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人口 （令和２年10 月31 日現在）
４９，９１４人（ 前月比  －22）

「谷
や つ だ

津田」とは、斜面林に囲まれた谷地にある水田です。
富里は、台地の西側に高崎川、北側には根木名川が流れています。
台地には畑や住居があり、谷津田には生活に欠かせない水場があります。
自然と人間とが調和して暮らしてきたこの原風景は、過去から現代へと引き継がれています。 冬の訪れ

今年は大変な１年でした。
今もなお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新しい生活様式」を
実践していただきながらお過ごしのことと思います。
師走となりましたが、富里の原風景に触れ、和やかに新年をお迎えください。
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問生涯学習課　 （93）7641

■日にち　12月6日（日）から以後毎週日曜日　※12月27日、令和3年1月3日を除く。
■時間　10：00～16：00（15：30までに入場してください。）
　　　　※11：00と14：00からガイドによる解説を行います。
　　　　　（各回先着20人、30分前から受付）
■対象　どなたでも参加できます。　■費用　無料　■申込　不要
■注意事項　○一部未整備のため、建物の内部など立ち入ることができない場所があります。
　　　　　　○敷地内（立ち入り禁止区域を除く）の写真撮影などは自由です。
　　　　　　○動きやすく、履きなれた靴で参加してください。
　　　　　　○車でお越しの際は、所定の駐車場（右図）に駐車してください。
■その他　一般公開を記念し、「岩崎家ゆかりの地写真展・ゆかりの地フェア」　を開催します。
　　　　　詳しくは10ページをご覧ください。　

駐車場図

一般公開を開始します　旧岩崎家末廣別邸

「いってみよう！岩崎別邸！」

●毎週日曜日は「岩崎の日」
●心安らぐ樹木と貴重な植物が皆さまを歓迎します。
●1週間の疲れを岩崎別邸で癒しませんか。
※別邸内の庭園の公開のみとなります。母屋は工事中のため利用できません。

公開！

市では、都市計画マスタープランに掲げる将来像と成田空港の機能強化を見据え、市街化区域内の用途地域の見直しを検討しています。
用途地域は、建築物の用途制限により、市街地の適切なまちづくりを形成するために指定するもので、主に住宅系、商業系、工業系の用途地域を定めています。
用途地域を見直すに当たり、少子高齢化などの様々な課題に対応するため、生活圏などを考慮し、コンパクトシティの実現に向けた検討地域のゾーニング
をするとともに、用途地域の見直し方針（案）を定め、令和2年10月16日、18日に住民説明会を開催しましたので、その内容をお知らせします。
今後は、用途地域の見直し方針に基づき、用途地域を見直しする地区の抽出などを行い、見直し素案を作成し、住民説明会やパブリックコメントを実施す
る予定です。

●市街化区域内の都市的未利用地（畑、山林、荒地など）が多
　く点在する地区において、積極的な土地利用転換を図るため、
　見直しを検討する。

●子どもや高齢者が歩いて暮らせるまちづくり（コンパクトシ
　ティ）の実現のため、生活利便施設の誘導と適正な配置がで
　きるよう、見直しを検討する。

●既存生活利便施設の土地利用の適正化と、都市計画的な障害
　を取り除くため、見直しを検討する。

●成田空港の機能強化に伴い、企業の立地を誘導するため、富
　里 IC 周辺と酒々井 IC から成田空港へのアクセス道路沿道
　における、用途地域の見直しを検討する。

市街化区域内の用途地域の見直しについて

都市計画マスタープランに掲げる将来像と成田空港の機能強化を見据え

問都市計画課　 （93）5147

①日吉倉・日吉台地区

②七栄新木戸地区

③七栄中木戸・西二本榎周辺地区

④七栄東二本榎周辺地区

⑤七栄代替地周辺地区

⑥七栄獅子穴周辺地区

⑦葉山地区

⑧美沢地区

見直しを検討
する地区

見直しの対象外
とする地区

【凡例】

コンパクトシティの実現に向けたゾーニング

左図の赤丸で囲まれた６地区については、下記の見直し方針に
より、用途地域の見直しを検討していきます。

左図の青丸で囲まれた２地区（②七栄新木戸地区・⑧美沢地区）
については、土地区画整理事業により、計画的に市街地整備が
行われていることから、用途地域の見直しの対象地域としませ
ん。

用途地域の見直し方針

富里IC

富里市役所
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年末年始の業務案内

○年末年始は大変混雑します。混雑時期を避
　けて搬入するよう、ご協力をお願いします。
　また、混雑時は、左折による車両入場にご
　協力ください。

○「市内で発生したごみ」であることを確認
　するため、免許証など
　の提示をお願いするこ
　とがありますので、ご
　協力をお願いします。

問クリーンセンター　 （93）4529
　※電話番号の押し間違いが発生しています。電話番号を今一度お確かめください。

②ごみ収集

○休みの期間中は、収集開始日までごみを家庭で保管してください。
○年明けの収集時間は遅くなることが予想されますのでご了承ください。
○資源ごみは、自治会などの回収運動を利用するか、クリーンセンターに直接搬入してください。

年末は12月29日（火）の正午まで
年始は1月４日（月）から

ごみ収集
北部地区 南部地区

日吉台地区
A B A B

12月
収集最終日

可燃ごみ 29日 28日 29日

不燃ごみ 14日 16日 15日 17日 18日

ガラスびん、ペットボトル
有害ごみ、紙パック

21日 23日 22日 24日 25日

③クリーンセンターへの
　直接搬入

施設名 休業の期間
図書館

　令和２年

12月28日（月）から

　令和３年

 1月   4日（月）まで

中央公民館

社会体育館（※）

北部コミュニティセンター

中部ふれあいセンター　

施設名など 休業の期間
市役所（※）

　令和２年

12月29日（火）から

　令和３年

 1月   ３日（日）まで

水道事業所

市民活動サポートセンター

福祉センター

さとバス・デマンド交通

①休業の施設など

※戸籍の届出（出生・婚姻・死亡など）は、市役所で受け付けています。※社会体育館は1月5日（火）まで休館となります。

　

令和２年12月から順次、未取得者に再送付される申請書を活用し、下記
の方法で申請してください。
■郵便による申請　
　申請書を記入し、顔写真を貼付し、同封の封筒で郵送。
■パソコンによる申請　
　顔写真データを用意し、所定フォームから申請書記載の申請書ＩＤを利
　用し申請。
■スマートフォンによる申請　顔写真データを用意し、所定フォームから
　ＱＲコードを利用し申請。

マイナンバーカードはお持ちですか？　未取得者に申請書が送付されます

■申請対応の証明写真機による申請
　「個人番号カード申請」を選択し、申請書記載のＱＲコードをリーダーに
　かざし、手順に従ってください。対応の証明写真機は市役所市民課前にも
　設置しています。　※証明写真撮影用としてお金がかかります。
共通事項

○顔写真は直近６ヶ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のものに限ります。
○なお、後期高齢者被保険者、今年度出生した人、国外転入者、中長期在留
　者などは再送付の対象外となります。
○申請から交付まで、約1か月～2か月程度かかります。

問市民課　 （93）4086

10月28日、包括連携協定を締結した日本大学の芸術学部学生による、「魅力あるまちづくりの提案」の
プレゼンテーションが、リモート形式により実施され、斬新でユニークな提案が多数挙げられたのでご紹
介します。今回、ご提案いただいた素晴らしいアイデアを、今後の施策に取り込んでいけるよう、関係機
関と協議・調整を進めていきます。

日本大学芸術学部の学生による

　　　　　　「魅力のあるまちづくりの提案」プレゼンテーション実施

問企画課　 （93）1118

【プレゼンテーション】
①スイカのPR やコラボの提案　　　②印刷物関係について　　　③公共施設の活用について

④市立図書館の魅力アップについて　⑤「とみちゃん」の活用について

１月
収集開始日

可燃ごみ ５日 ４日 ４日

不燃ごみ 11日 13日 12日 14日 15日

ガラスびん、ペットボトル
有害ごみ、紙パック

４日 ６日 ５日 ７日 ８日



富里市の決算報告
令和元年度の決算が９月市議会で審議され認定されました。
決算は、市民の皆さんが納めた税金などが、どのように
使われたのかを示すもので、まちづくりの記録でもあります。
一般会計を中心に、概要をお知らせします。

