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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９月10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

募　集
富里市職員（保健師）募集

総務課　 （93）1113
〒２８６－０２９２（住所不要）

令和２年度富里市職員採用試験（保健
師）を実施します。
受験資格
　昭和55年４月２日～平成12年４月１日
　までに生まれた人で、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
日  場
　○１次試験　
　　10 月４日（日）10：00 試験開始
　　すこやかセンター
　　試験内容　作文（テーマは当日お知らせ）
　○２次試験　１次試験合格者のみ実施
申９月７日（月）～ 23 日（水）　までに、
　申込書と受験票を総務課人事給与班
　へ原則郵送で提出。
　（23 日の消印有効）
　申込書などは、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。

会計年度任用職員募集
（パートタイム）

葉山こども園　 （93）1215
向台こども園　 （93）2951
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・向台こども園
　保育教諭、正看護師（准看護師）　
　○園児の保育・教育
　　（産休代替・夕方時間外保育など）
　○園児の保健業務全般
　富里幼稚園
　補助教諭
　○幼稚園の補助教諭業務
額○保育教諭・幼稚園補助教諭　
　　時給 1,002 円～ 1,209 円
　○正看護師　
　　時給 1,054 円～ 1,314 円
　○准看護師　
　　時給 1,022 円～ 1,244 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）

国民年金の種類
国保年金課　 （93）4085

国民年金には、次の３つの基礎年金と
２つの独自給付があります。
老齢基礎年金
対 65 歳から
額満額で 781,700 円
受給資格要件…納付や免除期間などの
合計年数が 10 年以上
障害基礎年金
加入中に病気やケガなどで一定の障害
が残ったとき
額○１級　977,125 円
　○２級　781,700 円
子の加算額…※１　納付要件…※２
遺族基礎年金
死亡した被保険者が生計を維持してい
た 18 歳到達年度の末日 ( ３月 ) にな
るまで (1 級・２級の障害のある子は
20 歳になるまで）の子のある妻、子
のある夫、子に支給
額 781,700 円
子の加算額…※１　納付要件…※２
※１…224,900 円（１人目・２人目）、 
75,000 円（３人目以降）
※２…初診日（死亡日）前 月々の納付・
免除期間が被保険者期間の３分の２
以上または初診日（死亡日）の属する
月の前々月までの直近の１年間に未納
がないこと
国民年金加入者だけの独自給付
〇寡婦年金
第１号被保険者（任意加入被保険者を
含む）として、保険料納付済期間と免
除期間を合わせて10 年以上ある夫が
65 歳前に老齢基礎年金や障害基礎年
金を受けずに亡くなったとき、その妻

（婚姻期間が 10 年以上）が 60 歳か
ら65 歳になるまでの間、受けられます。
▼年金額
夫の第1号被保険者（任意加入被保険
者を含む）期間について計算した老齢
基礎年金の４分の３の額（付加年金は除く）
〇死亡一時金
第1号被保険者（任意加入被保険者を
含む）として国民年金保険料を36月
以上 (一部納付の場合には月数が変わ
ります) 納めている人が、老齢基礎年
金や障害基礎年金を受けずに亡くなっ
たとき、生計を同一にしていた遺族が
受けられる一時金です。
▼一時金の額
国民年金保険料を納めた期間に応じて
12 万円から32 万円が支給されます。
※付加保険料を3 年以上納めていたと
　きは、8,500 円が加算されます。
詳しくは問い合わせてください。

北部コミュニティセンター
臨時休館

北部コミュニティセンター　 （93）3755

電気設備点検のため、次の日時は施設
の利用と図書の貸し出し・返却はでき
ません。
日９月５日（土）9：00 ～ 13：00
　※ 13：00 以降は、ご利用できます。

問 市商工会　 （93）0136

場市商工会館
対起業、創業を考えている人、第 2 創業を考えている人、創業後間もない人
　で全カリキュラム受講できる人
定 10 人　費受講料 3,000 円（全 4 回の受講料、テキスト代）
申受講料と受講申込書を市商工会へ提出
他市の産業競争力強化法に基づく創業支援事業であり、受講修了者で富里市
　内で創業する場合は、市が証明書を発行し、以下の特例措置の対象となり
　ます。
　①市内にて会社を設立するとき、登記にかかる登録免許税が軽減。
　　（資本金の 0.7％→ 0.35％）　※最低税額あり
　②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,000 万円から 1,500
　　万円までに拡充。既に創業している人（５年以内）も特定創業支援事業
　　による支援を受けることにより保証枠が拡大します。
　③創業２ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始６ヶ月前か
　　ら利用できるようになります。
　④日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要
　　件が撤廃されます。

とみさと創業支援セミナー

10 月 18 日（日）
 ○創業の心構えとは　○創業に必要な経営知識
 ○中小企業組合制度と創業組織 

10 月 25 日（日）
 ○販売計画　マーケティングを考える
 ○売上計画作成のポイント
 　～ J‐stat map を活用しよう～

11 月１日（日）

 ○会計の基礎知識をしっかり身につけよう
 ○事業を継続させるための数値感覚
 ○融資申込時の事業計画書作成のポイント
 　～金融機関の考え方を理解する～

11 月８日（日）
 ○人材採用のポイントと有効活用
 ○創業に欠かせない HP と SNS の重要性
 ○労働保険必修知識について

※希望者には、12 月 6 日（日）に、フォローアップセミナーを開催します。

■全４日のコース　10：00～16：30　（11月1日（日）は、17：45まで）

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。
○ 災害時を想定して、ゲージやリード、エサなどペットの飼養に必要なもの

を事前に揃えておくことや、ペットホテルの利用、遠方に預ける等ペット
の避難場所を確保しておきましょう。

○ 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
　ましょう。
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。

問 環境課　 （93）4945


