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10月７日（水）
全国一斉の情報伝達訓練
防災課　 （93）1114

日 10 月７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。

国民年金の受給方法

幕張年金事務所
043（212）8621

65 歳になると自動的に年金が支給さ
れると思っていませんか？本人から請
求がないと、年金は支給されません。
また、希望により 60 歳から受給する

「繰り上げ請求」や、66 歳以降に受給
を開始する「繰り下げ請求」もできます。
国民年金には、このほかに障害基礎年
金や遺族基礎年金などがあります。受
給するには、いずれも請求手続きが必
要です。
関国保年金課　 （93）4085

長寿祝金を贈呈
高齢者福祉課　 （93）4981

対象者には、９月中旬に祝金の受け取
り方法などを記載した通知を送付して
いますので、確認してください。
対市内在住（９月 15 日時点）で、
　今年度中に 100 歳になる人
　（大正９年4月1日～大正10年3月
　31 日生まれ）

12月25日までに申請を！
被災住宅修繕緊急支援事業
都市計画課　 （93）5148　　

令和元年台風第 15 号などの被害によ
る住宅修理の補助金制度の受付期限は、
令和 2 年 12 月 25 日（金）までです。
対被災した住家を所有し居住している
　人で、その住家の屋根、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（税
　込 10 万以上の工事）。ただし、対
　象とならない工事もあります。
他すでに補助金を受領した人や工事費
　の全額が保険適用された人などは対
　象外となります。

令和2年分年末調整等
説明会中止のお知らせ
課税課　   （93）0443

例年、源泉徴収義務者を対象として開
催していた説明会は、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。
給与所得者の扶養控除等申請書や、法
定調書などの年末調整関係用紙は、国
税庁のホームページからダウンロード
できます。
問成田税務署法人課税第二部門
　 （28）5151
　※音声案内「２番（税務署）」を選択

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

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　（報酬あり）
　　市内在住で心身ともに健康な人
問
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。
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。申込書に必要事項を記入し、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から、
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。

ねんきんサテライト成田
日本年金機構

日本年金機構は、年金相談などを身近
な場所で利用してもらうため、ねんき
んサテライト成田を開設しています。
日 8：30 ～ 17：15
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
場スカイタウン成田２階
　＜成田市花崎町828 ー 11 ＞
内厚生年金保険・国民年金関係の届書な
　どの受付、年金相談
※年金相談は混み合う場合があります
　ので、事前予約をお願いします。
　予約するときは、基礎年金番号のわか
　る物（年金手帳・年金証書など）を用
　意してください。
　【予約受付専用番号】
　 0570（05）4890
関国保年金課　 （93）4085

水道水の放射性物質検査結果
　9 月 2 日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いて
います。今後も 3 か月に 1 回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。
なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。
問上下水道課　 （93）3340

千葉県動物愛護センターからのお知らせ

犬のしつけ方教室
日 10 月 29 日（木）、11 月 26 日（木）、　12 月 10 日（木）
　○基礎講座（飼い犬は同伴できません）
　　時 10：00 ～ 12：00　受付　9：30 ～ 10：00
　　定５人　費無料
　　申県動物愛護センター　 　（93）5711　
　○実技講座（飼い犬同伴で参加する教室です）
　　時 13：00 ～ 15：00　受付　12：30 ～ 13：00
　　定３組以上 10 組まで　費 3,300 円
　　申（公財）千葉県動物保護管理協会　 　043（241）7814

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。なお、マッチングは
両者間でメールにより調整してください。
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。

次の教室などは、県動物愛護センター＜富里市御料＞で開催します。
必ず電話予約をしてください。詳しくは、それぞれの申し込み先に問い合
わせてください。

千葉

市立小学校入学予定児の健康診断

日 場
就学予定校 期日 受付時間 場所

富里小学校
10 月 23 日（金）

12：45
　～ 13：00 富里中央公民館

10 月 30 日（金）

富里第一小学校 10 月 20 日（火）

富里南小学校 10 月 19 日（月）

浩養小学校 10 月 27 日（火）

日吉台小学校 10 月  ７日（水）

根木名小学校 10 月  ６日（火）

七栄小学校 10 月 21 日（水）

問   学校教育課　 （93）7659

令和 3 年 4 月に小学校へ入学する児童を対象に、各小学校で内科・歯科な
どの健康診断を行います。
今年度は、すべての学校で、富里中央公民館を会場として実施しますので、
お間違えのないようにお越しください。

対平成 26 年 4 月 2 日～平成 27 年 4 月 1 日生まれ
　※対象者には「就学時健康診断票」などを送付しています。
他次のときは、学校教育課へ連絡してください。
　〇本人や家族に、発熱や風邪症状がある
　　（参加はできません。体調が回復後の実施となります）
　〇診断日までに通知書が届かない
　〇記載事項に誤りがある　　〇その他、当日参加できない理由がある