歳出
民生費

59億7,446万円
39.4％

総務費
20億1,016万円

13.3％

教育費
17億5,454万円

11.6％

公債費（借金返済）
17億2,651万円

11.4％

衛生費
11億8,702万円

7.8％

土木費
10億527万円

6.6％

消防費
7億9,961万円

5.3％

農林水産業費
2億3,437万円

1.5％

商工費
2億1,872万円
1.4％ 議会費

1億7,430万円
1.1％

災害復旧費
9,411万円
0.6％

歳入　167億6,087万円

歳入
市税

66億3,783万円
39.6％

国・県支出金
35億6,328万円

21.2％

各交付金
29億3,979万円

17.6％

貯金の取り崩しや
前年度からの繰越金など
24億8,498万円

14.8％

借金
7億8,520万円

4.7％

公共施設使用料や
証明書手数料など
3億4,979万円
2.1％

歳出　151億7,907万円

一般会計　歳入・歳出の状況

（億円）
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11億9,126万円

2億9,070万円
3億8,728万円

11億6,385万円

10億6,745万円

4億4,868万円

5億6,346万円

11億3,695万円

5億5,212万円

6億4,609万円

一般会計基金残高推移

一般会計市債残高推移

歳入歳出決算総括表

区　分 歳入決算額 歳出決算額 差引額

一般会計 167 億 6,087 万円 151 億 7,907 万円 15 億 8,180 万円

特別会計

国民健康保険 60 億 4,483 万円 58 億 5,364 万円 1 億 9,119 万円

介護保険 27 億 9,794 万円 27 億 5,947 万円 3,847 万円

後期高齢者医療 4 億 4,561 万円 4 億 4,333 万円 228 万円

合計 260 億 4,925 万円 242 億 3,551 万円 18 億 1,374 万円

公営企業会計

水道事業

収益的収支 9 億 5,941 万円 9 億 1,987 万円 3,954 万円

資本的収支 1 億 7,178 万円 3 億 7,494 万円 △ 2 億 316 万円

下水道事業

収益的収支 9 億 6,797 万円 8 億 5,424 万円 1 億 1,373 万円

資本的収支 9,823 万円 3 億 174 万円 △ 2 億 351 万円

※各数値については、整合性を保つため端数調整をしています。
※公営企業会計は消費税を含みません。

土地 1,378,314 ㎡
建物 122,082 ㎡
有価証券および出資による権利 19 億 910 万円
物品（車両など） 286 点
※物品は重要物品のみ掲載

○令和元年度一般会計決算は、歳入が 167 億 6,087 万円（前年度比 8.4％増）、
　歳出が 151 億 7,907 万円（前年度比 4.9％増）でした。
○特別会計は、令和元年度から下水道事業が公営企業会計に移行したため、３つ
　の特別会計における決算は、歳入総額では 92 億 8,838 万円、歳出総額では
　90 億 5,644 万円でした。
○公営企業会計における水道事業会計は、収益的収支は 3,954 万円の黒字、
　資本的収支は 2 億 316 万円の不足でした。この不足額は、損益勘定留保資金
　などで補てんしました。なお、起債の未償還残高は、15 億 7,941 万円です。
　令和元年度末の給水人口は 3 万 9,658 人、普及率は 79.5％です。　
○公営企業会計における下水道事業会計は、収益的収支は 1 億 1,373 万円の黒字、
　資本的収支は 2 億 351 万円の不足でした。この不足額は、損益勘定留保資金
　などで補てんしました。なお、起債の未償還残高は 20 億 6,053 万円です。
　令和元年度の処理区域内人口は 3 万 2,154 人、普及率は 64.1％です。

令和元年度末公有財産

（億円）

170億2,646万円
173億1,434万円

168億8,932万円

162億7,149万円

154億3,421万円
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問  財政課　 （93）1115



令和元年度に実施した主な事業

手をつなぎ、みんなで目指す、明るく元気なまち

○筋力アップのための健康づくり教室の開催　　　  

40 歳以上の方を対象に、自主的にロコ
モティブシンドローム予防に取り組めるよ
う、 筋力トレーニングなどの習慣化を狙い
とした、実践的な健康教室を開催した。

（参加者数 21 人）

○生活困窮者等の自立支援

生活困窮者及び生活保護受給者が、早期に脱却できるよう就労支
援などを行った。（就労決定者 61 名）

健全化判断比率と状況

指標名称 市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率 － 13.46％ 20.00％

②連結実質赤字比率 － 18.46％ 30.00％

③実質公債費比率 7.8％ 25.0％ 35.0％

④将来負担比率 50.4％ 350.0％

※①と②は、実質収支が黒字のため「－」の表記になります。

資金不足比率と状況

会計の名称 市の数値 経営健全化基準

水道事業会計 －
20.0％

下水道事業会計 －

※資金不足ではないため「－」　の表記になります。

市の健全化判断比率の状況
財政健全化法に基づき公表 令和元年度決算に基づき、一般会計の健全化判断比率と公営企業の資金不足比

率について、監査委員の審査を受け、議会に審査意見とともに報告しました。
市の数値は、下表のとおり全ての財政指標が早期健全化基準を下回り、昨年度
に続き財政の健全性（健全段階）を示しています。
今後も市では、財政と経営の健全化に取り組んでいきます。

教えあい、みんなで学ぶ、心の豊かさと愛を育むまち

○小・中学校の空調機の整備

児童生徒の熱中症予防などの健康面に配慮し、快適に学習に取り組め
る教育環境を確保するため、小中学校の普通教室及び特別教室に冷暖
房設備を整備した。（令和元年度で全校整備完了）

○「平和」に対する取り組み
戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に
伝えるため、市内中学生の代表 4 名を
被爆地である長崎に派遣した。

みんなが活躍し、農・商・工がともに輝く活力あるまち

○「すいか」の生産支援

市の特産品である「すいか」の栽培促進と、生産者の減少を抑制する
ために、生産者へ奨励金を交付した。

（生産数 207 人、栽培面積 15,533 ａ）

○農作物の被害防止のために

有害鳥獣による農作物被害を防止する
ため、個体数管理や被害防除を実施す
るとともに、狩猟免許の取得に対する
補助を行い、鳥獣捕獲従事者の充実を
図った。

（令和元年度狩猟免許取得者 11 人）

人と自然が調和し、安全安心なまち

○防災体制の整備

地域防災計画などに基づき、大規模災
害に備えるため、防災備蓄の整備や自
主防災組織を支援するとともに、民間
事業者などと災害応援協定を締結し、
防災行政の強化を図った。
 （令和元年度末災害応援協定数54団体）

○安全安心な道路環境整備

安心して通行できる道路環境を確保するため、カーブミラーなどの交
通安全施設を計画的に整備した。

市民のこころをむすび、可能性を未来につなぐまち

○成田空港周辺を取り巻く道路環境の整備　
成田空港へのアクセス強化を図るための幹線道路の整備として、酒々井
インターチェンジと七栄市街地を結ぶ市道 01-007 号線の用地測量や、
一部道路工事に着手した。

○都市における円滑な移動の確保に向けて

七栄市街地と日吉台地域を結ぶ都市計画道路 3・4・20 号成田七栄線は、
将来にわたり、市民生活の向上や経済活動の発展を支える道路であり、
整備効果の高い路線として道路の用地買収を行った。

市民と行政の気持ちの共有による自立したまち

○協働のまちづくり・市民活動を支援
推進計画に基づく各事業を推進委員会で検証するとともに、自発的に
活動する団体に市民活動支援補助金を交付した。

○計画的な行政運営

少子高齢化の進展と人口減少社会に対応すべく、健全な行政運営を遂
行するため、市の最上位計画である総合計画や行政改革大綱の見直し
を行うとともに、各計画の進行管理に努めた。

