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祝 ハナマウイ第 91 回都市対抗野球大会出場
十倉に所有するグラウンドを活動拠点にしている社会人野球クラブチーム「ハナマウイ」が、
11月 22日（日）から12月３日（木）まで東京ドームで開催される「第91回都市対抗野球
大会」に、南関東第３代表として出場することが決定しました。
「ハナマウイ」は、東京都江東区を中心に介護保険事業を展開する「株式会社江東ケアフル」が
立ち上げ、大会初参戦で初出場を決めました。
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「行政報告」とは、市政を進める中で、主要な施策などの

現状や進捗状況を報告するものです。

以下、市の主要な取り組みについてご紹介します。

■公共施設の電気料金削減に向けた官民連携事業

■市街化区域内の用途地域見直し方針案・市街化調整区域の規制緩和・企業立地促進条例の制定

市庁舎を含めた公共施設の電気料金は、年間で１億２千万円を超える多額の
予算を投資しており、市の財政を逼迫する大きな要因の一つとなっています。
これまで、一括入札などにより経費削減に一定の成果を収めてきましたが、さ
らなる行政のスリム化と行政力の強化を図るため、本市と民間企業で電気調
達に関する特別目的会社、いわゆる「ＳＰＣ」を設立いたします。
「ＳＰＣ」が電気の取り次ぎ契約をすることで、電気料金の削減と、「ＳＰＣ」
で得た収益を本市のまちづくりに還元できる画期的な仕組みとなっています。
この仕組みは、官民連携によるオープンイノベーションにより生み出された、
千葉県内初の取り組みとなります。
民間事業者からの提案を公募したところ、1グループから提案があり、十分な
効果がみられるとともに、効果額でも、１千８百万円相当が期待できること
から、この事業者を候補者として選定し、官民連携事業の取り組みに関する
協定締結に向けて協議を開始しています。

官民連携による電気調達の仕組み

官民連携による
特別目的会社（SPC）を構築

（富里市・アジア航測・ALSOK）

出光興産

（電気事業者） 電気の供給
富里市

取り次ぎ契約
電気料金の引き渡し／
取り次ぎ手数料の支払い

小売り供給契約
契約締結の取り次ぎ／
電気料金の支払い
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市街化区域

市街化区域は、富里の中心拠点をはじめ、本来、市街地が担うべき適切な土地
利用の誘導を図るとともに、低層住宅地においては、高齢社会を踏まえ、身近
な生活圏での利便性の向上を図るため、「用途地域の見直し」に取り組んでい
るところです。
市街地としての土地利用を促進すべき市街化区域については、全体の問題点を
根本的に洗い出し、都市計画マスタープランに掲げるまちづくりの実現を目指
すため、用途地域の見直しについての方針案を住民説明会でお示しし、今後、
具体的な用途地域の変更素案の作成作業を進めていきます。

市街化調整区域

市街化調整区域は、土地利用方針に即した産業基盤整備の誘導を図るため、地
区計画制度を活用した新たな運用を開始したことで、現在２つの企業が、来年
度の都市計画の決定手続きに向けた具体的な協議を開始しています。
さらに、市街化調整区域の規制緩和を誘導し、企業立地が創出できる受け皿を
整えるため、千葉県と協議を重ねてきた都市計画法第34条第12号の規定に
よる規制緩和は、現在、県都市部局において他の都市計画法の改正と併せ準備
が進められています。
また、企業立地促進条例を制定し、市街化調整区域における企業誘致の促進に
必要な奨励措置を整備し、新たな市街地形成を図るとともに、産業振興の充実
と雇用機会の拡大を図るなど、歳入確保を促進し、市政の発展へと繋げていきます。

問企画課　 （93）1118

■旧岩崎家末廣別邸の一般公開・隣接地の今後の整備方針
旧岩崎家末廣別邸は、三菱地所から平成24年に寄付を受けて以降、建物の破
損状況や復元に向けての基礎調査など、様々な課題があり、これまで、特別公
開として限定的な形での公開でした。さらに、昨年の台風被害が影響し、倒木
処理などに莫大な労力と時間を要することから、一般公開の実現が困難な状況
でした。
しかし、国が推進する再生可能エネルギーの固定価格買取制度の活用と県森林
組合の協力により、倒木処理や支障木の撤去作業が可能となり、庭園の整備が
飛躍的に向上することで、一般公開への道筋が見えてきました。国登録有形文
化財として歴史的価値のあるこの施設は、市民はもとより、多くの方々が公開
を心待ちにしています。　
そこで、支障木の撤去や園路等の整備など安全対策を施すことにより、文化的
施設として、さらには観光の拠点となるべく、敷地の一部となりますが年内の
一般公開に向け準備を進めています。
また、旧岩崎家末廣別邸は、隣接地との一体的な取り組みを踏まえ、賑わい拠
点の形成に向け取り組むこととしていますが、「末廣農場」の面影が色濃く残
る旧岩崎家末廣別邸とその隣接地が相互に連携し、一体的な利用による賑わい
拠点を創出できるよう、「観光・交流拠点」として隣接地に求められている「末
廣農場ガイダンス施設、併設物販施設の設置」に向け、これまでの民間活力に
よる施設整備から、公設民営も含めた整備手法の調査研究を進めていきます。
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（隣接地） 

旧岩崎家末廣別邸敷地 

国道 296 号 

 

問生涯学習課　 （93）7641

行　政　報　告 本年４月１日に設置した経営戦略室では、行政組織にとらわれず新たな発想を組み入れ、

各施策に対しさまざまな観点から多角的に調査・分析をし、随時、市長へ提言がなされ

ています。

そして、市長は提言の採択を判断し、採択された案件は、提言を参考に担当課において

事業転換が図られます。

下記に示す「電気料金削減に向けた官民連携事業」、「市街化区域内の用途地域見直し方

針案」、「旧岩崎家末廣別邸の一般公開」、は、経営戦略室の提言を基に事業化に至った案

件であり、根幹部分である事業の道筋などを明らかにすることで、スピード感ある進捗

が図られます。

新たな取り組みである経営戦略室の設置は、歳入改革を柱とした、行政経営を進めるう

えで着実な成果が表れており、今後は、より一層の行政力の強化が期待できます。

経営戦略室

ご家庭で皆さんの目に触れる場所 (玄関や冷蔵庫
など）に貼っていただき、ご活用ください。今一度、
感染症対策の確認をお願いします。
ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策ポスター
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富里市新型コロナウイルス感染症対策本部
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とみちゃんからのおねがい

問い合わせ先
●市街化区域・市街化調整区域について　都市計画課　 （93）5147
●企業立地促進条例について　　　　　　商工観光課　 （93）4942
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■申込　申込書は 11 月 2 日（月）から窓口で配布するほか、市公式ホームペー
　　　　ジからダウンロードできます。
※市外の保育園に入園を希望するときも、富里市に申込みをする必要があります。
　希望先の市区町村によって提出期限が異なりますので、早めに問い合わせてください。

