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新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種は、新型コロナウイ
ルス感染症の発症を予防し、亡くなる方や重症者の発
生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症の

接種費用

無料

接種回数

まん延防止を図ることが目的です。
※ワクチン接種は強制ではありません。接種を受ける

２回

接種場所

市内医療機関
※個別接種

・

接種会場

※市が準備する会場
での集団接種

方の同意がある場合に限り、接種が行われます。

市のワクチン接種に向けた準備
○新型コロナウイルスワクチン接種準備担当の設置
○「ワクチン接種クーポン券」の発行準備

接種スケジュール

○医療機関との調整

○接種に関する相談体制の準備

※令和３年２月８日時点での情報ですので、変更となる場合もあります。

接種順位
① 65 歳以上の方

（昭和 32 年４月１日以前に
生まれた方）

３月中旬～
ワクチン接種
クーポン券送付

４月以降～
４月１日以降 接種

②基礎疾患をお持ちの方、
高齢者施設等で従事
されている方

ワクチン接種
クーポン券送付

③上記以外の方

ワクチン接種
クーポン券送付

接種
接種

※ 16 歳未満の方の接種開始は、現在未定です。国の方針が決まり次第、ご案内します。

これからの流れ
○市から、
「ワクチン接種クーポン券」
「新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ」
などを送付します。
○今回のワクチン接種には予約が必要です。接種可能な市内医療機関や予約方法などの
詳細は、市から「ワクチン接種クーポン券」を送付する際に同封します。
○接種当日は「ワクチン接種クーポン券」
「本人確認書類（運転免許証、健康保険証、
マイナンバーカードなど）
」をお持ちになり、ワクチン接種を受けてください。
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「令和３年度富里市すいかまつり」
、
「令和3 年第38 回富里スイカロードレース大会」の
開催を中止します
問

●富里市産業まつり実行委員会事務局
（農政課内） （93）4943
●富里スイカロードレース大会実行委員会事務局
（生涯学習課内） （93）1145

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年６月に予定して
いた
「富里市すいかまつり」
「
、第 38 回富里スイカロードレース大会」
の開催中止を決定しました。
開催を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、お詫び申し上げ
ますとともにご理解くださるようお願いします。

あなたの声を市政に

パブリックコメント
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

富里市公共施設個別施設計画（案）
平成 28 年度に策定した「富里市公共施設等総合管理計画」をもとに、個
別施設ごとの方向性やあり方を検討し、適正な管理運営を図るために「富
里市公共施設個別施設計画（案）
」を策定しましたので、
意見を募集します。
計画（案）の閲覧・意見募集期限 ３月５日（金）～３月 24 日（水）
問・提出先 財政課
（93）1116 FAX （93）7810
keiyakukanzai@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略改訂（案）
平成 27 年度に策定した「富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に
掲げる数値目標や重要業績評価指標をもとに、実施した施策・事業の効
果を検証し、改訂（案）を作成しましたので、意見を募集します。
改訂（案）の閲覧・意見募集期限 ３月５日（金）～３月 24 日（水）
問・提出先 企画課
（93）1118 FAX （93）9954
kikaku@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

第 6 期富里市障害福祉計画・第 2 期富里市障害児福祉計画（案）
市では、障害のある人やそのご家族が地域で安心して暮らせるよう障害福
祉サービスなどの円滑な提供を目指し、令和３年度から３年間を計画期間
とする「第６期富里市障害福祉計画・第２期富里市障害児福祉計画」の策
定に取り組んでいます。計画案がまとまりましたので、意見を募集します。
計画（案）の閲覧・意見募集期限 ３月５日（金）～３月 24 日（水）
問・提出先 社会福祉課
（93）4192 FAX （93）2215
fukushi@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

