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お知らせ
家屋を新築・増築、
取り壊したときには連絡を
課税課　 (93）0444

家屋を新築・増築、または取り壊した
ことを市に連絡していない場合、必要
な証明書が発行できないことや、家屋
が存在しないのに課税されてしまうこ
とがあります。
※登記済みの家屋で滅失登記をした場
　合は、市への連絡は不要です。

固定資産の所有者が
亡くなったときの手続き

課税課　 （93）0444

固定資産（土地・家屋・償却資産）の
所有者（納税義務者）が亡くなったと
きは、その財産は相続人全員の共有財
産となり、固定資産税の納税義務は承
継されます。このため、相続人による
次の書類の提出が必要になります。
詳しくは問い合わせてください。
○相続人代表者指定届出書
　（土地と家屋の登記物件・償却資産）
○未登記家屋所有者変更届出書
　（法務局で登記していない家屋）

自宅で手続きスマホ申告
～はじめよう新しい生活様式～

成田税務署　     （28）5151

今から準備（マイナンバーカードまた
は ID・パスワードの受領）をし、来
年の確定申告は自宅からスマートフォ
ンで行いましょう。

令和 3年 4月 1日から
公金を取り扱う金融機関が変更
会計課　 （93）6491

三菱ＵＦＪ銀行
市に係る公金の「店頭収納」を終了し
ます。
常陽銀行
全ての公金の取り扱いが終了します。
お手持ちの納入通知書に指定の納付場
所として記載されている場合でも、納
付の取扱いは出来ませんので、注意し
てください。

ヘルプカードを知っていますか？
社会福祉課

（93）4192  FAX（93）2215

ヘルプカードは、外見からは支援や配
慮を必要としていることがわかりづら
い障がいなどがある人が、携帯する
カードです。
いざというときに必要な支援や配慮を
周囲の人にお願いするためのカードに
なりますので、提示があった場合は、
書いてある手助けをお願いします。
カード配布場所
社会福祉課、図書館、中央公民館、中
部ふれあいセンター、北部コミュニ
ティセンター、福祉センター
※社会福祉課では、ストラップ型ヘル
　プマークも配布しています。

ひとり親家庭
自立支援給付金事業
子育て支援課　 （93）4497

市では、ひとり親家庭の母または父を
対象とした自立支援給付金事業を行っ
ています。給付金を利用するには、事
前申込が必要なため、まずは子育て支
援課に相談してください。
自立支援教育訓練給付金
就労に結びつく雇用保険制度の指定教
育訓練講座を受講した人に支給
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が、高等
学校卒業認定試験の合格を目指す場合
において、民間事業者などが実施する
対象講座の軽減を図るとともに、ひと
り親家庭の学び直しを支援

高齢者の健康・介護相談

いきいきテレフォン

いきいきテレフォン無料ダイヤル
0120（963）112

持病や薬に関する医療相談、医療機関
の案内、介護予防に役立つ健康相談・
栄養相談などができますので、ご利用
ください。

買い物支援と見守り役

移動スーパー「とくし丸」

高齢者福祉課　 （93）4981

ナリタヤ富里店が運行する移動スー
パー「とくし丸」は、食料品など約
1,200 点を積んだ専用車両で、利用
登録者宅を一軒一軒訪問販売し、自力
で買い物に行くことが困難な人を支援
します。
また、利用者の見守り役としての機能
も持ち、市と「高齢者見守り事業者ネッ
トワーク」の協定を締結しています。
現在、市内５ルートを２台で運行し、
約 285 人が利用しています。

岩崎家ゆかりの地写真展
商工観光課　 （93）4942

市では、三菱３代目社長の岩崎久彌氏
ゆかりの史跡を有する高知県安芸市、
岩手県雫石町、東京都台東区と「岩崎
家ゆかりの地」と称し広域連携を行っ
ています。このたび、旧岩崎家末廣別
邸の一般公開を記念し、別邸と岩崎家
ゆかりの地を紹介する写真展を開催し
ます。
写真展
日 12 月１日（火）～ 20 日（日）
　　( 休館日を除く )
　  ９：00 ～ 21：00
場富里中央公民館１階ロビー
内別邸及び岩崎家ゆかりの地の観光名
　所などの写真展示
ゆかりの地フェア
期 12 月１日（火）～ 27 日（日）
場ＪＡ富里市産直センター 1 号店
内安芸市、雫石町、台東区の産品の販
　売

令和2年度最新出土考古資料展
申込（公財）印旛郡市文化財センター

043（484）0126

印旛郡市文化財センターで近年行った
遺跡の発掘調査と整理作業に関する展
示などを行います。
期令和 3 年 6 月 25 日（金）まで
　10：00 ～ 17：00　
　※ 16：30 までに入館
　※土・日・祝日・年末年始休館
場（公財）印旛郡市文化財センター
　＜佐倉市春路１－１－４＞

ナリタエアポート
クリスマスフェスティバル２０２０

クリスマス・フェスティバル実行委員会事務局
0476（34）5858

毎年、成田国際空港で「クリスマスフェ
スティバル」を実施していますが、今
年は新型コロナウイルス感染防止のた
め、12 月 25 日まで周辺市町と空港
内の協力店舗で「クリスマスフェア」
を実施します。
大人気の抽選会は、各店舗で利用額に
応じてもらえる応募券を集めて、郵送
で応募することにより実施します。抽
選により当選した人には、周辺市町の
特産品などが賞品として届きます。
実施する店舗や商品などの詳細につい
ては、成田国際空港のホームページを
ご確認ください。
成田空港　クリスマスフェスティバル 検索

消火栓を使用した
初期消火マニュアル

消防署　 （92）1311

大規模な地震が発生したとき、火災に
よる被害拡大を軽減することを目的に、
区・自治会、自主防災組織が消火栓を
活用した初期消火活動を行えるよう、
初期消火マニュアルを作成しました。
詳しくは、市公式ホームページで確認
するか、問い合わせてください。
消火栓を使用できる条件

○ 専用資機材の購入
○ 年 1 回以上の資機材を使用した初

期消火訓練を行う（訓練を行う場合
は、必ず消防職員の立ち会いが必要
です。）

火の取り扱いに注意を
消防署　 （92）1311

この季節は、空気が乾燥します。その
ため、特に強風の日は、一度発生した
火災は周囲へ燃え広がりやすくなりま
す。
乾燥注意報や強風注意報が発令されて
いるときは、たばこなどの火の取り扱
いには気を付けましょう。

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、概ね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の意を表
し、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（4 日の消印有効）
※市の推薦書と業績・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。

募　集
消防団員募集
消防総務課　 （92）1314
E syobo@city.tomisato.lg.jp

「自分たちのまちは自分たちで守る」
という郷土愛護の精神に基づき、災害
から地域を守る重要な存在が消防団
員です。
消防団員は、非常勤特別職の地方公務
員で、報酬と活動した時の費用弁償な
どが支給されます。市内には19 の分
団があり、現在372人が活動しています。
対次の条件をすべて満たす人
　① 18 歳以上
　②市内在住または在勤
　③心身ともに健康
申電話、メールで連絡してください。

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。
勤務時間
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。
勤務場所・職務内容
■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
賃金
　○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
申込み　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