※都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税が、都市計画税です。
　令和元年度の都市計画税３億 968 万円の使途は、都市計画道路３・４・20 号成田七栄線の整備、一般会計から下水道会計事業への負担金、七栄北新木戸
　地区の土地区画整理事業、地方債の償還金などで、総事業費は５億 3,613 万円です。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の健診会場は、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に限定します。会場内はマスクの着用をお願いします。また、体調の悪い人は入場できません。
自宅で検温をしてからお越しください。健診当日の混雑状況により、入場を制限することがあります。

市の健康診査が始まります
問い合わせ先
●健康推進課　　　　 （93）4121
●国保年金課国保班　 （93）4083　
●高齢者医療年金班　 （93）4085

健康診査の日程・内容など

表②　健診会場で同時受診できる検診一覧
　　　＜対象年齢は令和３年３月 31 日時点の年齢（後期高齢者健康診査を除く）＞

健（検）診の種類 対象年齢 一部負担金

市国保特定健康診査　 40 ～ 74 歳 １，０００円

後期高齢者健康診査 75 歳以上（受診日現在の年齢）無　料

一般健康診査 16 ～ 39 歳 ５００円

協会けんぽ特定健康診査（被扶養者のみ）40 ～ 74 歳 無　料

健康保険組合特定健康診査
「ド／日」または「健保連集合 A」と
記載された受診券を持っている人

40 ～ 74 歳 受診券に記載

肺がん検診（胸部レントゲン） 18 歳以上 ２００円

前立腺がん検診（血液検査） 50 歳以上 １，０００円

肝炎ウイルス検査（血液検査）※ 1 40 歳以上 無　料

胃
が
ん
検
診

①バリウム検査　※ 2 40 歳以上 １，２００円

②ペプシノゲン検査　※３ 40 ～ 69 歳 ６００円　

③ピロリ菌検査　※４ 40 歳以上 ６００円　

貧血・尿酸検査・クレアチニン検査
（血液検査）※５ 40 歳以上 ２００円

※胃がん検診は、バリウム・ペプシノゲン・ピロリ菌のいずれか１つです。
※ 1　今まで検査を受けたことがない人が対象です。
※ 2　バリウム検査は、予約制です。事前に申し込んでください。
　　　 080（7701）4971 ／ 080（2276）5091
※ 3　萎縮性胃炎の検査です。胃を切除した人や、胃腸疾患で治療中や経過観察の人は受けられません。
※ 4　採血で、ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。
※ 5　市国保特定健康診査と後期高齢者健康診査の対象者は、個別受検はできません。

月 日 曜 場所 対象地区

令
和
2
年
12
月

３ 木

保
健
セ
ン
タ
ー

実の口、三区、みどり台、二区、ハニワ台ニュータウン

８ 火 南七栄、七栄第一、南高台、新橋、南平台、立沢、太木

９ 水
葉山、宮前南、葉山第一、葉山第二、両国、旧平、十倉 374 通、十倉十光台、高野、
金堀、吉川

10 木 東内野、七栄第五、七栄第六（２）、七栄第二、七栄第四、小松台、日吉倉新田

12 土 全地区

16 水
武州、太陽の丘、十倉南、十倉台、あけぼのの会、宮内、旭、新宮内、二重堀、四区、
高松、高松入、立沢ニュータウン

17 木
久能、桜台、栄ニュータウン、東ヶ丘、東七栄、ひまわり団地、すみれ団地、
第六サニータウン、日吉倉、プリンスハイツ、ハーモニーパーク日吉倉

18 金 大堀、東立沢、人形台西、七栄人形台、旭ヶ丘

22 火 七栄第六（１）

23 水 立沢台、成城台、七栄中央、葉山台

24 木 七栄第三（１）

表①　健康診査の日程・場所・対象地区（対象地区は目安です。都合の良い日に受診してください。）

令
和
３
年
１
月

13 水 保
健
セ
ン
タ
ー

七栄第三（２）、ファミリータウン富里

14 木 中沢、新中沢、中沢みどり台、松原、新中沢ひまわり、南山、花輪台

17 日 全地区

18 月
大和台、大和、北大和、大和ニュータウン、赤坂、根木名、緑ヶ丘、富里台、
根木名ニュータウン、グリーンヒルズ、さつき団地

19 火
北
部
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

日吉台 1 丁目、日吉台 3 丁目

20 水 日吉台 2 丁目、日吉台 6 丁目、木戸前、大山台

21 木 日吉台 4 丁目、サニーパークハイツ、スカイハイツ

22 金 日吉台 5 丁目

■日程　表①のとおり

■受付時間　９：00 ～ 11：00 ／ 13：00 ～ 15：00

■内容・対象など　表②のとおり

■持ち物　受診票、保険証、健康手帳（持っている人）、
　　　　　一部負担金

■その他
　○市国保特定健康診査の 4 月 1 日時点の対象者に、　
　　受診票を郵送しています。なお、令和２年４月１日
　　以降に国民健康保険に加入した人で、受診を希望す
　　る人は、 国保年金課に申し込んでください。
　○後期高齢者健康診査の受診票を持っていない人や、
　　受診票を必要としない人は、国保年金課高齢者医療
　　年金班に問い合わせてください。
　○市国保特定健康診査と後期高齢者健康診査は、令和
　　2 年度内に健診を受診した人及び人間ドックの助成
　　を受ける予定がある（受けた人）は対象外です。
　○一般健康診査については、健康推進課に申し込んで
　　ください。
　○協会けんぽ特定健康診査受診券は、郵送済みです。
　　再発行する場合は、問い合せてください。
　　問全国健康保険協会千葉支部　保健グループ　
　　　 043（308）0525
　○健康保険組合特定健康診査については、加入してい
　　る健康保険組合に問い合わせてください。
　○胃がんバリウム検査は午前中のみ実施。

12月3日（木）から

特定保健指導を実施します

「積極的支援」「動機付け支援」と判定された人へ

問 国保年金課　 （93）4083 

市国保特定健診の結果により、「積極的支援」「動機付け支援」
と判定された人を対象に、特定保健指導を実施します。
対象となる人には、案内を結果通知に同封します。

■積極的支援とは
　市国保特定健診で「腹囲」のほかに血圧や中性脂肪、血糖
　値などの複数項目が基準値より高い人（メタボリックシン
　ドローム）への支援です。
■動機付け支援とは
　特定健診の項目のいずれか１つでも基準値より高い人（メ
　タボリックシンドローム予備群）への支援です。
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入院や外来診療のとき、ひとつの医療機関で月額の医療費が高額になり、自己
負担額を超える場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、
支払いが自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証 ｣ は国民健康保険税の滞納がない世帯に属する被保険者に、
市役所の窓口で交付します。入院や高額な外来診療の前に、必ず申請をしましょう。
※自己負担額は世帯の所得や年齢により異なります。詳しくは問い合わせてく
ださい。

問国保年金課　 （93）4083

入院や高額な外来診療の前に申請を

国民健康保険の限度額適用認定証

国民健康保険の被保険者が、次の事由により、いったん医療費を全額負担した
場合には、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しが受けられます。
申請から支給まで 2 ～ 3 か月程度かかります。
○旅行先や急病で、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
○医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき
○医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けたとき
○資格証明書を提示して治療を受けたとき
○海外渡航中に治療を受けたとき　※治療目的の渡航は対象外

国保加入者の療養費などの給付

問国保年金課　 （93）4083

パブリックコメントとは

計画案の内容などを公表し、皆さんから提出された意見を考慮して、市が最終
的な意思決定を行うための一連の手続きをいいます。提出された意見と意見に
対する市の考え方や、意見を考慮して案を修正したときは、内容と理由を公表
します。　

閲 覧 方 法

担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンターで閲覧できるほか、市公式ホー
ムページでも閲覧できます。

意見書の提出方法 　
意見書（様式自由）に住所・氏名・電話番号を記入し、次のいずれかの方法で
提出してください。
○担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンターのいずれかに持参
○ＦＡＸ　○電子メール　○郵送（当日の消印有効）