施設名 入園年齢 受付日時・場所
ことり保育園・日吉台園
日吉台１－２－１ セレブリティ成田１０５

（37）６４４１

産休明け（生後 57 日～）
3 歳に達する年度の 3 月末まで

12 月   ２日（水）

【午前の部】
８：45 ～ 12：00

【午後の部】
13：00 ～ 17：15

旧保健センター
１階

ひよしだい保育園　日吉台５－ 25
（93）４４０８

生後３か月～
3 歳に達する年度の 3 月末まで

あい・あい保育園・富里園　七栄６４４－９３
（37）３５９６ 生後 4 か月～ 12 月   ３日（木）

こひつじ保育園　御料１１６　 （93）１０４８

産休明け（生後 57 日～）

12 月   ８日（火）

富里保育園　七栄２９９－４　 （93）０１５５ 12 月   ９日（水）

青空保育園　日吉倉７７６ー１　 （91）６１５１ 12 月 10 日（木）

葉山こども園　御料１００９－３２　 （93）１２１５ 12 月 ２日（水）・
３日（木）向台こども園　中沢１０２３　 （93）２９５１

問子育て支援課　 （93）1174

■その他
　○今回は保育利用の募集です。幼稚園・認定こども園（1 号認定）の募集
       ではありませんので、注意してください。
　○年度の途中でも入園できる場合がありますので、相談してください。

受付は、予約制です。申請書配布時や電話で予約をしてください。予約がなく当日お越しになった場合は、受付可能な日時を案内します。

書類の受付には、必ず児童同伴で来庁してください。受付日に来庁できないときは、事前に連絡してください。

保育園・こども園（保育利用）　園児募集令和3年4月入園

児童虐待が疑われる事例を見かけたら、相談してください。
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

皆さんの連絡が子どもを守り、子育てに悩む保護者を救うきっかけになります。

問子育て支援課　 （93）4498

児童虐待の現状
令和２年４月～令和２年８月末までに、家庭児童相談室に 697 件の相談があ
りました。そのうち 461 件が児童虐待の通告・相談でした。

子どもを虐待から守るための５か条
①  「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告は義務であり権利）
②しつけのつもり…は言い訳（子どもの立場で判断）
③ひとりで抱え込まない（できることから即実行）
④保護者の立場より子どもの立場（子どもの命が最優先）
⑤ 虐待はあなたの周りでも起こり得る（特別なことではない）

11月は児童虐待防止推進月間

「ひとり親世帯臨時特別給付金」　「市ひとり親家庭応援給付金」のご案内

ひとり親世帯臨時特別給付金
■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

問子育て支援課　 （93）4497詳しくは問い合わせるか、市公式ホームページをご覧ください。

パパママ保育料応援事業

問子育て支援課　 （93）1174

子育て世帯への市独自の支援策として、認可外保育施設などの令和 2 年 6 月
分～ 8 月分の利用料を補助します。申請期間は 11 月 30 日（月）までです。
詳しくは問い合わせるか、市公式ホームページをご覧ください。

問子育て支援課　 （93）4497

ひとり親家庭等医療費の助成制度が変わります

令和２年 11 月から、ひとり親家庭等の医療費助成は従来の償還払い方式から、
市が受給資格者へ受給券を発行し、医療機関の窓口で直接自己負担額を支払う
現物給付方式に移行します。対象者には、通知していますので、確認してください。

児童虐待とは
家族などによって子どもに加えられた行為で、事例のほとんどは重複して起き
ています。
■身体的虐待
○殴る　○長時間しめだす　○蹴る　○激しく揺さぶる　○やけどを負わせる　など
■性的虐待
○子どもへの性的行為　○性的行為を見せる　など
■ネグレクト（育児放棄など）
○病気なのに医者に診せない　○家に閉じ込める　○食事を与えない　など
■心理的虐待
○言葉による脅し　○無視　○子どもの目の前で家族に対し暴力を振るうなど

児童虐待を防止するために

■給付金の支給手続き
　○対象①の該当者　　　申請は不要です。該当者には、指定の口座に振り込
　　　　　　　　　　　　みましたので、確認してください。
　○対象②、③の該当者　申請が必要です。
追加給付
■対象　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
※市ひとり親家庭応援給付金は、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給認定を受
　けた人に支給します。



4 広報とみさと　2020.11.1　

国税庁では、毎年 11 月 11 日～ 17 日を「税を考える週間」として、様々
な広報広聴施策を実施しています。
その一環として、国税庁ホームページ内に特設ページを設け、国税庁の
取り組みなどを分かりやすく最新のデータで紹介するほか、YouTube
の国税庁動画チャンネルやツイッターなどの SNS で発信しています。
また、オンライン手続きとして、マイナポータルから取得したデータ
を活用した年末調整や確定申告書の作成、キャッシュレス納付などの
各種取り組みについても掲載しています。

くらしを支える税

税を考える週間 11 月 11 日～ 17 日

市では、11 月を収納強化月間として、市税などの未納がある人を対象に、電
話催告や休日納付相談を実施します。

■休日電話催告
　滞納額の増加を防止するため、納付の確認ができない人に電話でお知らせし
　ます。なお、特定の金融機関や口座番号への振り込み指示は行いません。

■市税休日納付相談
　平日に納付できない人や、特別な事情で納付が困難な人に休日納付相談を実
　施しています。（納付書がない人でも納付できます。）
　○日時　11 月 8 日、15 日、22 日、29 日（日）
　　　　　9：00 ～ 16：00
　○場所　国保年金課　
　　　　　※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。

11 月は市税収納強化月間

問成田税務署　 （28）5151

市では、市税滞納者から差押えた財産をインターネット公売します。
詳しい内容や参加方法は、市公式ホームページ内の「富里市インターネット公
売ガイドライン」で確認できます。また、公売の参加・入札はヤフー㈱の「官
公庁オークション」のページで手続きしてください。
売却で取得した代金は、未納税金などに充てられます。全国どこからでも 24
時間参加できるインターネット公売に多くの人に参加してもらい、滞納額の縮
減を目指します。

■公売物件（予定）　
　①不動産　
　　マンション（サニーパークハイツ成田 4 号棟４０７）
　　富里市日吉台四丁目３番２の 195　77．88 ㎡
　　（鉄筋コンクリート造 4 階部分　昭和 55 年 9 月 30 日築）

■公売参加申込期間　
　11 月５日（木）13：00 ～ 11 月 20 日（金）23：00

■入札期間　
　11 月 27 日（金）13：00 ～ 12 月４日（金）13：00

※滞納者の納付状況などにより、公売を見送る場合もあります。

問   納税課　 （93）3895（インターネット公売専用）

インターネット公売

　　　地方税共通納税システムで
　　　　　　　　　　　　　　電子納税できます

問   ヘルプデスク　 （0570）081459
　受付時間９：00 ～ 17：00
　（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）
   エルタックス 検索

事業所などで行っている地方税の電子申告、電子申請・届出に加え、電子納
税が利用可能です。
市へ電子納税できる税金の種類は、法人市民税、個人住民税（特別徴収分、退
職所得分）です。
利用時間は 8：30 ～ 24：00（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）
です。利用届出、ソフトウェア、パソコン環境の準備などが必要になる場合
があります。詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

