葉県母子寡婦 
　　福祉連合会事務局
　    043（222）5818
  FAX   043（225）0608

日 8月22日（土）
　13：00～16：00
　※１人 40 分程度
場ミレニアムセンター佐倉４階
　＜佐倉市宮前３－４－１＞
申月～金曜日の９：30 ～ 16：30
他託児あり

ひとり親家庭の
医療費を一部助成
子育て支援課　 （93）4497

18 歳までの子どもがいる母子・父子
家庭世帯の人が、保健医療機関の診療
や調剤を受けたとき、その自己負担額
を一部助成しています。
なお、受給資格の更新が必要になりま
すので、8 月中に手続きしてください。
ただし、所得が一定以上あるときや生
活保護世帯は対象になりません。
持○印鑑　○健康保険証
　○通帳またはキャッシュカード

8 月は交通災害共済の
一斉加入推進月間
市民活動推進課　 （93）1117

交通災害共済は、県内 41 市町村で共
同運営する助け合いの制度です。
ぜひこの機会に家族そろって加入しま
せんか？
保険対象期間・費用
９月１日～翌年８月 31 日までの 1 年
間で７００円

（８月 31 日までに申し込んだ場合）
対象になる交通事故
自動車やオートバイなどによる事故で、
自動車安全運転センターから交通事故
証明書が発行された事故
※原則として人身事故扱いのもの
共済見舞金
①死亡見舞金　
　１５０万円
②傷害見舞金　
　２万円～ 50 万円
　※通院日数に応じて　
③身体障害見舞金　
　50 万円
　※身体障害１級または２級
④交通遺児見舞金　
　１人につき 10 万円
申○市民活動推進課窓口　
　○日吉台出張所窓口

テレビ受信障害対策工事が
行われます

７００MH ｚテレビ受信障害対策
コールセンター（フリーダイヤル）

  0120（700）012
（9:00 ～ 22：00　年中無休）

9 月 24 日（木）から、市内におい
て、携帯電話事業者が新しい電波

（７００MH ｚ）を使用する予定です。
これに伴い、一部テレビの映像に影
響が出る恐れがありますので、影響
を防止するための受信障害対策工事
を行います。
詳しくは問い合わせてください。

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。

毎年８月１日は、水資源の有限性や水の貴重さ、水資源開発の重要性に対す
る関心を高め、理解を深めるための「水の日」です。
また、この日から１週間を「水の週間」としています。
この週間をきっかけに、「水」の大切さについて、皆さんも考えてみませんか？

限りある貴重な資源「水」

問 上下水道課　 （93）3340

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、郵送による回答のほか、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。
インターネット回答のメリット

①期間中、いつでも好きな時間に（24 時間）回答できます。
②インターネットで回答した人は、紙の調査票の提出が不要になります。

国勢調査　開始 100 年

各世帯への調査票の配布は9月中旬を予定しています

令和 2 年国勢調査が

                         はじまります

洗面　  歯を磨いているとき蛇口を
         　開けっ放しにしない
　　　  →１回で約 17 リットル節水
　　
風呂　  シャワーのこまめな開け閉めで、
　　　  水の使用時間を３分間短縮
　　　  →約 36 リットル節水

台所    蛇口のこまめな開け閉めで、
　　　 水の使用時間を５分間短縮
　　　  →約 30 リットルの節水

洗濯　  お風呂の残り湯を利用
　　　  →約 100 リットルの節水

８月は１年で最も水道が使われる月です。
限りある資源を大切に使うため、節水を心掛けましょう。

夏休み明けに、小学校２年生～中学校１年生を対象に、
第２回「とみの国」検定が各学校で行われます。
合格に向けて、休み中にしっかり練習しましょう。

「家庭で育て、学校で伸ばし、社会で磨く教育」の推進のため

「とみの国」検定を実施しています！

「ちい寄附」とは、市内の協力店舗にて、ちい寄附メニュー ( 飲食・商品・サー
ビス）の代金の一部と寄附箱への寄付金が、市の「ふるさと応援寄附金」
に寄附されるものです。
寄附金は、市民活動支援補助金採択事業の原資として活用されます。
※寄附箱の設置店舗など、詳しくは市公式ホームページに掲載しています。

問 学校教育課　 （93）7659

問 市民活動推進課　 （93）1117

洗車　  20分間ホースで洗車ではなく、
　　　  バケツ５杯分の水で洗車
　　　  →１回で約190リットル節水

トイレ  レバーを使い分ける。
　　　  大レバーで１回に約 11 ～　
　　　  15 リットル、
　　　  小レバーで１回に約２～３  
            リットルの水が流れます。
　　　  →レバーの使い分けで１回に   
    　　　つき約９～12リットル節水
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教室・講座
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８月25日（火）
　10：00～11：30
　受付 9：40 ～
場市役所分庁舎 2 階大会議室
対おおむね 60 歳以上　
定 15 人程度