協働のまちづくりを推進するため、市民で構成する「協働のまちづくり推進計
画検討委員会」を設置し、第２次協働のまちづくり推進計画の素案を作成した
ので、意見を募集します。
計画（案）の閲覧・意見募集期限
12 月１日（火）～ 12 月 25 日（金）
問・提出先　市民活動推進課　    （93）1117　FAX    （93）9954　　　
　　　　　　　　　     　　 　 siminkatsudou@city.tomisato.lg.jp
　　　　　　　　　　　　　 〒 286-0292（住所不要）

安全で良質な水道水を、将来にわたって安定して供給し続けるため、「富里市
水道事業ビジョン」を策定しています。今回、令和 3 年度から 10 年間の「富
里市水道事業ビジョン」の素案を作成したので、意見を募集します。
計画（素案）の閲覧・意見募集期限
12 月 19 日（土）～令和 3 年 1 月８日（金）
問・提出先　上下水道課　    （93）3340　FAX   （92）5473　
　　　　　　　　　　　　 jougesuidou@city.tomisato.lg.jp
　　　　　　　　　　　　〒 286-0221　富里市七栄 651 － 122

市では、誰もが地域の支え合いにより、住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できる地域づくりを目指し、「富里市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計
画」の策定に取り組んでいます。今回、計画案を作成したので、意見を募集します。
計画（案）の閲覧・意見募集期限
12 月８日（火）～ 12 月 28 日（月）
問・提出先　高齢者福祉課　    （93）4980　FAX （93）2215
　          　　　　　　　 　  kourei@city.tomisato.lg.jp
　　　　　　　　　　　　 〒 286-0292（住所不要）

千葉県、民間事業者、市民などとの参画・連携のもと、大規模な自然災害など
の発生に対し、機能不全に陥らず、速やかに復旧・復興ができる富里市を目指
すため、「富里市国土強靭化地域計画」の策定に取り組んでいます。
今回、計画案を作成したので、意見を募集します。
計画（案）の閲覧・意見募集期限
12 月 19 日（土）～令和 3 年 1 月８日（金）
問・提出先　防災課　 （93）1114　 FAX  （93）9954　
　　　　　　　　　　 bousai@city.tomisato.lg.jp
　　　　　　　　　　〒 286-0292（住所不要）

　富里市国土強靭化地域計画（案）

現在、市では 4 つの計画（案）についての意見を募集しています

　富里市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画（案）

　第2次協働のまちづくり推進計画（案）

　富里市水道事業ビジョン（素案）

あなたの声を市政に パブリックコメント

12 月 25 日（金）までに申請を

令和元年台風第 15 号・第 19 号などにより、被災した住宅に係る支援「被災
住宅修繕緊急支援事業補助金」の受付期限は、令和 2 年 12 月 25 日（金）ま
でです。詳しくは問い合わせてください。

問都市計画課　 （93）5148

問社会福祉課　 　(93）4192
　　　　　 　 FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人などを対象に、広報とみさとを録音した
CD を「声の広報」として配布しています。
詳しくは問い合わせてください。

　より住みよいまちづくりのために

市政へのご意見・ご提案

より住みよいまちづくりのために、広く市民の皆さんから、市政に対する
ご意見・ご提案をお待ちしています。

■市政へのご意見・ご提案の送付方法　
　○市公式ホームページの「市政へのご意見・ご提案送信フォーム」
　○電子メール　
　○ＦＡＸ　
　○郵送
　※郵送される場合は「市長への手紙」をご利用ください。
　　「市長への手紙」は、　市役所本庁舎ロビー、北部コミュニティセンター
　　など市内各公共施設、郵便局に設置してあります。市役所本庁舎ロビー、
　　北部コミュニティセンターに設置している投書箱または郵便ポストに
　　投函してください。　（切手不要）
　　なお、通常の郵便でも受け付けています。

問秘書広報課　
     　（93）1112
　FAX  （93）9954
　 goiken@city.tomisato.lg.jp　
　〒 286 － 0292（住所不要）

声の広報をお届けしています
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12月10日～12月19日
冬の交通安全運動
県くらし安全推進課

043（223）2263

ハイビーム　こまめに活用　事故防止
一人ひとりが交通ルールの遵守と正し
い交通マナーを実践し、交通事故防止
を心がけましょう。
重点目標
①夕暮れ時や夜間・明け方における交
　通事故防止
②飲酒運転の根絶

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター
全国共通短縮番号(#8891)
県くらし安全推進課

043（223）2263

千葉県内において全国共通短縮番号
（＃ 8891）に架電した場合、（公社）
千葉犯罪被害者支援センターの性犯罪
被害専用ダイヤルに繋がります。
相談受付時間
月～金曜日　10：00 ～ 16：00

地域のために小さな寄附から

「ちい寄附」を実施します
市民活動推進課　 （93）1117

「ちい寄附」は、市内の協力店舗で、
寄附メニュー（飲食・商品・サービス）
を購入した代金の一部が、市の「ふる
さと応援寄附金」に寄附されるもので
す。寄附箱を設置している店舗もあり
ます。
寄附金は、市民活動支援補助金採択事
業の原資として活用されます。

お知らせ
12月4日～10日は人権週間
千葉地方法務局佐倉支局

043（484）1222

法務省と全国人権擁護委員連合会では、
本年も 12 月４日～ 10 日を「第 72
回人権週間」と定め、人権尊重の普及・
高揚の啓発活動を全国的に展開してい
ます。
人権問題ではないだろうかと感じてい
ることや、子どものいじめ問題での悩
みごとなど、法務局へ相談してください。
人権相談所を開設します
人権擁護委員や法務局職員がいじめや
差別、嫌がらせなどの相談に応じます。
日 12 月４日（金）～ 11 日（金）
　（土・日曜日を除く）
　10：00 ～ 16：00
場千葉地方法務局佐倉支局
　＜佐倉市表町 1 － 20 － 11 ＞

12 月 10 日～ 16 日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

法務省　北朝鮮人権侵害問題 検索

北朝鮮当局による人権侵害問題に関す
る国民の認識を深めるとともに、国際
社会と連携しつつ北朝鮮当局による人
権侵害問題の実態を解明し、その抑止
を図ることを目的として、平成 18 年
6 月に「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法
律」が施行されました。
一人ひとりが、この問題について関心
を持ち、認識を深めましょう。

年末年始特別警戒を実施

市民活動推進課　 （93）1117

年末年始は人の動きが慌ただしく、思
いがけない犯罪に遭いやすい時期です。
特別警戒期間中は、防犯パトロールな
どを強化しますが、各自が犯罪の被害
に遭わないよう注意しましょう。
市と富里市防犯指導員連合会では、成
田警察署と連携しながら、防犯を呼び
かけます。青色回転灯を搭載した防犯
パトロール車両による、パトロール活
動も市内全域で実施しています。
一人ひとりが防犯対策の見直しを
○空き巣を防ぐために、短い外出でも
　必ず施錠をしましょう。
○自動車盗を防ぐために、短い間でも
　窓を閉め確実にドアロックをしましょう。
○「電話de 詐欺」を防ぐために、1人
　で判断せず、家族や警察に相談しましょう。

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

廃棄物の不法投棄をなくそう
環境課　 （93）4945

不法投棄は絶対にやめましょう。
不法投棄をした人には厳しい罰則が科
せられることがあります。
不法投棄を見かけたら
捨てられた物や場所、車のナンバーな
どを、警察または環境課へ通報してく
ださい。
不法投棄されている場所を見つけたら、
環境課へ連絡してください。
ただし、私有地は、市で対応できない
場合があります。
不法投棄をさせない・されないために
定期的に土地の見回りや草刈りを行い、
フェンスなどを設けて管理されている
土地であることを示すなど、予防に努
めることが大切です。