11月 30日（月）
国民健康保険税　第５期

後期高齢者医療保険料　第５期

介護保険料　第５期

市税・保険料は口座振替を！

個人事業税の納期限

問    納税課　 （93）0434

問    佐倉県税事務所
　 043（483）1114

口座振替は、指定口座から納期限の日に、自動的に引き落として納税する便利
な制度です。詳しくは問い合わせてください。

■口座振替ができる市税など
　○固定資産税・都市計画税　○市民税・県民税（普通徴収）　
　○軽自動車税（種別割）　○国民健康保険税　
　○後期高齢者医療保険料（普通徴収）○介護保険料（普通徴収）

■申込
　●キャッシュカードでの申込
　　口座名義人本人が、キャッシュカード（対象金融機関のみ）と、本人確認
　　ができるもの（運転免許証など）を持参し、暗証番号入力などの手続きを
　　行うと、即時に申込みができます。
　　納税課、国保年金課、日吉台出張所で手続きが可能です。
　　※法人カード、代理カードなど利用できないカードがあります。

　●口座振替依頼書での申込
　　口座振替依頼書（①または②）に必要事項を記入・押印し、申込書の種類
　　に応じて提出してください。
　　①専用ハガキ　
　　　市役所（納税課など）と日吉台出張所に備え付けてあります。
　　　郵送または納税課窓口に提出してください。
　　②Ａ４サイズの申込書（３枚複写）　
　　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。納税課または市内金融機
　　　関に提出してください。

問い合わせ先
●納税課　　　 （93）0433
●国保年金課　 （93）4084

個人事業税の第２期分の納期限は、11 月 30 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。

富里市 検索

ヤフー　官公庁オークション 検索
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交通事故などでけがをしたら連絡を！
交通事故や傷害事件など第三者の行為によって負傷したときの治療費は、原則
加害者の負担になります。しかし、その賠償が遅れるときなどは、届け出をす
ることで一時的に国民健康保険で治療を受けることができますが、市が負担し
た費用については、加害者に対し治療費の請求を行っています。事故などでけ
がをしたら、必ず市へ届け出をお願いします。
届け出をしないで国民健康保険証などを使用したときは、自己負担になる場合
もあります。

交通事故が発生したら…
■まずは落ち着いて
　事故が起きたときは、ショックで冷静な判断ができなくなることがあります。
　できるだけ冷静に対処しましょう。
■相手の身元を確認
　相手の氏名、住所、電話番号、車のナンバー、免許証、車検証などを確認し   
　ましょう。
■警察に連絡を
　トラブルを防ぐために、些細な事故でも必ず警察に連絡をしましょう。
　市が加害者に治療費を請求するときには、『人身事故証明書』が必要になりま
　す。けがをしたときは、警察に人身事故として処理をしてもらってください。
■市に届け出を
　国保年金課窓口に保険証と印鑑を持参してください。治療を受けるときに必
　要な、「国保診療許可書」を発行します。治療を受けるときは、この許可書と
　保険証を医療機関に提示してください。
■注意事項
　次の場合は国民健康保険で治療が受けられません。
　▼勤務中や通勤途中での事故　
　　労災保険の対象になります。
　▼違法行為（飲酒運転や無免許運転）による事故
　　給付制限の対象になります。
　▼示談を済ませてしまったとき
　　示談後は、国民健康保険が使えなくなる場合があります。

国民健康保険に加入している皆さんへ

問・届出先　国保年金課　 （93）4083

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。

問・届出先　国保年金課　 （93）4084

国民健康保険の所得申告

適正な医療の受診を心掛けましょう

休日や夜間に、軽症の人が救急医療へ受診することが増え、緊急性の高い重症
患者の治療に支障をきたしています。必要な人が安心して医療が受けられるよ
うに、医療機関・薬局では、次のことに留意しましょう。
○休日や夜間に救急医療機関を受診するときは、平日の時間内に受診できない
　か、もう１度考えてみましょう。
○同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査や
　投薬により、かえって体に悪影響を与える可能性があります。
○後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用についても考えてみましょう。

問 国保年金課　 （93）4083

日本年金機構から、年末調整または確定申告で、国民年金保険料を社会保険
料控除として申告するときに必要な「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が送付されます。発送時期は 2 回です。申告を行うまで大切に保管し
てください。
①11月上旬（令和2年1月1日～令和2年9月30日までの間に納付した人）
②令和 3 年 2 月（令和 2 年 10 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日までの間に
　納付した人）
　※令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日までの間に納付した人は除く。

ご家族の保険料を納付している人は
国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も
連帯して納付する義務があります。
ご家族の国民年金保険料を納付したときは、その納付額の全額が納付した人
の所得税などの控除対象になります。年末調整などをするときは、ご家族分
の証明書も申告する人の申告書に添付して、ご自身の社会保険料の額と合算
して申告してください。

社会保険料（国民年金保険料）
　　　　　　　　控除証明書を送付します

問 ねんきん加入者ダイヤル　 0570（003）004
　 （祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
　 ○月～金曜日　8：30 ～ 19：00
 　○第２土曜日　9：30 ～ 16：00

11 月 30 日（いいみらい）は「年金の日」です。年金記録や年金見込額を確
認し、老後の生活設計に思いを巡らしていただく年金の日です。年金ネットは、
年金記録の確認や年金見込額を試算できます。ぜひこの機会にご利用ください。

11 月はねんきん月間

問い合わせ先
●ねんきんネット ナビダイヤル　 0570（058）555
●幕張年金事務所　　　　　　 　 043（212）8621

■対象　
　昭和 19 年 4 月 2 日～昭和 20 年 4 月 1 日生まれで、千葉県後期高齢者医
　療制度に加入をしている人
　※対象者には受診票を郵送します。希望する協力医療機関に直接予約してくだ
　さい。（受診は期間中に 1 人 1 回）
■期間　令和 3 年１月 29 日（金）まで
■費用　歯科健診に係る窓口負担はありません。
　　　　※健診後の治療に要する費用は有料です。
■歯科健診の項目
▼口腔診査　　　
　○歯と歯肉の状況　○口腔機能の状況
▼口腔衛生指導　
　○むし歯、歯周疾患の予防法　など
■受診時の持ち物　受診票、被保険者証（保険証）
■市内協力医療機関

川村歯科医院 日吉台 2 － 20 － 12 （93）６６６１
いとう歯科クリニック 日吉台 3 － 24 － 6 （93）４１１４
天野歯科医院 日吉台 4 － 7 － 13 （92）１９９９
宮内歯科 御料 1032 － 86 （91）２０３０
内田歯科医院 七栄 575 （93）８６７７
なお歯科・矯正歯科医院 七栄 595 － 1 （92）０７７７

歯科口腔健康診査（歯科健診）
健康はお口から

問い合わせ先
●歯科健診について　県後期高齢者医療広域連合給付管理課給付第１班
　 043（216）5013
●受診票について　国保年金課
　 （93）4085

ねんきんネット 検索
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野外焼却は禁止されています
環境課　 （93）4945