女性のための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

日 9月14日（月）
　10：00～12：00
場成田市中央公民館
内女性を取り巻く環境、自己分析と適
　職理解、資格と職業訓練など
対就職を考えている女性
定 30 人
他託児あり
　※ 8 月 28 日（金）までに要予約

危険物取扱者の保安講習会

市危険物安全協会
（市消防本部予防課内） （92）1313

日 11 月 4 日（水）
　○午前　給油取扱所の従事者
　○午後　給油取扱所以外の従事者
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 ＞
費 4,700 円
　（県収入証紙を申請書に貼付）
持危険物取扱者免状、受講票
申 8 月 24（月）～ 28 日（金） 
　 8：30 ～ 17：15

募　集

令和2年度事業
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８月 31日（月）まで
選公開プレゼンテーション（９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。

富里市職員（一般行政初級・
土木初級・消防）募集
総務課　 （93）1113
〒 286-0292（住所不要）

令和２年度第 2 回富里市職員採用試験
を実施します。
職種・採用予定者数・受験資格
○一般行政初級（５名程度）、
　土木初級（２名程度） 
　平成 11 年４月２日～
　平成15年４月１日までに生まれた人
○消防（救急救命士を含む。）（５名程度）
　平成４年４月２日～
　平成15年４月１日までに生まれた人
　※救急救命士は、令和 3 年 3 月末
　　日までに、救急救命士の資格取得
　　見込みの人を含む。
※いずれの職種も学歴は問いません。
日  場
　○１次試験　
　　印旛郡市職員採用共同試験
　　９月 20 日（日）　
　　八街市立八街中央中学校
　　＜八街市八街ほ 591 ＞
　○２次試験　１次試験合格者のみ実施
申８月 11 日（火）までに、申込書を
　総務課人事給与班へ原則郵送で提出
　（11 日の消印有効）。
　申込書は、市公式ホームページでダ
　ウンロードできます。
他全ての受験者に、合否結果を通知します。

令和2年度
会計年度任用職員募集
（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 1,022 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）

学童クラブ指導員募集
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

公立小中学校講師募集
北総教育事務所管理課

043（483）1148

北総地区内の公立小中学校に勤務する
講師を募集しています。
詳しくは問い合わせてください。
募集職種…臨時的任用講師
対教員免許を持ち、心身ともに健康で、
　教育に情熱のある人
内常勤（産休・育休などの代替）
　月～金曜日の 8：00 ～ 16：30

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

精神疾患や精神の障がいなどで、「日
常生活が思うようにできない」、「人と
交流するのが苦手」などの悩みを持つ
人が気軽に集う場です。
日 8月14日（金）13：30～15：30
場中央公民館 1 階ロビー
内陶芸
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

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

（92）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、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。

【事例１】
突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルス感染拡大の影響で金
の相場が上がることは間違いない。すぐに金を買う権利を申し込んだほうが
いい」と勧誘された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80歳代　男性）

【事例２】
業者から「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政からの委託で消毒
に回っている」と電話があった。翌日も同じ業者から電話があり「新型コロ
ナウイルス感染防止の資料を持参したい」と言われた。　　　（80歳代　女性）

新型コロナウイルス　正確な情報をもとに冷静な対応を！

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

191
アドバイス
○行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりの
　ない送信元からの怪しいメール・ＳＭＳなど、不審に思った場合は反応し
　ないようにしましょう。
○少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに消費
　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。

「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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遊びは

屋内＜屋外

子育て広場みんなで楽しく 保育施設などの行事日程は、月を省
略していますが全て８月の行事です。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

定員・予約制となります。
水遊び（要予約）

日毎週水・金曜日　10：30 ～ 11：40
移動支援（北部コミュニティセンター）

日 21 日（金）10：00 ～ 11：30

予約制でセンター室開放を行います。
毎週火・木曜日に水遊びを実施します。
移動支援（北部コミュニティセンター）

日 ７日（金）10：00 ～ 11：30

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（夏野菜カレー）

日 定 15 日（土）
　　  ① 12：00 ～ 13：00　20 人
　　  ② 13：15 ～ 14：15　20 人
費中学生まで無料　他 1 人 200 円
申前日までに予約

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

富里保育園
申込 （93）0155

子育て教室「ちびたんくらす」

日 7 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４日（火）、18 日（火）、27 日（木）
　 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 26 日（水）９：30 ～ 11：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