資源ごみの拠点回収
環境課　 （93）4946

日 12 月 13 日（日）、
　 令和 3 年 3 月 14 日（日）　
　 ※雨天決行
時 場○９：00 ～ 11：30
　　　 市役所正面玄関前駐車場
　　 ○ 13：00 ～ 15：00
　　 　北部コミュニティセンター
　　 　第２駐車場
資源ごみを出すときの注意事項
事業ごみやその他のごみは回収できま
せん。
搬入時はマスクの着用をお願いします。
○新聞、雑誌、段ボールなどは種類ご
　とにひもで束ねる
○牛乳パックは洗って乾かし、切り開 
   いてひもで束ねる
○パッケージペーパー（お菓子箱、紙
　袋など）は紙袋に入れるか、ひもで
　束ねる
○衣類はまとめて束ねる
○飲料用アルミ缶は中を水洗いする
○パソコン、スマートフォンなどは、
　個人情報を完全に消去し、電池類を
　取り除く

正月門松カードを配布

農政課　 （93）4944

市では、緑化推進事業（緑の募金）を
活用して、区・自治会を通じて各戸に
門松カードを配布します。区・自治会
に加入していない人は農政課窓口にて
配布します。
また、市公式ホームページからデータ
をダウンロードし、利用いただくこと
もできます。

　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

有料広告

スペース

有料広告

スペース

有料広告

スペース

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？ 

詳しくは問い合わせてください

[ 問合わせ先 ]　秘書広報課秘書広報班　 （93）１１１２
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書き損じはがきや
使用済み切手はありませんか

富里ユネスコ協会事務局
（生涯学習課内） （93）7641

世界の学校に通えない子どもや読み書
きができない子どものために、学びの
場と機会を提供する「世界寺子屋運動」
の一環として、書き損じはがきと使用
済み切手を回収しています。
回収場所…市役所正面玄関ロビー、
　　　　　または生涯学習課窓口（中
　　　　　央公民館１階）

特定計量器定期検査

商工観光課　 （93）4942

この検査は 2 年に１回、計量法に基
づき実施されます。対象事業者は、近
くの検査会場で、計量器を持参の上、
受検してください。
日 場①令和 3 年 1 月 25 日（月）
　　　 北部コミュニティセンターロビー
　　 ②令和 3 年 1 月 26 日（火）
　　　 中央公民館 1 階ロビー
時 10：30 ～ 15：00
対商店、工場など商業用に使用してい
　る計量器、病院、幼稚園、保育園な
　どで証明用に使用している計量器
費 1 台につき 500 円～ 3,600 円

国民年金
第３号被保険者の届出
幕張年金事務所　 043(212)8621

サラリーマンの妻など、厚生年金に加
入している配偶者に扶養されている
20 歳～ 60 歳までの人は、国民年金
の第３号被保険者となります。
第 3 号被保険者の保険料は、年金制
度全体で負担しますので個人で納める
ことはありませんが、届出が必要です。
届出は、健康保険の扶養の届出と一緒
に配偶者の勤務先へ届出すれば、勤務
先経由で年金事務所に提出されます。
該当するときは、忘れずに届出をして
ください。
第 3 号被保険者に該当するとき
　○結婚して扶養に入ったとき
　　（未成年で結婚した人は 20 歳に
　　なったとき）
　○自分の収入が減り、配偶者の扶養
　　に入ったとき
　○配偶者が厚生年金（会社員や公務
　　員など）に加入して扶養に入った
　　とき

自動車税の滞納処分を強化
佐倉県税事務所　 043（483）1150

県では、自動車税の未納額の縮減のた
め、給与・預貯金・生命保険・自動車
などの差押えを強化しています。自動
車税が未納の人は、至急納付してくだ
さい。
新型コロナウイルスや災害などにより
一時に納付できない人は、納税が猶予
される場合がありますので、相談して
ください。

農林業センターの利用
申込農政課　 （93）4943

各種研修、会議、サークル活動などに
使用できる施設です。使用料など、詳
しくは問い合わせてください。
場御料 695 －２
申使用許可申請書（※）に必要事項を              
　記入し、使用予定日の２か月前～
　２日前までに申し込んでください。
　※市公式ホームページからダウン
　　ロードできます。
開館時間…９：00 ～ 21：00
　　　　　（当面の間、宿泊の利用は
　　　　　中止しています）
休館日…12 月 29 日（火）～
　　　　令和３年１月３日（日）

年金生活者支援給付金制度

ねんきんダイヤル　 0570（05）1165

年金生活者支援給付金は、公的年金等
の収入やその他の所得額が一定基準以
下の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるも
のです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構

（年金事務所）が実施します。
現在、給付金を受け取られている人の
お手続きは不要です。
対象となる人
■老齢基礎年金を受給している人
　以下の要件をすべて満たしている必
　要があります。
　○ 65 歳以上である
　○世帯員全員の市町村民税が非課税
　　となっている
　○年金収入額とその他所得額の合計
　　が 87 万 9 千９百円以下である
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
　している人
　以下の要件を満たしている必要があ
　ります。
　○前年の所得額が 462 万１千円＋
　　扶養親族× 38 万円以下である　
　　（扶養親族の年齢により異なる場
　　合があります）
請求手続き
①新たに対象になる人には、日本年金
　機構から「年金生活者支援給付金請
　求書」が送付されます。
　令和３年２月１日までに請求手続き
　が完了しますと、令和２年８月分か
　ら、さかのぼって受け取ることがで
　きますので、請求はお早目にお願い
　します。
②年金を受給しはじめる人は、年金の
　請求手続きと併せて年金事務所また
　は市町村で請求手続きをしてくださ
　い。
日本年金機構や厚生労働省を装った不
審な電話や案内に注意してください。

12月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 12 月 10 日（木）
※９日（水）までに入金確認をお願いします。

富里市中小企業資金融資制度

市内の中小企業者が経営上必要とする事業資金の調達を円滑にし、中小企業の
振興を図るために設けられた制度です。令和２年４月から貸付利率を０．２％
引き下げましたので、ぜひ活用してください。また、市から貸付利率の年２％
の利子補給を実施していますので、合わせて活用してください。
■資金の種類

資金名 資金の使途 融資限度額 融資期間 融資利率 保証人

設備資金

生産設備または器具
購入に要する資金と
店舗、工場等の移転、
新築、増築、改築等
に要する資金

1,000 万円 7 年以内 

・1年以内
   ２．２％

・1 年超
   3年以内

２．４％

・3 年超
   5年以内

２．６％

・5 年超
   7年以内

２．９％

[ 個人 ]
不要

[ 法人 ]
代表者
以外原
則不要運転資金

原材料、商品等の仕
入または手形若しく
は買掛金の決済等に
要する資金

1,000 万円 5 年以内 

特別小口
事業資金

常時使用する従業員
の数が 20 人（商業・
サービス業は 5 人）
以下の個人、または
会社等が経営上必要
とする設備資金また
は運転資金

・設備資金
　700 万円

・運転資金
　300 万円

・設備資金
　7 年以内

・運転資金
　5 年以内

[ 個人 ]
不要

[ 法人 ]
代表者
以外原
則不要

独立開業
育成資金

3 年以上同一企業の
従業員及び通算して
5 年以上同種の企業
の従業員として勤務
した者が独立して開
業するため、または
開業後 1 年未満の者
が経営上必要とする
設備資金または運転
資金

・設備資金
( 貸付は所要
金額の 8 割ま
で )
　1,000万円

・運転資金
　500 万円

・設備資金
　7 年以内

・運転資金
　5 年以内

設備運転資金併用時限度額　
1,200 万円

7 年 以内

※設備資金と運転資金を併用して借り入れる場合は、融資限度額 1,600 万円
（特別小口事業資金については1,000万円）で、融資期間は7年以内になります。

令和3年度固定資産税（償却資産）申告

問課税課　 （93）0444

問商工観光課　 （93）4942

償却資産とは、会社、個人で経営の工場や店舗、あるいは農業経営に使用し
ている構築物、機械、備品などをいいます。
令和３年１月１日現在で償却資産を所有しているときは、令和３年２月１日

（月）までに申告をしてください。
業種 償却資産の例

共通 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、内装、看板、舗
装路面、ブラインド、ＬＡＮ設備など

