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資源ごみの拠点回収
環境課　 （93）4946

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 場
　○ 9：00 ～ 11：30
　　 市役所正面玄関前駐車場
　○ 13：00 ～ 15：00
　　北部コミュニティセンター
　　第２駐車場
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。
○衣類はまとめて束ねる。
○飲料用アルミ缶は中を水洗いする。
○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。
他搬入時はマスクの着用をお願いしま
　す。

9月11日（＃9110）は
警察相談の日
成田警察署　   （27）0110

＃９１１０では、防犯や生活安全に関
することなど、各種相談に応じていま
す。そのほか、警察署に設置されてい
る総合相談窓口でも相談に応じていま
す。
事件や事故など、急ぎの場合のみ、
110 番を利用してください。

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。

お知らせ

農地の出し手を募集中です
千葉県園芸協会農地部

043（223）3011

担い手に貸し付ける農地を探していま
す。出し手と受け手の間に立って、（公
社）千葉県園芸協会が農地の貸し借り
を行います。貸し付けたい農地がある
場合は、問い合わせてください。
関農政課　 （93）4944

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(株) 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

９月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

９月 10 日（木）
※９日（水）までに入金確認をお願い
　します。

スプレー缶の捨て方
環境課　 （93）4529

不燃ごみで出されたスプレー缶にガス
が残っていたため、収集した時にガス
が漏れて収集車の火災が発生しました。
スプレー缶やカセットコンロ用ボンベ
は、中身を使い切ってから出してくだ
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。

令和2年度検便容器配布
市食品衛生組合 岩井　 （92）0828

配布
日 9 月 1 日（火）、２日（水）
　 9：00 ～ 16：00
場市役所分庁舎１階会議室１、
　北部コミュニティセンター１階
　第１会議室
費○検便料（О－１５７）
　　組合員　　   800 円
　　非組合員　1,600 円
　○水質検査（11 項目）
　　組合員　　7,700 円
　　非組合員　9,900 円
回収
日 9月12日（土）13：00～15：00
場すこやかセンター夜間休日受付前　

千葉県動物愛護センター
からのお知らせ

県動物愛護センター
（93）5711

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。
時間に遅れると参加できません。
日９月 24 日（木）9：30 ～ 12：00
　受付　9：00 ～ 9：30
場千葉県動物愛護センター
　＜富里市御料＞
犬と猫との出会いの場【オンライン申請】
犬や猫を譲りたいと思っている人と
譲ってほしい人たちの情報の場として
ページを公開しています。
詳しくは、QR コードを読み取るか、
ホームページをご覧ください。

９月21日～30日は、
「秋の全国交通安全運動」
県くらし安全推進課交通安全対策室

043（223）2263

～夕暮れの　一番星は　反射材～

秋口の日没時間の急激な早まりととも
に、夕暮れ時や夜間には、重大な事故
につながるおそれのある、歩行中・自
転車乗用中の交通事故の増加が懸念さ
れます。交通事故を防止するために、
市民一人ひとりが交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践を習慣付けま
しょう。

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。

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。

扶養親族等申告書は
期限までに提出を

ねんきんダイヤル
0570（05）1165

国民年金や厚生年金などで老齢を支給
事由とする年金は、「雑所得」として
区分され、所得税の課税対象とされて
います（障害年金・遺族年金は課税さ
れません）。
課税対象となる受給者には、日本年金
機構から扶養親族等申告書が送付され
ますので、提出期限までに必ず提出し
てください。
この申告により、翌年の年金にかかる
所得税の源泉徴収税額が決まります。
もし提出を忘れると、各種控除が受け
られず、所得税の源泉徴収税額が多くな
る場合がありますので注意してください。
令和 3 年分「扶養親族等申告書」が
送付される人
65 歳未満…年金額が 108 万円以上
65 歳以上…
　年金額が 158 万円以上
　退職共済年金（JR、JT、NTT、
　農林共済）の受給者であって、老齢
　基礎年金が支給されている人の場合
　は、退職共済年金の支給額が 80 万
　円以上）
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広報とみさとでは、有料広告を
募集しています。

◎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 
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