生活で生じた家庭ゴミや事業で生じた
廃棄物を、法律に適合した焼却設備を用
いずに焼却することは禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシンなどの有害物質の
発生や火災の危険などがあり、地域住民に迷
惑がかかるのでやめましょう。なお、次の
行為は野外焼却禁止の例外とされています。
○震災、風災害その他の災害の予防、応急対
　策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
○風俗習慣上または宗教上の行事を行
　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
　のとして行われるツル・草などの焼却
○たき火、その他日常生活を営むうえ
　で通常行われる軽微な焼却

古紙の臨時拠点回収
環境課　 （93）4946

日 11 月 15 日（日）　※雨天決行
    ９：00～11：30 ／13：00～15：00
場市役所玄関前駐車場
当日回収できる紙類
○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、
　…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。
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。

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
社会福祉課　     （93）4192

12 月開催予定の「令和 2 年度富里障
がい者フェスティバル」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。

お知らせ
県民手帳の販売
企画課　 （93）1118

販売価格　1 部 500 円（税込）
内○サイズ　85 ㎜× 145 ㎜
　○赤・紺・黄色の３色
　○年度単位で使える予定表、千葉県
　　の公共機関・主要団体などの情報、
　　各種統計資料　など
※販売店舗は、千葉県ホームページで
　確認してください。市役所では販売しません。

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

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、
ストーカー行為などの女性に対する暴
力は、女性の人権を著しく侵害するも
のであり、男女共同参画を形成してい
くうえで克服すべき課題です。暴力の
ない社会づくりにご協力をお願いします。
関企画課　 （93）1118

11月５日（木）
全国一斉の緊急地震速報訓練
防災課　 （93）1114

日 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。」+
チャイム音 +「緊急地震速報。大地震
です。大地震です。これは訓練放送で
す。」（×３回）+「こちらは防災富里です。
これで訓練放送を終わります。」+ チャイム音

第27回コミセンまつり
開催中止のお知らせ

富里北部コミュニティセンター管理運営委員会
    （93）3755

11 月開催予定の「第 27 回コミセン
まつり」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。

中部ふれあいセンターまつり
開催中止のお知らせ

中部ふれあいセンター管理運営委員会
    （91）3363

12 月開催予定の「中部ふれあいセン
ターまつり」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。

年末のし尿くみ取り・
浄化槽清掃業務
環境課　 （93）4945

し尿くみ取り・浄化槽清掃の休業期間
12月29日（火）～令和3年１月3日（日）
※年始は１月 4 日（月）から平常通
    り開始
年内のくみ取りを希望する人は、12
月 11 日（金）までに該当する地区の
許可業者に申し込んでください。
早めの申し込みにご協力をお願いします。
㈲下総衛生
　 （93）1101
　対日吉台、日吉倉、久能、大和、七栄、
　　根木名、十倉（大堀）、御料（葉山）
大成企業㈱
　 （93）3379
　対新橋、中沢、新中沢、高松、立沢、
　　立沢新田、高野、十倉（大堀を除く）、
　　御料（葉山を除く）、美沢

11月25日～12月1日は
犯罪被害者週間
県くらし安全推進課

043（223）2333

犯罪被害者の実情や被害者支援の重要
性について考えるため、特別番組を放
送します。
日 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
状を贈呈するものです。感謝状の贈呈
にふさわしい取り組みを行っている人
や団体、事業者などがあれば推薦して
ください。
推薦方法
12 月４日（金）までに推薦書と業績・
功績調書を市民活動推進課に持参ま
たは郵送（12 月４日の消印有効）
※推薦書と業績・功績調書は、市民
　活動推進課で配布のほか、市公式
　ホームページでもダウンロードでき
　ます。

11月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 11 月 10 日（火）
※９日（月）までに入金確認をお願いします。

　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。

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

　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。

※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30日まで）クール代金は別です。

TEL　043（443）5355
FAX　043（443）7771

㈲高安商店
　　　　　八街市八街は51

八街産落花生 ◎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 

0930_千葉県_富里市広報誌_相談会h90w115_2

型肝炎
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

給付金に
ついて

□TEL 03-5363-6333

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

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  

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

四街道市文化センター
会議室305号室2811

(土)

千葉市生涯学習センター
特別会議室2911

(日)
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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。

農業者年金に加入しませんか

農業委員会事務局　 （93）6494

農業者年金は、農業者がより豊かな老
後を過ごすことができるよう、国民年
金に上乗せして、自分で積み立てた保
険料と運用益を含めて、将来年金とし
て受給する制度です。いつでも加入で
き、脱退や再加入もできます。
農業者年金の特徴
○積立方式・確定拠出型のため、加入
　者・受給者数に左右されない、少子
　高齢化時代に対応した制度です。
○認定農業者で青色申告をしているな
　ど、40 歳未満で一定の要件を満た
　す農業者には、保険料の国庫補助が
　設けられています。
○支払った保険料は、全額が社会保険
　料控除の対象となり、所得税・住民
　税の節減になります。
対象  年間 60 日以上農業に従事する    
　20～59歳の国民年金第１号被保険者
　※国民年金保険料納付免除者を除く
保険料  月額 20,000 円～ 67,000 円
　※ 1,000 円単位で選択でき、途
　　中増減も可能です。
受給　原則65歳から生涯受給できます。
　加入者や受給者が、80 歳になる前    
　に亡くなったときは、80 歳までに
　受け取ると仮定した現在価値相当額
　を死亡一時金として遺族が受け取れます。

ラジオ体操を始めませんか
高齢者福祉課　 （93）4981

新型コロナウイルス感染症の影響で、
自宅で過ごす時間が増え、心と体の機
能が低下してフレイル（虚弱）になる
ことが心配されます。
このような時だからこそ、いつでも、
どこでも、だれでもできる「ラジオ体
操」を行うことで、筋力や体力アップ、
全身の血行促進など、さまざまな効果
が期待できます。
３分程度のラジオ体操を生活の中に取
り入れ、無理のない範囲で毎日の習慣
にしましょう。
数に限りはありますが、ＣＤやＤＶＤ
の貸し出しを行っています。希望する
人は、問い合わせてください。

狩猟が始まります

県自然保護課　 043（223）2972

狩猟者はマナーを守り、事故がないよ
う安全な狩猟に努めましょう。
野外で活動する人は、目立つ服装をす
るなどの事故防止対策をしましょう。
期 11 月 15 日（日）～
　 令和 3 年２月 15 日（月）

検針にご協力を
上下水道課　 （93）3340

市営水道の検針は、２か月ごとに行い
ます。検針がしやすいよう、次の事項
にご協力をお願いします。
○メーターボックスの中は、いつもき
　れいにしておく　
○犬は、メーターボックスから離してつなぐ
○メーターボックスの上に、物を置か
　ない（ボックスのふたが破損する恐
　れがあります）　
○メーターボックスの上に、車などを
　駐車しない

市営水道に加入しましょう
上下水道課　 （93）3340

現在、市の水道が整備されている地区
で、井戸を利用している人は、市の水
道に加入してください。
市営水道を利用するには
富里市指定給水装置工事事業者にご相
談ください。（工事事業者一覧は、市
の公式ホームページに掲載しています。）
なお、市の水道に加入される場合、給
水管の施工工事費、加入金、検査手数
料などが必要となります。
※加入金の分割納付を受け付けていま
　す。（適用要件がありますので詳し
　くは問い合わせてください。）
※安心して水道水を使っていただく
　ため、水質検査の計画と結果を市公
　式ホームページで公表しています。