製 造 業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤など

印 刷 業 各種製版機及び印刷機、裁断機など

建 設 業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト（軽自動車税
の対象を除く）、発電機など

料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など

小 売 業 陳列棚・陳列ケース（冷凍機または冷蔵機付を含む）、自動販
売機など

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニル包装設
備など

不動産貸付業
( 駐車場 ･ ｱﾊﾟｰﾄなど )

受変電・発電機・蓄電・中央監視各設備、門など外構工事、駐
車料金自動計算装置、舗装路面、機械設備など

ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク
など

売電事業 太陽光パネル、架台、パワーコンディショナー、表示ユニット
など

農業 ビニールハウス、農耕用車両（小型特殊自動車以外）、保冷庫、
農業用機械など



10 広報とみさと　2020.12.1　

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
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千葉中途失聴者・難聴者協会定例会
NPO千葉中途失聴者・難聴者協会印旛事務所
 FAX 043（461）6533

申し込みは不要で、どなたでも参加で
きます。
聞こえない人でも要約筆記があります。
日① 12 月５日（土）
　　 13：30 ～ 16：00
　② 12 月 13 日（日）
　　 13：30 ～ 16：00
場①佐倉市中央公民館　
　②志津公民館
内①手話学習会
　②お楽しみ会
費①初回のみテキスト代 1,200 円

教室・講座・試験
特定創業等支援事業

創業プラン作成スクール
申込千葉県信用保証協会
　   成長サポート部創業サポートチーム

  043（311）5001
FAX 043（221）8424
HP http://www.chiba-cgc.or.jp/

経験豊かな中小企業診断士が講師とな
り、創業スクールを Zoom などを用
いたオンラインで開催します。受講料
は無料です。
最終日には創業経験者の先輩社長によ
る講演も行います。
日令和３年１月 16、23、30 日、
　２月６日（土）
対これから創業を考えている人、創業
　して間もない人　
申千葉県信用保証協会のＷＥＢサイト
　より申し込んでください。

認知症高齢者等をかかえる
家族交流会を開催
申込中部地域包括支援センター

（85）5572

認知症の人を介護する家族同士での情
報交換や、家族の会の人からアドバイ
スをもらうことで、少しでも心の負担
を軽くしましょう。
日令和 3 年２月17日（水）
　13：30 ～15：00
場中部ふれあいセンター
対認知症の人、介護している家族
申令和３年１月 15 日（金）まで

里親制度説明会
申込子ども家庭サポートセンターちば
　　（オレンジの会）

0470（28）4288

里親制度の普及啓発や里親委託の推進
のため、説明会を開催します。
日令和 3 年１月 23 日（土）
　14：00 ～ 16：00
場千葉市文化センター
　＜千葉市中央区中央２－５－１＞
内里親制度の説明

ファミリーサポートセンター
提供会員募集
ファミリーサポートセンター

（92）2452

内保育施設などへの送迎、自宅での一
　時的な預かりなど
対市内在住で心身ともに健康な人　　
　※基礎研修あり

デイケアクラブ
申込社会福祉課

（93）4192 FAX（93）2215

日 12月14日（月）
　 13：30～15：30
場福祉センター
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

富里市地域福祉審議会
委員募集
社会福祉課　   （93）4192

市では、地域福祉や障がい福祉に関し
て市の今後の方向性などを定めるため

「富里市地域福祉審議会」の委員を募集
します。　
この審議会は、地域福祉や障がい福祉
に関して市民の皆さんの意見を取りま
とめるために開催するものです。関心
のある人は、ぜひ応募してください。
募集人数　
１人
応募対象
①市内在住または市内在勤の 18 歳以
　上の人
②地域福祉活動やボランティア活動な
　どの経験がある人
③継続して審議会に出席ができる人
④市議会議員または市職員ではない人
⑤応募日現在で市の他の審議会などの
　公募委員を２つ以上委嘱されていな
　い人
任期
令和３年４月１日
　～令和６年３月 31 日

（年間の審議会は１回から４回程度です。
状況や年によって回数が異なります。）
報酬
審議会の出席ごとに委員報酬として
7,000 円をお支払いします。
応募期間
12月１日（火）～12月28日（月）（必着）
応募方法
申込書に、「私の考える地域福祉づくり
について」をテーマとしたレポート（任
意様式 400 字以内）を添付し、社会福
祉課まで提出してください。
申込書は、社会福祉課で配布のほか、
市公式ホームページからもダウンロー
ドできます。
選考方法
富里市地域福祉審議会公募委員選考委
員会で書類選考を行います。
選考結果
選考結果については、応募者全員に通
知します。

令和３年成人式

成人式で新たな門出を祝い、懐かしい仲間や恩師との再会など、楽しい
ひとときを過ごしませんか？

日令和３年１月 10 日（日）   
　 受              付　 10：00 ～
     アトラクション　      10：30 ～
     式              典    11：00 ～

場中央公民館講堂

対平成 12 年 4 月 2 日～
　平成 13 年 4 月 1 日に生まれた人
    ※対象者には 12 月上旬に案内状を送付します。
        市外に案内状の送付を希望する人は、12 月 21 日（月）までに住所・
　　 氏名・ 連絡先電話番号を連絡してください。

問生涯学習課　 （93）7641

協働のまちづくりを担っている市民活動団体の日頃の取組みを知ることが
できるイベントです。
毎年、大勢の来場者で賑わうとみさと市民活動フェスタですが、今年度は
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、展示を中心に、オンラインも
活用した新しいカタチで開催します。
フェイスブックでの団体ＰＲ動画配信や、Zoom を使った活動情報交流会
など新しい企画を実施します。
富里市の活力である、新しい市民活動の祭典に触れてみてください。

場とみさと市民活動サポートセンター　 （93）4123

内 期
○ 市民活動紹介の展示（1 期間 5 団体ずつ）
　第 1 回：12 月 11 日（金）～ 12 月 21 日（月）
　第 2 回：令和 3 年 1 月 8 日（金）～ 1 月 18 日（月）
　第 3 回：令和 3 年 1 月 22 日（金）～ 2 月 1 日（月）
　第 4 回：令和 3 年 2 月 5 日（金）～ 2 月 15 日（月）

○ 支援情報（必要な支援・提供できる支援）の掲示
　12 月 11 日（金）～令和 3 年 2 月 15 日（月）

○ 団体PR 動画の配信（とみさと市民活動サポートセンターフェイスブック）
　12 月 11 日（金）～令和 3 年 2 月 15 日（月）
　※期間中に、１日１団体の配信をしていきます。
　※配信は、申し込み団体順に、随時配信していきます。

○ 活動情報交換会（Zoom）
　令和３年２月９日（火）　13：30 ～ 15：00
　テーマ：「コロナ禍でのそれぞれの活動のカタチ　そしてこれから」

とみさと市民活動サポートセンター登録団体による Zoom を使っての
情報交換会となります。どなたでも視聴ができます。
詳しくは、とみさと市民活動サポートセンターまで問い合わせてください。

とみさと市民活動フェスタ

～新しいカタチ～

問市民活動推進課　 （93）1117
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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 12 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　
　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
　○空き家相談　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

令和2年度借金及びヤミ
金融に関する無料相談会
申込千葉県くらし安全推進課
　　 043（223）2271

千葉県では、「多重債務問題対策強化
月間」の一環として、借金やヤミ金融
に関する無料相談会を、富里市を会場
に開催します。
多重債務でお悩みの人を対象に、弁護
士・司法書士・警察官が無料で相談を
受けます。
日 12月９日（水）10：00～16：00
　（受付は 15：00 まで）
場市役所分庁舎１階会議室１、
　２階会議室３
内①借金に関する相談は、弁護士また
　　は司法書士が対応します。
　②ヤミ金融に関する相談は、警察本
　　部生活経済課警察官が対応します。
　③原則として事前予約とし、相談時
　　間は１件あたりおおむね１時間と
　　します。

