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広報とみさと

2020.11.1

日 日時または日

期 期間

任 任期

額 支給額・謝礼

選 選考

時 時間

場 場所

内 内容

申 要申し込み

講 講師

対 対象・対象者

定 定員・定数

E メール

HP ホームページ

主 主催

費 費用（記載なしは無料） 持 持ち物、服装など

関 関係部署

問 問い合わせ

出 出演

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。

お 知らせ

野外焼却は禁止されています
環境課

県民手帳の販売
企画課

（93）4945

生活で生じた家庭ゴミや事業で生じた

（93）1118

廃棄物を、法律に適合した焼却設備を用

第 27 回コミセンまつり
開催中止のお知らせ

11 月 25 日～ 12 月 1 日は
犯罪被害者週間

富里北部コミュニティセンター管理運営委員会
（93）3755

県くらし安全推進課
043（223）2333

販売価格 1 部 500 円（税込）

いずに焼却することは禁止されています。 11 月開催予定の「第 27 回コミセン

犯罪被害者の実情や被害者支援の重要

内 ○サイズ

野外焼却は、ダイオキシンなどの有害物質の

まつり」は、新型コロナウイルス感染

性について考えるため、特別番組を放

○赤・紺・黄色の３色

発生や火災の危険などがあり、地域住民に迷

拡大防止のため、今年度は中止とさせ

送します。

○年度単位で使える予定表、千葉県

惑がかかるのでやめましょう。なお、次の

ていただきます。

日

8 5 ㎜× 1 4 5 ㎜

の公共機関・主要団体などの情報、 行為は野外焼却禁止の例外とされています。
各種統計資料 など

中部ふれあいセンターまつり
開催中止のお知らせ

○震災、風災害その他の災害の予防、応急対

※販売店舗は、千葉県ホームページで

策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

中部ふれあいセンター管理運営委員会
（91）3363

確認してください。市役所では販売しません。 ○風俗習慣上または宗教上の行事を行

女性に対する暴力をなくす運動
県女性サポートセンター
043（206）8002

うために必要な廃棄物の焼却
○農林業を営むためにやむを得ないも

12 月開催予定の「中部ふれあいセン

のとして行われるツル・草などの焼却

ターまつり」は、新型コロナウイルス

○たき火、その他日常生活を営むうえ

感染拡大防止のため、今年度は中止と

11 月 12 日（木）～ 25 日（水）
「女性に対する暴力をなくす運動」期間
11 月 25 日（水）
女性に対する暴力撤廃国際日
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、
売買春、セクシュアル・ハラスメント、

させていただきます。

で通常行われる軽微な焼却

年末のし尿くみ取り・
浄化槽清掃業務

古紙の臨時拠点回収
環境課
日

（93）4946

環境課

11 月 15 日（日） ※雨天決行
９：00 ～ 11：30 ／ 13：00 ～ 15：00

（93）4945

11 月 28 日（土）
9：30 ～ 9：55
千葉テレビ放送にて

内 平穏な暮らしを取り戻すために！

～犯罪被害者への支援～
内容：犯罪被害者御遺族や支援員、
弁護士へのインタビューなど

感謝したい人はいませんか？

市民活動感謝状贈呈制度
市民活動推進課

（93）1117

この制度は、おおむね 5 年を超えて
市民活動を実践している人や団体、市
民活動を支援した事業者などに、感謝

し尿くみ取り・浄化槽清掃の休業期間

状を贈呈するものです。感謝状の贈呈

ストーカー行為などの女性に対する暴

場市役所玄関前駐車場

12 月 29 日（火）～令和 3 年１月 3 日（日） にふさわしい取り組みを行っている人

力は、女性の人権を著しく侵害するも

当日回収できる紙類

※年始は１月 4 日（月）から平常通

のであり、男女共同参画を形成してい

○新聞（チラシ含む）
、雑誌、段ボール、

くうえで克服すべき課題です。暴力の

や団体、事業者などがあれば推薦して
ください。

り開始

…種類ごとにひもで束ねてください。 年内のくみ取りを希望する人は、12

推薦方法

ない社会づくりにご協力をお願いします。 ○飲料用紙パック…水洗いして切り開

月 11 日（金）までに該当する地区の

12 月４日（金）までに推薦書と業績・

関 企画課

許可業者に申し込んでください。

功績調書を市民活動推進課に持参ま

（93）1118

き、乾かし、紐で束ねてください。

11 月５日（木）
全国一斉の緊急地震速報訓練
防災課
日

（93）1114

11 月５日（木）10：00 頃

内 チャイム音 +「こちらは防災富里で

す。只今から訓練放送を行います。
」+

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

早めの申し込みにご協力をお願いします。 たは郵送（12 月４日の消印有効）

大成企業㈱

（93）4192

対 新橋、中沢、新中沢、高松、立沢、
0930_千葉県_富里市広報誌_相談会h90w115_2

がい者フェスティバル」は、新型コロ

す。
」
（×３回）+「こちらは防災富里です。 ナウイルス感染拡大防止のため、今年

TEL
FAX

八街市八街は 51

043（443）5355
043（443）7771

11 月 10 日（火）

日

御料（葉山を除く）
、美沢

※９日
（月）
までに入金確認をお願いします。

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料相談会をご利用ください

型肝炎

・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

給付金に
ついて

・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

・未成年者、認知症者を含む相

㈲高安商店

（93）7659

立沢新田、
高野、
十倉（大堀を除く）
、

◎相続手続きをサポート

・認知症では遺言書作成が困難

（11 月 30 日まで）クール代金は別です。

学校教育課

度は中止とさせていただきます。

◎遺言書の作成をサポート

※本紙を持参して３，
８００円以上お買い上
げいただいた方は、地方発送料無料です。

11 月分の学校給食費振替日

（93）3379

です。大地震です。これは訓練放送で

特許庁の地域ブランドに
認定されました。
落花生の産地八街市より
心を込めた煎りたての味を
お届けします。

ます。

根木名、十倉（大堀）
、御料（葉山）

12 月開催予定の「令和 2 年度富里障

八街産落花生

ホームページでもダウンロードでき

対 日吉台、日吉倉、久能、大和、七栄、

令和 2 年度富里障がい者
フェスティバル開催中止のお知らせ

チャイム音 +「緊急地震速報。大地震

これで訓練放送を終わります。
」+ チャイム音

活動推進課で配布のほか、市公式

（93）1101

入時はマスクの着用をお願いします。

社会福祉課

※推薦書と業績・功績調書は、市民

㈲下総衛生

11
(土)

11
(日)

28
29

四街道市文化センター
会議室305号室

千葉市生涯学習センター
特別会議室

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

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A【営業時間】平日 9：00～18：00

問 秘書広報課秘書広報班

（93）１１１2

□TEL 03-5363-6333
□FAX 03-5363-6334
□E-mail:info@precious-law.jp
□http://precious-law.jp/