水道料金の支払いは
便利な口座振替で
上下水道課　 （93）3340

一度手続きをすると、支払いの手間が
省けます。
預金通帳と届出印、納入通知書または
使用水量のお知らせ（検針票）を持参
し、取扱金融機関の窓口で申し込んで
ください。

令和 3年度
体育施設の施設先行予約
生涯学習課　 （92）1597

先行予約は市の行事や社会教育団体が
主催する大会などが優先となります。
また、施設によって利用できない日や
時間がありますので詳しくは問い合わ
せてください。
提出期限　11 月 20 日（金）
提出物　令和 3 年度社会体育施設使
　　　　 用事業予定報告書
対象施設
○富里社会体育館（アリーナ・剣道場・
　柔道場）
　9：00 ～ 21：00
○富里中央公園野球場　
　7：00 ～ 21：00
○富里市営運動場（野球場・テニスコート）
　３月～ 10 月：6：00 ～ 19：00
　11 月～２月：8：00 ～ 16：00
○ふるさと自然公園（野球場兼サッ
　カー場・テニスコート）
○高野運動広場

11月は動物による危害防止対策強化月間

問い合わせ先
○印旛健康福祉センター（保健所）成田支所　 （26）7231　

○県動物愛護センター　 （93）5711

令和元年度は、人が犬にかまれる事故が県内で 131 件発生しました。次のこ
とに注意し、動物による事故などを防止しましょう。
■犬の放し飼いは禁止
　犬を運動させるときは、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。万
　が一、犬が人をかんでしまったときは、飼い主が保健所に届け出てください。
■犬の登録と狂犬病予防注射
　登録と年 1 回の狂犬病予防接種は法律で定められた飼い主の義務です。
■動物には迷子札などをつける
　迷子札やマイクロチップをつけ、首輪などに連絡先の電話番号などを記入しましょう。
■猫は屋内で飼う
　糞尿や鳴き声などの被害を防止でき、感染症や交通事故から猫を守ることができます。
■一部のサル、ヘビなどの特定動物を飼うことは原則禁止されています。
■動物が飼えなくなったとき
　新しい飼い主を探してください。保健所や動物愛護センターでは飼い主探し
　の手伝いをしています。

対市内在住・在勤の 18 歳以上（平成 15 年４月１日以前に生まれた人）で、
　年５回程度の会議に出席できる人
　※市の審議会などの公募委員を２つ以上兼ねている人、市の議員・職員は除く
内○市長の諮問により、協働のまちづくり条例の適切な運用や見直しなどに
　　ついて答申
　○協働のまちづくりに係る推進施策や市民活動の促進に係る施策に関する
　　ことや市民の市政参画推進施策に関しての検証・審議
　○協働のまちづくり推進計画事業の進捗状況の検証
　○市民活動支援補助金の審査に関すること
定３人以内
任令和３年４月１日～令和 5 年 3 月 31 日
額委員長　1 日 7,500 円、委員　1 日 7,000 円
申 11 月 20 日（金）までに、申込書（※）に「富里市の協働のまちづくりを
　推進するために必要だと思うこと」を題名とする作文（任意様式 400 字以内）
　を添えて次のいずれかの方法で提出
　○市民活動推進課に持参　○郵送（20 日の消印有効）
　○電子メール（kyodo@city.tomisato.lg.jp）
　電子メールまたは郵送のときは、提出した旨を必ず電話で連絡してください。
※市民活動推進課、とみさと市民活動サポートセンター、日吉台出張所窓口で
　配布のほか、市公式ホームページからダウンロードできます。
他選考は書類選考とし、結果は応募者全員に個別に通知します。

対市内在住・在勤の 18 歳以上（平成 15 年４月１日以前に生まれた人）で、
　年３回程度の会議に出席できる人
　※市の審議会などの公募委員を２つ以上兼ねている人、市の議員・職員は除く
内○犯罪のないまちづくりの基本的な施策に関すること
　○犯罪のないまちづくりの推進に関すること
定２人以内
任令和３年４月１日～令和 5 年 3 月 31 日
額会長　1 日 7,500 円、委員　1 日 7,000 円
申 11 月 20 日（金）までに、申込書（※）に「犯罪のないまちづくりを推進
　するために思うこと」を題名とする作文（任意様式 400 字以内）を添えて
　次のいずれかの方法で提出
　○市民活動推進課に持参　○郵送（20 日の消印有効）
　○電子メール（shiminkatsudou@city.tomisato.lg.jp）　　
　電子メールまたは郵送のときは、提出した旨を必ず電話で連絡してください。
※市民活動推進課、日吉台出張所窓口で配布のほか、市公式ホームページから
　ダウンロードできます。
他選考は書類選考とし、結果は応募者全員に個別に通知します。

協働のまちづくり推進協議会委員募集

犯罪のないまちづくり推進協議会委員募集

問市民活動推進課　 （93）1117

問市民活動推進課　 （93）1117
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お知らせ
空気が乾燥しています
消防署　 （92）1311

この季節、空気が乾燥し強風の日があ
ります。一度発生した火災は、周囲へ
の燃え広がりが速くなります。乾燥注
意報や強風注意報発令中または予想さ
れる場合には、たばこ等火の取り扱い
には気を付けましょう。

11 月９日～ 15日
秋の火災予防運動
消防本部予防課　 （92）1313

～その火事を　防ぐあなたに　金メダル～
この時期は、ストーブなどの暖房器
具を使用することが多くなりますの
で、暖房器具の取り扱いには十分注意
し、火災を起こさないように気を付け
ましょう。
また、就寝前の火の元の点検をお願い
します。
★住宅防火　いのちを守る　７つのポ
イント
－３つの習慣－
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離
　れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるとき
　は、必ず火を消す。
－４つの対策－
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
　警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災
　を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住
　宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守る
　ために、隣近所の協力体制をつくる。

住宅用火災警報器の
設置は義務です
消防本部予防課　   （92）1313

寝室及び寝室がある階の階段には、煙
感知器を設置しましょう。
住宅用火災警報器は、古くなると電子
部品の寿命や電池切れなどで、火災を
感知しなくなることがあるため、とて
も危険です。
定期的に点検を行い、10 年を目安に
交換しましょう。
悪質な訪問販売や訪問点検に注意ください
消防職員が住宅用火災警報器の販売や
特定の業者にあっせん・販売・点検を
依頼することはありません。

防火ポスター展
消防本部予防課　 （92）1313

市内小学生から出展された防火ポス
ターの入選作品を展示します。
日 場① 11 月 10 日（火）～ 15 日（日）
　　 　9：30 ～ 18：00
　　　市立図書館 1 階
　　 ② 11 月 17 日（火）～ 23 日（月）
　　 　9：00 ～ 21：00
　　　北部コミュニティセンター

　　