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。

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

児童扶養手当

問・提出先　子育て支援課　 （93）4497

現況届は8月中に提出を

現在手当の認定を受けている人は、８月１日現
在の状況を「現況届」に記入し、必要書類を添
えて提出してください。この届出がないときは、
11 月分以降の手当が受けられなくなります。
必要書類は世帯により異なりますので、通知書
類で確認してください。
※現在、支給停止になっている人も提出が必要です。
※一部の人を対象に、市から６月下旬に「児童
　扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」を
　発送しました。同封されている関係書類と現
　況届を一緒に提出していただければ、該当月
　以前と同様に児童扶養手当を受給することが
　できます。
期８月３日（月）～ 31 日（月）まで

新型コロナウイルス対策として、「新しい生活様式」ではマスク着用が基本とされています。

しかし、マスク着用時には、喉の渇きを感じにくく、気づかないうちに熱中症になってしまう可能性があります。

気温の高い日が続きますので、例年以上にこまめな水分補給や、汗をかいたら塩分補給するなどの対策を心がけましょう。

熱中症にご注意を！！

基本的な感染症対策を実践し、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。

新型コロナウイルス感染症　「新しい生活様式」にご協力を

一人ひとりができる基本的な感染対策

人との距離

2ｍ空ける

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
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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/

８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（月）
育児相談 ( 要予約 ) ★ 13：30 ～ 14：30

健康相談 ( 要予約 ) ★ ９：30 ～ 11：00

 ４（火）
１歳６か月児健診（平成30年10月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

 ７（金）
3 歳児健診（平成 28 年 11 月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

21（金）
１歳６か月児健診（平成30年11月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

８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６月生まれ
ＢＣＧ　令和２年３月生まれ
４種混合　令和２年５月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘
令和元年７月生まれ
日本脳炎　平成 29 年７月生まれ

ベビーマッサージ&ママヨガ教室
母子保健班

日時…８月 27 日（木）
　　　①   9：45 ～　② 10：45 ～
※兄弟姉妹と一緒に参加するときは①
　に申し込んでください。
場所…保健センター（すこやかセンター内）
対象…令和 2 年 2 月～ 4 月生まれ
　　　（初めての参加に限ります）
定員…各時間 7 組
持ち物…母子手帳、バスタオル
費用…1 組 500 円　申込…電話

プレパパママ教室
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。
日時…８月 29 日（土）
　　　① 9：00 ～ 11：00
　　　② 13：00 ～ 15：00
場所…保健センター
　　　（すこやかセンター内）
内容…妊娠中の生活、ママと赤ちゃん
　　　のお口のお手入れ & 栄養、お
　　　風呂の入れ方、妊婦体験（パパ）
定員…各時間８組
費用…250 円（テキスト代）
申込…8 月 27 日（木）までに電話

井上　清子（日吉台１丁目）・中村　君枝（日吉台２丁目）
中村壽美子（日吉台３丁目）・飯泉　早苗（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）　　＜敬称略＞

江原　ゆみ（武州）・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）　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

南小地区では、各地区の老人クラブなどで健康講座を開催し、試食や体操な
どを行っています。
また、地区社会福祉協議会主催の交流会にて、おやつを提供しています。

こんにちは　地区保健推進員です！
  ～私たちは地区の健康づくりをサポートしています～

日吉台小地区では、地区社会福祉協議会主催の、子育て交流会（ほっかほ
かクラブ）での手作りおやつの提供や、１歳の誕生日を迎えるお子さんの
お宅に、歯ブラシやパンフレットを届ける１歳児訪問を行っています。

日吉台小地区 南小地区

映画会は、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。

８月の映画会について

来館時は、家庭などで健康状態を確認
し、以下の項目について、ご協力をお
願いします。
○来館前の検温　○マスクの着用
○消毒液での手指消毒
　（図書館入口付近にも設置してあります）
○他の利用者との適正な間隔の確保

来館時のお願い

おはなし会

親子おはなし会

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　
　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

日 月 火 水 木 金 土
１

◆
２ ３ ４ ５

●
６ ７ ８

◆
９ 10 11 12 13 14 15

◆
16 17 18 19 20 21 22

◆
23 24 25 26 27 28 29

　◆
30 31

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と歯科保健指
導などを行います。
対象…市内在住で原則 65 歳以上の寝 
 　　  たきりまたはこれに準ずる状態 
         のため通院による診療が困難で、 
          かつ在宅で歯科診療が可能な人