令和 4 年第 39 回富里スイカロードレース大会に向けての

「大会応援メッセージ」を募集します
令和４年開催予定の第 39 回大会は市制施行 20 周年の記念大会と
なります。昨年に引き続き２大会連続での中止となり、皆さんから
親しまれ成長してきたスイカロードレース大会を未来へつなげてい
くため、大会に向けての「応援メッセージ」を募集しています。
応募方法など、詳しくは市ホームページや市内公共施設に備え付け
のポスターをご覧ください。
■応募期限 令和３年４月５日（月）まで ※必着
■応援メッセージの種類等
①メッセージ動画データ（15 秒以内）／ ②メッセージ写真データ
※Ａ３サイズのメッセージボードを持って撮影をお願いします
※動画・写真両方の応募可 ※個人・グループは問いません
※必要事項を記入した応募用紙とともにメッセージデータを保存した
ＣＤ - Ｒなどの記録媒体で提出
問 ・ 提出先
富里社会体育館に郵送または直接提出
〒 286-0221 富里市七栄 652-268
富里スイカロードレース大会実行委員会事務局
（93）1145

都市計画（地区計画）に関する縦覧
市では、地区計画（案）
（２件）と地区計画（原案）
（１件）について、
都市計画関係図書の縦覧を行います。
■地区計画（案）の案件名
○成田都市計画地区計画（七栄北大溜袋流通業務地区）
○成田都市計画地区計画（酒々井インターチェンジ周辺地区）
■地区計画（原案）の案件名
○成田都市計画地区計画（七栄観光交流拠点地区）
■縦覧期間
３月５日（金）～３月 19 日（金）8：30 ～ 17：15（土・日曜日を除く）
■縦覧場所
都市計画課窓口と市公式ホームページ
■意見書提出期間
○地区計画案 縦覧期間中 ○地区計画原案 ３月 26 日（金）まで
■意見書を提出できる人
案件によって異なりますので、問い合わせていただくか、市公式ホーム
ページをご覧ください。
問・提出先 都市計画課
（93）5147 FAX （93）5153
to s hike ika ku @city.to mis a to .l g.jp
〒 286-0292（住所不要）

富里市ボランティアポイント制度
に参加しませんか
問い合わせ先 ●高齢者福祉課
●社会福祉協議会

（93）4981
（92）2451

65 歳以上の人が、登録されている施設などでボランティア活動を行う
と、ポイントをためることができ、ポイントの合計に応じて交付金（上
限 5 千円）を受け取ることができる制度です。
■対象者 市内在住の 65 歳以上の人
■参加方法
①ボランティア説明会の受講、②申請書の提出、③ポイントカードの交付、
④希望施設を選び、日程調整と活動内容を決定し、ボランティア実施
ボランティア説明会
■日時 ３月 10 日（水）13:30 ～ 14:30
■場所 北部コミュニティセンター
１階研修室１
■申込 高齢者福祉課または社会福祉協議会
へ連絡

▼ポイントカード

ポイントカードの利用について

・ボランティア活動後にご提示ください。
・活動後にスタンプを押印いたします。
・このカードはご本人のみ有効です。
・概ね1時間につき100P、１日最大200Pまで
貯めることができます。
・有効期限は令和3年3月31日です。
・ポイントの交付申請は，令和3年3月末まで
に市(高齢者福祉課)へ提出してください。

問い合わせ
富里市高齢者福祉課
0476-93-4981
富里市社会福祉協議会 0476-92-2451
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地 域 活 動 紹 介
私たちの地域ではこんな活動をしています
＜富里市区長会の第３部会 根木名小学校区・富里第一小学校区編＞

問 市民活動推進課

（93）1117

区長会は、第１部会（日吉台小学校区）
、第２部会（富里小学校区・七栄小学校区）
、第３部会（根木名小学校区・富里第一小学校区）
、
第４部会（富里南小学校区・浩養小学校区・旧洗心小学校区）の全４部会で組織され、各小学校区の地域活動を推進するための助成活
動を行っています。
今回は、第３部会（根木名小学校区・富里第一小学校区）の地域活動を紹介します。