令和 3年度八街駅前
第1・第5自転車駐車場
利用登録申請受付開始

八街市都市整備課
043（443）1432

〒289 － 1192（住所不要）
HP https://www.city.yachimata.lg.jp

八街駅前第１・第５自転車駐車場の第
１次利用登録申請の受付を開始します。
受付期間　
11 月６日（金）～ 11 月 27日（金）
利用期間　　
令和３年4月１日～令和４年３月31日
申請方法　
利用登録申請書（※）に必要事項を記
入し、郵送（27 日消印有効）または
持参。新型コロナウイルス感染症対策
として、郵送での申請にご協力をお願
いします。
※八街市都市整備課、八街市役所受付、
　ＪＲ八街駅自由通路、八街市ホーム
　ページに設置・掲載しています。

教室・講座・試験
甲種防火管理新規講習
防火・防災管理新規講習

消防予防課　   （92）1313
（一財）日本防火・防災協会

03（3591）7121

日 12 月 23 日（水）、24 日（木）
　※ 2 日間とも参加できる人に限る。
場成田国際文化会館
　＜成田市土屋 303 ＞
費○甲種防火管理新規講習
　　8,000 円（テキスト含む）
　○防火・防災管理新規講習
　　10,000 円（テキスト含む）
申申込期間
　11月12日（木）～19日（木）
　（一財）日本防火・防災協会へ申込書※
　を FAX またはホームページで申込
　 ※申込書は、（一財）日本防火・防
　　災協会、（一社）千葉県消防設備
　　協会または市消防本部窓口で配布
　　
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

（一社）千葉県危険物安全協会連合会
〒260 － 0843
千葉市中央区末広2-14-1ワクボビル2階

043（266）7930

日令和３年１月 21 日（木）
　午前　給油取扱所で主に従事する人
　午後　給油取扱所以外の施設で従事
　　　　する人
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 1 人につき 4,700 円
　（千葉県収入証紙を申請書に貼付）
持受講日に危険物取扱者免状と受講票
　を必ず持参してください。
申 11 月 30 日（月）～ 12 月 4 日（金）
　の期間中に申請書を提出

中高年のための
再就職支援セミナー
申込 商工観光課　 （93）4942

日 11月26日（木）10：00～12：00
場中央公民館 2 階研修室　定 30 人
対おおむね40～65歳以上で求職中の人
内仕事の探し方、応募書類の書き方など

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

高齢者の雇用を推進するため、仕事説
明会を開催します。
当日はセブン - イレブン店舗の業務内
容の説明や、個別相談会を行います。
日 12月7日（月）10：00～11：30
　受付　9：40 ～
場分庁舎 2 階大会議室　定 15 人
対おおむね 60 歳以上（年齢上限なし）
　相　談
空き家セミナー&総合相談会
空き家対策有識者会議事務局

043（483）7407

日 12 月５日（土）
　○セミナー 14：00 ～ 14：45　
　○相談　　 14：45 ～ 16：15
場中央公民館 4 階大会議室
内空き家に関するセミナー、空き家の
　管理・相続・複数所有者、税務など
　の問題、空き家・空き地の利活用、
　解体についての相談
※マスク着用。事前にチェックシート
　の記入をお願いします。
関都市計画課　 （93）5148

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

専門の相談員が住宅の耐震に関して個別の
相談に応じます。自分の住んでいる建物が
地震に対して安全なのか考えてみましょう。
日 11 月 15 日（日）
　 9：00～12：00／13：00～17：00
　1 組につき 45 分程度
場中部ふれあいセンター（午後は依頼主宅も可）
対市内在住の人　定 10 組
申 11 月 12 日（木）までに電話予約
持建築確認申請時の平面図など、住宅
　の間取りがわかるもの　

スポーツ
ニュースポーツで楽しく
汗を流しましょう
生涯学習課（社会体育館内）

（92）1597

日 12月１日（火）19：00～21：00
場社会体育館 2 階アリーナ A 面
内子どもから大人まで楽しめるニュー
　スポーツ（バドポンなど）の体験
講市スポーツ推進委員
対市内在住または在勤の人
　未成年者は必ず保護者同伴
持運動のできる服装、室内履き、汗拭
　き用タオル、水筒

募　集
少人数指導　豊かな自然　地域のぬくもり

小規模特認校　浩養小学校

学校教育課　 （93）7658

市では、浩養小学校を小規模特認校に指定
し、市内全域から児童を募集します。転入
学要件など、詳しくは問い合わせてください。
４月からの入学を希望する新入学児童
令和３年４月からの入学を希望する場
合は、原則として 11 月 30 日（月）
までに申請してください。

発行に向けてご協力を
子育て応援ブック
申込 （株）サイネックス　 (23）6140

市の子育てに関する行政情報や施設案内
をまとめた「とみさと子育て応援ブック」
を（株）サイネックスと協働で発行します。
発行部数　６，０００部
地域の事業者の皆さんへ
掲載広告を募るため、（株）サイネックス
が地域の事業所を訪問します。広告の掲載
または説明を希望する事業所は、（株）サ
イネックスへ直接問い合わせてください。
関子育て支援課　 （93）4497

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
自衛隊成田地域事務所

（22）6275

対中卒（見込含む）17 歳未満
　※推薦試験は、学校長の推薦が必要
推薦試験
日令和３年１月10日（日）、11 日（月）
　の指定する１日
申 11 月 30 日（月）まで
一般試験
日○第１次試験　令和３年１月29日（金）
　○第２次試験　
　　令和３年２月４日（木）～
　　２月７日（日）の指定する１日
申令和３年１月６日（水）まで

千葉中途失聴者・難聴者
からのお知らせ

NPO 千葉中途失聴者・難聴者協会
FAX  043（461）6533

日 場 内　
　① 11月７日（土）13：30～16：00
　　 佐倉市中央公民館
　　 ＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
　　 手話学習会
費初回のみ 1,200 円（テキスト代）
　②１1月21日（土）13：30～16：00
　　 志津公民館＜佐倉市上志津1627-7＞
　　 聞こう会・話そう会
他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日 11月19日（木）13：30～15：30
場中央公民館　内グループミーティング
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人。
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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11月の行事です。

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

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。
子育てプチ相談

日５日（木）10：30 ～ 11：40
　19 日（木）14：45 ～ 15：45
移動支援（北部コミュニティセンター）（要予約）

日 20 日（金）10：00 ～ 11：30　

予約制でセンター室開放を行います。
移動支援（北部コミュニティセンター）（要予約）

日 ６日（金）10：00 ～ 11：30
みんなで探検隊（要予約）

日 19 日（木）10：00 ～ 11：30
　※雨天順延

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

日 21 日（土）　要予約
子どもの遊び場ミルキー

日 場 内
       〇４日（水）りんごのバック作り
　　〇 12 日（木）わくわく体操

若草児童館
申込 （93）8226

保育園開放　子育てサークル「おやこの森」

日 10・24 日（火）
　９：30 ～ 11：00
子育て交流の場　「にこにこサロン」

日 17 日（火）
　９：30 ～ 11：00

富里保育園
申込 （93）0155

子育て教室「ちびたんくらす」

日 27 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 12 日（木）
　10：15 ～ 11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育園開放「どんぐりクラブ」