生活習慣病予防医療講演会

共通事項
場所…保健センター２階
　　　（すこやかセンター内）
定員…各回 20 人　
申込…電話で予約
①脂質異常症予防講演会
日時…９月６日（日）10：00～12：00
　　　受付　９：30 ～
内容…気になるコレステロールと動脈
　　　硬化の関係～生活改善のポイン
　　　トについて
講師…山賀　政弥さん
　　　（成田赤十字病院糖尿病・内分
　　　泌代謝内科医師）
②糖尿病予防講演会
日時…９月27日（日）10：00～12：00
　　　受付　９：30 ～
内容…血糖値・HbA1c が気になる
　　　方へ～コントロールするための
　　　正しい知識について
講師…橘　香穂里さん
　　　（成田赤十字病院糖尿病・内分
　　　泌代謝内科部長）

成人保健班

特に症状もないし、自分はまだ大丈夫だと思っていませんか？
気づかないうちに生活習慣病はどんどん悪化してしまいます。
全ての講座はもちろん、気になる講座だけの受講もできます。
この機会に自分の体を見直してみませんか？

共通事項
場所…保健センター 2 階（すこやかセンター内）
定員…各回 10 人　講師…保健師、管理栄養士、歯科衛生士
申込…健康推進課に電話

その生活習慣、続けて大丈夫ですか？

生活習慣病予防セミナー

　脂質異常症・肝機能
　　９月 11 日（金）10：00 ～ 11：30
　　○気づかないうちに進行する動脈硬化から血管を守るには

　糖尿病　
　　９月 18 日（金）10：00 ～ 11：30
　　○糖尿病を防ぐライフスタイルとは？

　高血圧・腎機能
　　10 月９日（金）10：00 ～ 11：30
　　○食塩の目標摂取量を知って減塩生活を始めませんか？

　口の健康と全身の関係
　　10 月 16 日（金）10：00 ～ 11：00
　　○人生 100 年時代に向けて！「健口」生活を見直しませんか？

毎週土曜日 14：00 から「2 階研修会
議室３」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。

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。
場所…２階研修会議室３
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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

９日（日）
23 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、９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。

23 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

　　　　　　 各　種　相　談

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午～ 13：00 を除きます。
※1事前予約がない場合は開催しません。
※ 2 予約は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から社会福祉課窓口で受け付けます。予約時は、必ず相談者の身
分証を持参してください。

時時間　場場所　問問い合わせ

日 月 火 水 木 金 土

１

2 3 4 5 6 7 8
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

9 10 11 12 13 14 15
○市民課一部証明交付 ★山の日

中央公民館休館日
〇交通事故相談※1
○心配ごと相談
社会体育館休館日

16 17 18 19 20 21 22
○法律相談 ※ 2
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談 ○年金相談

23 24 25 26 27 28 29
○市民課一部証明交付
○市税休日納付相談

○法律相談 ※ 2
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○行政・心配ご
　と相談

30 31
○法律相談 ※ 2
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

●休館日　３日（月）、10 日（月・祝）、17 日（月）、24 日（月）、31 日（月）
●使用申請受付は４日（火）～（受付時間９：00～17：15、5日以降8：30～17：15）

　公民館棟・講堂棟令和２年９月使用分　※４日の９：00 ～ 12：00 までに申請した人で、利用施設・時間が重なっ
　たときは抽選を行います。（結果は翌日、中央公民館窓口に掲示します。）

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 ～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）　　　㈱中央設備　 （93）2375

　　　　　　　　　　　　　

８月 31 日（月）

市民税・県民税　第２期
国民健康保険税　第２期
後期高齢者医療保険料　第２期
介護保険料　第２期

納期内納付にご協力ください

○交通事故相談（７日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　

場市役所分庁舎２階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（５日（水）から受付開始）

時 13：00 ～ 16：00　

場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　

場北部コミュニティセンター

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談（※相談時間は1時間以内）

時 10：00 ～ 14：30　

場 福祉センター２階小会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○行政・心配ごと合同相談

時 10：00 ～ 14：30　

場福祉センター 2 階小会議室

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 市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

スマートフォンなどで
広報紙がすぐに読めます

※ LINE は配信のみを行っています。メッ
セージを確認することや、個別への返信は
できませんので、ご了承ください。

【登録方法】左のＱＲコー

ドを読み込むか、「ＩＤ検

索 」 で、@tomisato_

city を検索し、友だち追

加ボタンを押してください。
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平成12年に完成し、富里市のシンボルとして親しまれてきた、東京ガス㈱保有の
「スイカガスホルダー」が令和2年10月から解体されることになりました。
これまで、数多くのテレビ番組や、雑誌などにも取り上げられ、市公式ホームページや
市のパンフレットなどにも使用させていただきました。
解体は非常に残念ですが、市のPR など、これまで多くの貢献をしていただいたことに、
感謝状を贈ります。

ありがとう　スイカガスホルダー

※写真一部「とみさとドローンクラブ」提供