市長が地域やグループの活動の場に出向きます。
対話を通じて、皆さんの市政やまちづくりに対する、積極的な意見をお聞
かせください。

内 市長からの市政報告、市民の皆さんとの対話
　※市長から市政の現状を報告します。その内容について皆さんの意見を
　　お聞かせください。
対市内に在住、在勤、在学するおおむね 10 名程度のグループ
　※営利目的、宗教・思想・政治などの目的の団体は対象外。
日グループの希望日時と市長のスケジュールを調整の上、決定。
　※ 12 月 28 日～翌年 1 月 4 日を除く。
時 9：00 ～ 21：00 のおおむね 90 分を目安
場市内でグループが確保した会場。
　※個人宅や飲食店などでは開催しません。
申希望する日の１か月前までに、申込書（※）に必要事項を記入し、郵送、
　ファクス、電子メール（hisyo@city.tomisato.lg.jp）または直接、秘書
　広報課へ申し込んでください。
　※市公式ホームページからダウンロードできます。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の予防対策を行ってくだ
　さい。
　①マスクの着用
　②手指消毒液の設置
　③人と人との距離の確保（ソーシャルディスタンス）
　④３つの密（密閉・密集・密接）の回避

市民と市長の対話「まちかど市長室」

問秘書広報課　 （93）1112
　　　　　　　 FAX （93）9954

農産物の放射性物質検査
採取日 品目 栽培方法 放射性

セシウム 134
放射性

セシウム 137 合　計

10/19 にんじん 露地 検出せず 検出せず 検出せず

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は 100 ベクレル毎キログラムです。
問農政課　 （93）4943

水道管の凍結防止対策をしましょう

毎年、冬になると水道管の凍結による漏水トラブルが多く発生していま
す。
長期間、家を留守にして水道を使用していないときや、気温がマイナス
４度以下になると、防寒が不十分な水道管や水道メーターは凍ったり、
管が破裂したりします。
宅地内の水道管や水道メーターの維持管理は、使用者が行うことになっ
ていますので、トラブルが発生する前に、水道管の防寒対策をしましょう。

凍結しやすい水道管
○むき出しのままになっている水道管
○北向き、日陰、風当たりが強いところにある水道管

防寒のしかた
○保温材や毛布、布などで蛇口の上まで水道管を完全に包む
○メーターボックスの中に毛布や布きれなどを入れて保温する

水道管が凍ってしまった場合
水道管にタオルをかぶせ、ゆっくりとぬるま湯をかける。
※熱湯はかけないでください

破裂してしまった場合
水道管が破裂したときは、メーターボックス
内のバルブを閉め、破裂した部分に布かテー
プを巻き、市指定業者（富里市指定給水装置
工事事業者）に修理を依頼してください。
なお、修理代は使用者の負担となります。

問上下水道課　 （93）3340

市では、皆さんの学習会などに職員が出向き、暮らしに役立つ情報や、行
政制度などを説明する「とみさとふれあい講座」を実施しています。
この講座を利用し、日ごろ疑問に思っていることや、知っておきたいこと
などを学んでみませんか。

対市内に在住、在勤、在学するおおむね 10 名程度のグループ
　※批判や苦情処理、個別相談などを目的とした集会や、営利目的、宗教・
　　思想・政治などを目的とした催しは対象外。
日 12 月 28 日～翌年 1 月 4 日を除く９：00 ～ 21：00
講座時間　30 分～ 120 分
講座メニュー　■ 7 分類・全 57 種類
○まちづくり　○税・保険　○健康・福祉　○くらし・産業　○教育
○防災
※詳細は市公式ホームページに掲載。
申希望する日の 3 週間前までに、申込書（※）に必要事項を記入し、郵送、
　ファクス、電子メール（hisyo@city.tomisato.lg.jp）または直接、秘書
　広報課へ申し込んでください。
　※市公式ホームページからダウンロードできます。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の予防対策を行ってくだ
　さい。
　①マスクの着用
　②手指消毒液の設置
　③人と人との距離の確保（ソーシャルディスタンス）
　④３つの密（密閉・密集・密接）の回避

とみさとふれあい講座
もっと知りたい　私たちのまち

問秘書広報課　 （93）1112
　　　　　　　 FAX （93）9954

▲メーターボックス
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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12月の行事です。

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。
移動支援（北部コミュニティセンター）（要予約）

日 18 日（金）10：00 ～ 11：30　
子育てプチ相談（要予約）

日〇３日（木）14：45 ～ 15：45
　〇 15 日（火）10：30 ～ 11：40

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４日（金）10：00 ～ 11：30

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

子どもの遊び場ミルキー

日 内
       〇２日（水）クリスマスの飾り作り
　　〇３日（木）サンタさんの工作
じどうかん食堂（要予約）「クリスマス献立」

日 19 日（土）　

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８日・22 日（火）
　９：30 ～ 11：00
子育て交流の場　「にこにこサロン」

日 15 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 22 日（火）
　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 17 日（木）
　10：15 ～ 11：45

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

保育園開放「どんぐりくらぶ」

日毎週火・木曜日　９：00 ～ 11：30
定 10 組
子育て講座「クリスマス会」

日 22 日（火）10：00 ～ 11：00
定 10 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９日（水）９：30 ～ 11：00
子育て相談　来園相談（要予約）

日毎週水曜日　
　13：00 ～ 15：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

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。

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

児童虐待相談窓口

【事例】
SNS で知り合ったアメリカの軍医だという男性からメールをもらうように
なった。退役したら伴侶を得たいと言われ心を許してしまった。お金と金塊
を送るので受け取ってほしいと言われたので了承し、保険と送料で 1,500 ド
ル必要だと言われ、送金した。その後、空港で止められたので通すためにク
リアランス料が必要だと何度も言われ、200 万円振り込んでしまった。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70 歳代　女性）

アドバイス
・面識のない人から荷物やお金などを送りたいと言われても、安易に受け取る
約束をしないようにしましょう。

恋愛感情や親切心につけ込む
　　　　　　　　　　　　「国際ロマンス詐欺」に注意！

はい、こちら

消費生活センターです！
・荷物やお金などを受け取るための手数料などを求められても、絶対に支払っ
  てはいけません。支払ってしまうと返金を受けるのは極めて困難です。
・本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識していない場合もあり、
  周囲のサポートが重要です。本人の話をよく聞き、冷静に対応しましょう。
・少しでもおかしいと感じた場合は、早めに消費生活センターに相談してく
  ださい。

問・相談先　消費生活センター
　 （93）5348　
日平日（祝日、年末年始を除く）
　9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
場市役所分庁舎２階
他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、
　トラブルを未然に防止するための講座などを開催しています。

消 費 生 活
相談コラム

193

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。
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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/

12月の健康カレンダー ★…保健センター（すこやかセンター内）

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

 １（火）
１歳６か月児健診（令和元年５月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

４（金）
3 歳児健診（平成 29 年５月生まれ）
※対象者には個別に通知

★
12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

７（月）
健康相談（要予約） 

★
9：30 ～ 11：00

育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

11（金）
3 歳児健診（平成 29 年 6 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 31

おはなし会

親子おはなし会

毎週土曜日 14：00 から絵本や昔話を
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。
場所…２階研修会議室３

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

12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 10 月生まれ
ＢＣＧ　令和２年７月生まれ
４種混合　令和２年９月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘
令和元年 11 月生まれ
日本脳炎　平成 29 年 11 月生まれ

在宅訪問歯科診療制度を
利用しましょう
母子保健班

市では歯科保健サービスの一環として
訪問による歯科診療及び歯科保健指導
などを行い、口腔衛生の改善と健康の
保持増進を図ります。
対象…市内に居住する 65 歳以上の寝
　　　たきり、またはこれに準ずる状
　　　態のため通院による診療が困難
　　　で、かつ在宅において歯科診療
　　　の可能な人

献血 in 富里市役所
成人保健班

千葉県内では、輸血用の血液が大変不
足しています。医療に必要な血液は人
工的につくることができず、献血に
頼っています。尊い命を救うため、ご
協力をお願いします。
日時…12 月 25 日（金）
　　　10：00 ～ 11：45
　　　13：00 ～ 16：00
場所…保健センター
　　　（すこやかセンター内）