日毎週火・木曜日　９：00 ～ 11：30
定 10 組
リフレッシュ講座「オリジナルマスク作り」（要予約）

日 17 日（火）９：30 ～ 11：30
定５組

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放　子育てひろば「ひろばバンビ」

日 11・25 日（水）９：30 ～ 11：00

子育て相談　来園相談（予約制）

日毎週水曜日　
　13：00 ～ 15：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

11月は児童扶養手当の支給月です

○振込予定日　11 月 11 日（水）
○支給対象月　令和２年９月～ 10 月分
※現況届を提出していない人は、提出してく
　ださい。
　詳しくは問い合わせてください。

子育て支援課　 （93）4497

会計年度任用職員募集（パートタイム）

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）

葉山こども園　 （93）1215
向台こども園　 （93）2951
富 里 幼 稚 園 　 （93）2387

ファミリーサポートセンター入会説明

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

歯周病予防で

　　　　　健
けんこう

口に！！

自分の歯で毎日食事を美味しく食べること、楽しく会話をすることは、心と
身体の健康を保ち人生をよりいっそう豊かにしてくれます。しかし、歯を失
う原因の多くが歯周病です。歯周病とは、歯に付着したプラーク（歯垢）の
中の歯周病菌により歯肉に炎症を起こしたり、歯を支えている骨を破壊する病気です。
重度の歯周病に罹ってしまうと「食べる」「話す」「唾液を出す」などの口腔
機能を低下させるだけでなく、血液を介して誤嚥性肺炎・糖尿病・心筋梗塞
などの心臓病・脳卒中・早産・低体重児出産などの合併症を引き起こします。

重度歯周炎中等度歯周炎

ポイント１　磨き残しをなくしましょう。歯と歯の間、歯と歯肉の間、噛み
　　　　　　合わせの溝、歯の裏や奥歯の一番奥などしっかりと磨きましょう。
ポイント２　補助清掃（糸ようじや歯間ブラシ）を使用しましょう。
ポイント３　１口 30 回を目標によく噛んで食事をしましょう。
ポイント４　かかりつけ歯科医院をつくりましょう。自分にあった歯磨き方
　　　　　　法を教えてもらいましょう。
ポイント５　定期検診へ行きましょう。しっかり磨けているか確認できます。

コラム　Vol.3健 康
人生100年時代！

　　　　一生自分の歯で生活するための予防対策！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５つのポイント！

いつまでも、健康でいきいきとした生活を送るために、
今日から歯周病予防に取り組み、８０２０（80 歳になっ
ても 20 本以上の歯を保とう）を目標にお口の健康を保
ちましょう。

申込 ファミリーサポートセンター　 （92）2452

若草児童館学童クラブでは
指導員を募集しています。
詳しくは問い合わせてください。

軽度歯周炎歯肉炎
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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/

11月の健康カレンダー
★…保健センター（すこやかセンター内）
◆…北部コミュニティセンター

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

 ２（月）
健康相談（要予約）                

★
9：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

６（金）
3 歳児健診（平成 29 年３月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

９（月） 育児相談（要予約） ◆ 13：30 ～ 14：30

10（火）
１歳６か月児健診（平成31年４月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

13（金）
3 歳児健診（平成 29 年４月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

24（火）
3 歳児健診（平成 29 年４月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

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

おはなし会

親子おはなし会

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

11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・
ロタウイルス　令和２年９月生まれ
ＢＣＧ　令和２年６月生まれ
４種混合　令和２年８月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘
令和元年 10 月生まれ
日本脳炎　平成 29 年 10 月生まれ

母子健康手帳の交付
母子保健班

現在、健康推進課と日吉台出張所で交
付していますが、令和 3 年 1 月 15 日
から、日吉台出張所では交付しません。
来所が難しい場合には、訪問などでの
対応もできますので、相談してください。

インフルエンザ予防接種の
助成対象を拡大
成人保健班

接種を希望する場合は、事前に医療機
関に問い合わせてください。
対象…接種日時点で市内在住者の妊婦
　　　と生後 6 か月～中学 3 年生
　　　※対象者には通知します。
助成期間…12 月 31 日（木）までに
　　　　　接種する人
助成金額…接種１回につき 2,000 円
助成方法…〇現物給付（市内医療機関
　　　　　　で接種する場合）
　　　　　〇償還払い（市外医療機関で接種
　　　　　　またはすでに接種した場合）

風しんの抗体検査を受けましょう
成人保健班

風しんの流行拡大を防ぐため、対象の人
は、無料で風しんの抗体検査や予防接種
を受けられます。2022年３月までの期
間限定です。積極的な受診をお願いします。
対象者
昭和 37 年 4 月 2 日～
昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性
受診の流れ
従前に送付したクーポン券と保険証な
どを持参のうえ、医療機関や特定健診
にて抗体検査を受けてください。検査
の結果、抗体価が低いと認められた場
合、クーポン券の案内を参考に予防接
種を受けてください。クーポン券を紛
失された人は、問い合わせてください。

男性のための料理教室中止
成人保健班

例年12月に開催していましたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、中止します。

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

3 歳児健診で、むし歯や治療済み歯の
なかった子どもたちの紹介です。

９月４日分

　　内山　鼓
こ ゆ き

雪　　江原　千
ち ひ ろ

広　

　　遠 　向
ひ ま り

葵　　小野　紗
す ず か

叶

　　金平有
ゆ り な

梨奈　　杉田　　光
こう

　　鈴木　海
か い な

凪　　鈴木　悠
ゆ う と

登

　　田場環
かんたろう

太朗　　塚田　柊
し ゅ う

羽　

　　天明屋　晶
しょう

　　宮林　　潤
じゅん

　　村山　　陸
りく

　　湯浅　心
み ゆ

結

　　和田　陸
り く と

杜

　　ＤＥ　ＬＡ　ＣＲＵＺ　ＣＯＳＴＡ　ＭＩＲＹＡＭ　ＡＫＡＲＩ

　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

９月11日分

　　阿波㟢菜
な つ き

月　　内海　桜
お と

音　

　　大森　悠
ひ な た

笑　　金子萌
も あ な

杏那

　　熊田　悠
ゆ う た

太　　駒野　　新
あらた

　

　　齋藤　澪
み お

穂　　篠塚　暁
あ き と

仁

　　白戸　　弥
わたる

　　城島　　暉
ひかる

　

　　瀬川　映
え い と

斗　　寺田　壮
そ う た

汰　

　　泊　　明
あ か り

莉　　古川　莉
り り

々　

　　南　　蒼
あ お い

生　　三宅　咲
そ ら

良

　　森田　葵
あ お い

衣　　米澤　　蓮
れん

　　 　　　　　　　　　　＜敬称略＞

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

※対象者には通知します。
日時…11 月 26 日（木）
　　　① 9：15 ～（ライブ配信）
　　　② 10：15 ～（教室）
　　　③ 11：15 ～（教室）
場所…保健センター（すこやかセンター内）
対象…令和元年 12 月・令和２年１
　　　月生まれの子どもと保護者
内容…むし歯予防の話、仕上げ磨き
          の実習
持ち物…母子手帳、バスタオル
定員…②、③各 10 組程度

ベビーマッサージ&ママヨガ教室
母子保健班

日時…11 月 27 日（金）
　　　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５月～７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

返却期限を守りましょう
図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です。現在お手元にある資料
の返却期限は過ぎていませんか？図書館の資料は市民の大切な財産です。

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。

11 月の映画会について

もぐもぐごっくん離乳食教室
母子保健班

日時…12 月７日（月）
　　　① 9：15～10：00（ライブ配信）
　　　② 10：15 ～ 11：00（教室）
　　　③ 11：15 ～ 12：00（教室）
場所…保健センター（すこやかセンター内）
対象…離乳食が２回食になる頃の
          子どもと保護者
内容…離乳食の量の確認・進め方、
　　　個別相談など
持ち物…母子手帳、バスタオル、オムツなど
定員…②、③各 10 組程度
　　　※託児はありません。
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…12 月 19 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…12 月 17 日（木）までに電話

雑誌リサイクルについて
今年度の雑誌リサイクルは、中止とさ
せていただきます。
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11月の富里市
　　　　　　 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

中央公民館休館日
社会体育館休館日

★文化の日
中央公民館休館日

８ ９ 10 11 12 13 14
〇市税休日納付相談
○市民課一部証明交付

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談
〇交通事故相談※1 

〇こころの相談室

15 16 17 18 19 20 21
〇市税休日納付相談 ○法律相談 ※ 2

中央公民館休館日
社会体育館休館日

○心配ごと相談 ○年金相談

22 23 24 25 26 27 28
〇市税休日納付相談
○市民課一部証明交付

★勤労感謝の日
中央公民館休館日

○人権・行政・
　心配ごと相談
社会体育館休館日

29 30
〇市税休日納付相談 ○法律相談 ※２

中央公民館休館日
社会体育館休館日

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

８日（日）
22 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）
・個人番号カードの交付（本人のみ）
・旅券の交付（本人のみ）
※旅券の交付は、８日のみ。
※個人番号カードは、平日の市役所開庁
時に要予約。22 日（日）は、システムメ
ンテナンスのため、個人番号関係の手続
きは全てできません。

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。

収納強化月間
のため第 2 ～
第 5 日曜日に

実施
 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

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

①

入口

②

すこやか
センター

駐
車
場

※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　2 日（月）、３日（火・祝）、９日（月）、16 日（月）、23 日（月）、30 日（月）
●使用申請受付は４日（水）～（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 12 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）　　　北総管工設備㈲　 （93）1288

○交通事故相談（６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（８日（月）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

○人権・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

○こころの相談室

時 14：00 ～ 16：00

場 福祉センター 2 階小会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

※ 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。

「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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広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

富里市選挙管理委員会委員と
　　　　　　　　　補充員が決定

教育委員会委員に田口明さんが再任

９月 17 日、㈱伊藤園と「災害時における
飲料水の供給協力に関する協定」を締結し
ました。
この協定は、災害時にライフラインが途絶
したときに、ミネラルウォーターなどの飲
料水の供給協力をしていただくものです。

災害時における飲料水の供給協力に関する協定

㈱伊藤園と締結

９月 30 日、（公社）千葉県柔道整復師
会と「災害時における柔道整復師による
医療救護活動に関する協定」を締結しま
した。
この協定は、救護所での迅速な活動によ
り、より多くの負傷者への対応を可能と
するものです。

災害時における柔道整復師による医療救護活動に関する協定

（公社）千葉県柔道整復師会と締結

長年にわたり富里のシンボルとして親しま
れてきたスイカガスホルダーが解体される
ことから、９月29日、東京ガス㈱に感謝状
を贈呈しました。
スイカガスホルダーは、これまで多くのテ
レビ番組や雑誌などにも取り上げられ、市
の PR に貢献していただきました。

スイカガスホルダー解体

東京ガス㈱に感謝状を贈呈

包括連携協定の主な内容
(1) 市民の健康づくりや食育の推進に
　  関すること
(2) スポーツの振興、青少年の育成や教育
     の推進に関すること
(3) 災害時における被災者への支援や協力
     に関すること
(4) その他、地域の活性化及び市民サービス
　  の向上に関すること

９月 23 日、地域の一層の活性化と市民サービスの向上のため、大塚製薬㈱と
「包括連携協定」を締結しました。
この協定締結を契機に、双方の強みを活かした官民連携事業を推進していきます。

大塚製薬㈱と包括連携協定を締結しました

10 月７日から 17 日まで、富里中央公民館で富里ユネスコ協会主催の「絵で
伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展が開催されました。
市内の小学生から 165 点の作品が集まり、ふるさとである富里を大切に思う
気持ちが伝わる子どもたちの力作が揃いました。
選考の結果、次の皆さんが受賞されました。

最優秀賞　篠田　　麗（富里南小 6 年）
優  秀  賞　市原瑠輝人（富里第一小３年）
　　　　　原　鈴々美（富里第一小５年）
　　　　　髙 　柚月（浩養小１年）
入　　選　森田　結友（富里小３年）
　　　　　澤口　　栞（富里小４年）
　　　　　秋葉　奏歩（富里第一小４年）
　　　　　五十嵐友美（富里南小２年）
　　　　　斎藤伽依奈（富里南小３年）、新井　柑南　（富里南小４年）
　　　　　五十嵐友映（富里南小５年）、石田　陽菜（浩養小１年）
　　　　　髙山　心結（浩養小２年）、松田　知賢（浩養小２年）
　　　　　篠原夢衣帆（浩養小４年）、神林美智子（日吉台小６年）
　　　　　楠　　梨心（根木名小１年）、伊橋　莉里（七栄小６年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

地域の文化や身近な自然環境を未来へ

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展

（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、地域コ
ミュニティへの助成を実施しています。
中沢区会はこの助成を活用して、イベ
ントなどで使用するテント・イス・音
響設備などを購入しました。

富里市選挙管理委員会委員の任期満了に伴い、選挙管理委員会委員と補充員
が令和 2 年 8 月 27 日に開かれた市議会において選出されました。
任期は令和 2 年 9 月 30 日～令和 6 年 9 月 29 日（４年間）です。

委員長　　　　　　  　　三𣘺　秀夫（緑ヶ丘）
委員長職務代理者　　　内田三十四（両国）
委員　　　　　　　　　森　喜久男（日吉台 3 丁目）
　　　　　　　　　　　佐藤美津枝（七栄第三）
補充員　　　　　　　　塩田瑠美子（緑ケ丘）
　　　　　　　　　　　根本　薫雄（日吉倉）
　　　　　　　　　　　岡田　一三（七栄第三）
　　　　　　　　　　　塩野谷雅司（実の口）

宝くじの助成金で整備

７月１日、東京電力パワーグリッド㈱成田
支社と「災害時における停電復旧の連携等
に関する基本協定」を締結しました。
この協定は、昨年９月の台風 15 号による大
規模な停電を踏まえ、早期の停電復旧のた
め倒木処理などの協力体制を強化するとと
もに、電源車の派遣要請などについて、協
定と覚書を締結したものです。

災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定

東京電力パワーグリッド㈱成田支社と締結

田口明さん（十倉）が 10 月１日付けで再任されました。
田口さんは、平成 29 年 10 月から教育委員会委員を務められ、今回２期目と
なります。

＜敬称略＞