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

10 月 2 日の 3 歳児健康診査で、む
し歯や治療済み歯のなかった子どもた
ちの紹介です。

　　相羽　　芹
せり

　　阿部　晏
あ ま ね

弥　

　　石田　柊
しゅうま

真　　植村　隆
りゅうせい

正

　　大島　匠
た く ま

真　　兼坂　桜
お と は

羽

　　岸　　柊
ひ よ り

依　　北野ひかり

　　小泉　凛
り ん か

果　　越川　姫
ひ よ り

葵　

　　駒井　　湊
そう

　　小松　稜
りょうま

真

　　五木田悠
ゆ う と

柊　　斎藤はな絵
え

　　佐藤　輝
い つ き

希　　菅原　望
み あ

愛

　　髙嶋　元
げ ん と

翔　　田代　　葵
あおい

　　長岡　　葵
あおい

　　南雲　　紗
すず

　　増田　瑛
えいすけ

介　　森本　湊
そ う た

太

　　横田　愛
あ い な

奈　　渡辺　風
ふ う か

花

　　ＢＵＬＡＴＨＳＩＮＧＨＡＬＡ　ＡＲＡＣＨＣＨＩＧＥ

　　  ＤＯＮＡ　ＴＨＥＮＵＫＩ　ＹＵＭＡＮＳＡ

　　  ＳＵＥＤＯ　ＦＵＹＵＫＩ

　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

プレパパママ教室
母子保健班

日時・内容…4 回で 1 コース
　①１月７日（木）9：30～12：00
　　妊娠中の生活、ママと赤ちゃんの
　　お口のお手入れ & 栄養
　②１月14日（木）9：30～12：00
　　出産の経過と産後の身体の変化、
　　リラックスしよう！マタニティヨガ
　③１月21日（木）9：30～12：00
　　お風呂の入れ方、おっぱいとミル
　　クの話、妊婦体験（パパ）
　④１月28日（木）9：30～12：00
　　産後の生活
場所…保健センター（すこやかセンター内）
　　　④のみ葉山キッズ・ランド
対象…令和 3 年４～６月出産予定の
　　　初産婦
持ち物…母子手帳
費用…250 円（テキスト代）
申込…１月６日（水）までに電話

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。

12 月の映画会について

　　　　　　

災害時に正確な情報を受け取るために
問 防災課　 （93）1114

登録方法１

登録方法２

携帯電話、スマートフォンやパソコンから次のアドレスにメールを送り、
返信されたメールに記載されている手順に従って登録をしてください。

カメラ機能付き携帯電話などで、右のＱＲコードを読み取
り、サイトに接続後、手順に従って登録をしてください。

info-tomisato@sg-m. jp

登録前に確認をお願いします　
○迷惑メール対策をしている場合は、事前に「@sg-m.jp」のドメイン
　からの受信を許可する設定にしてください。
○登録は無料ですが、メールの受信にかかる通信料は利用者負担になり
　ます。

  「防災行政無線情報フリーダイヤル」で放送内容を確認できます。　   
   固定電話と携帯電話から通話料無料で利用できます。

０１２０（１１４）９９４
フリーダイヤル

防災行政無線の放送
聞き取れなかったらフリーダイヤルで確認を！

防災行政無線の放送内容などを、携帯電話、スマートフォンやパソコン
にメールで伝えます。情報を文字で確実に受け取ることができます。

富里市防災・防犯メール
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12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
○心配ごと相談

6 7 8 9 10 11 12
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 

13 14 15 16 17 18 19
○市民課一部証明交付 ○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

20 21 22 23 24 25 26
○法律相談 ※ 2
中央公民館休館日
社会体育館休館日

○人権・行政・
　心配ごと相談

27 28 29 30 31
〇市税休日納付相談
○市民課一部証明交付

○法律相談 ※２
中央公民館休館日
社会体育館休館日

中央公民館休館日
社会体育館休館日

中央公民館休館日
社会体育館休館日

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

13 日（日）
27 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、13 日のみ。
※個人番号カードは、平日の市役所開庁
時に要予約。

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。

27 日（日）
 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　7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、28 日（月）、29 日（火）、30 日（水）、31 日（木）
●使用申請受付は１日（火）～（受付時間９：00～17：15、２日以降8：30～17：15）

　公民館棟・講堂棟令和３年１月使用分　※１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）　　　（株）中央設備　 （93）2375

○交通事故相談（4 日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　

場 市役所分庁舎１階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（7 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 市役所本庁舎１階会議室

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

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】下の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。

　　　　　　　　　　　　　

12 月 25 日（金）

固定資産税・都市計画税　第４期
国民健康保険税　第６期
後期高齢者医療保険料　第６期
介護保険料　第６期

納期内納付にご協力ください
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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。

10 月 19 日、第 91 回都市対抗野球大会に出場のハナマウイ野球部が市長を
表敬訪問しました。
ハナマウイ野球部は、11 月 26 日に東京ドームにおいて、高知県高知市代表
の四国銀行と対戦し激闘を繰り広げました。
選手の活躍と合わせ、東京ドームには、「富里市」の名が繰り返しアナウンス
され、野球を通じ、大会に訪れた方々に富里市を知っていただく機会となりま
した。

第91回都市対抗野球大会出場

ハナマウイ野球部　市長を表敬訪問

協定の主な内容
（１）郵便局ネットワークを活用した広報活動
（２）業務中に発見した道路などの損傷状況の市への情報提供
（３）避難所における臨時の郵便差出箱の設置と郵便局員による郵便物の取集・
　　  交付など、これらを確実に行うための必要事項

（４）緊急車両等としての車両の提供などの協力

10 月１日、防災体制の強化のため、日本郵便㈱と「災害発生時における富里
市と富里市内郵便局の協力に関する協定」を締結しました。

災害発生時における富里市と富里市内郵便局の協力に関する協定

日本郵便㈱と災害協定を締結

11 月 10 日～ 23 日、市民の防火・防災意識の向上を目的に、秋の火災予防運
動の一環として「防火ポスター展」を開催しました。今年は、市内の小学生か
ら 77 点の応募があり、入賞作品が掲示されました。
市長賞　
木島菜奈香（七栄小５年）
市消防長賞　
根本　みみ（浩養小５年）
市危険物安全協会長賞　
高橋　克典（日吉台小４年）
県危険物安全協会連合会長賞　
松本　凌（富里小５年）
県消防設備協会長賞　川口　琉奈（浩養小５年）
市危険物安全協会特別賞　石丸　愛菜（日吉台小３年）　     ＜敬称略＞

防火・防災意識の啓発のために

防火ポスター展を開催

令和２年度高齢者叙勲　
　旭日単光章　元富里村議会議員　髙品　弘さん（中沢）

令和２年秋の褒章　
　藍綬褒章　　富里市消防団副団長　秋葉　修さん（立沢）

第 35 回危険業務従事者叙勲　
　瑞宝単光章　元富里市消防司令長　伊藤正則さん（芝山町）

　瑞宝単光章　元習志野市消防司令長　冨樫政雄さん（新中沢）

多大なる功績に晴れの栄誉

■申込　申込書は窓口で配布しているほか、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

産休明け（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

10 月８日、市長室で「自衛官募集相談員委嘱式」が行われ、久米清さん（日
吉台２丁目）、久米多恵子さん（日吉台２丁目）、鈴木英𠮷さん（七栄）、岡野
耕平さん（七栄）の４人が、市長と大山本部長（自衛隊千葉地方協力本部）と
の連名で自衛官募集相談員に委嘱されました。相談員の皆さんは、自衛官志願者と
自衛隊との架け橋となり、助言や情報提供、地域での広報活動などを行っていきます。

入隊を志す皆さんへアドバイス

自衛官募集相談員委嘱式を開催

自衛隊千葉地方協力本部 検索

求めています、若い力
自衛官募集

約 23 万人の自衛官が、日本や世界
で活躍しています。自衛隊では、将
来活躍する人材を募集しています。
 問自衛隊成田地域事務所
        （22）6275