根木名小学校区

富里第一小学校区

根木名小学校区は富里市の北東部に位置し、根木名・大和・久能の一部

富里第一小学校区は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等に指

地域です。根木名川が流れ、水田や畑が広がり、里山も多く、自然豊か

定されている中沢・立沢・新橋地区を対象に、毎年、防災訓練を実施し

な地域です。

ています。防災訓練は、地元消防団（第七分団）による避難広報や避難

根木名小学校を中心に、各区・自治会・子供会育成会・ＰＴＡ・根木名

誘導などの訓練、土砂災害に関する啓発などが行われています。

地区社会福祉協議会・青少年相談員を構成団体として「根木名学区連合会」

富里第一小学校区まちづくり協議会が主催の「きずな富一通学合宿」は、

を組織し、さまざまな行事や活動を行っています。

富里第一小学校４～６年生を対象に、平成 26 年から開催しています。

主な行事は、夏休みに根木名小学校を会場に開催される「合同納涼祭」と、

家族と離れ、炊事や身の回りのことを自分たちで行うことで、多くの人

各自主防災組織と合同で実施する「総合防災訓練」です。

と触れ合い、学ぶことができます。

根木名地区社会福祉協議会主催の「ねこな敬老会」やＰＴＡ・青少年相

また、毎年 10 月には、富里第一小体育館・グラウンドで、学校・地

談員の行事なども、協力して実施しています。

域合同防災訓練を開催しています。
「地域の自主防災、自助、共助」を

また、活動としては、５月に行われるゴミゼロ運動とは別に、12 月に実

テーマに、陸上自衛隊・市消防署の講演、自衛隊による炊き出しのほか、

施する学区主催の「ゴミゼロ運動」
、９月に「
“ポイ捨て”ナイナイキャ

AE D による心肺蘇生応急手当法などを体験することができます。

ンペーン」を実施しています。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、ほとんどの行事が中止と

そのほか、根木名小学校と学区内の交通安全や困り事などの対策に取り

なってしまいましたが、感染予防対策を徹底しながら、今後の活動に向

組んでいます。

け準備をしています。

行事・活動の様子

行事・活動の様子

【合同納涼祭】

【土砂災害防災訓練】

根木名小学校児童による
「ヨサコイソーラン」

【きずな富一通学合宿】

【学校・地域合同防災訓練】

【ねこな敬老会】
ハンドモーション体験

根木名小学校児童による
おじいちゃんおばあちゃんの作文発表

地域の『絆』 自治会に加入しましょう！
【総合防災訓練】
心肺蘇生法の指導・説明

災害時の救出方法指導

市内には区・自治会・町内会など現在 110 の自治組織（以下「自治会」
）
があります。
これらの自治会は、地域のコミュニティづくりのために住民の皆さんで
自主的に設立された組織です。自治会では、住みよい地域づくりを目指
し、美化活動、防災・防犯活動、レクリエーション活動などの実施のほか、
地域のいろいろな課題の解決に取り組んでいます。また、市政情報も
自治会を通じてお知らせしています。
自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長へ問い合わせ
てください。自分がどの自治会になるのかわからないときなどは市民
活動推進課（

93-1117）に問い合わせてください。
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令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告
令和３年度市民税・県民税の申告

問い合わせ先

●所得税について
成田税務署
（28）5151

●市民税・県民税について
市課税課市民税班
（93）0443

所得税の確定申告

窓口のご案内

■確定申告が必要な人（主な例）
新型コロナウイルス対策として、入場される場合はマスクを着用し、できる限り
○営業、農業、不動産、譲渡所得などの税額計算をした結果、納税となる人
少人数でお越しください。
①イオンモール成田２階イオンホール ＜成田市ウイング土屋＞
○給与の年収が２千万円を超える人
■期間 ３月 15 日（月）まで （土・日曜日を除く）
○給与以外の所得が 20 万円を超える人
※新型コロナウイルスの影響により、日程などが変更になる場合があります。
○２か所以上から給与を受給している人
■受付時間 ９：00 ～ 16：00 （提出のみは 17：00 まで）
○公的年金収入が４００万円を超える人
■その他
○公的年金収入が４００万円以下で、公的年金以外の所得合計が 20 万円を超える人
○会場内混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。整理券の配布状
※確定申告書の提出が不要な人でも、市民税・県民税の申告は必要になる場合が
況に応じ、受付を早めに締め切る場合もあります。入場整理券は、当日会場で
あります。
配布するほか、L I N E アプリで事前に入手できます。アプリ内から「国税庁
市民税・県民税の申告をしなかった場合、年金から引かれている社会保険料など
L I N E 公式アカウント」を友達登録することで、
整理券入手の手続きが行えます。 以外の控除内容が市では把握できないため、市民税・県民税が高くなる可能性があ
○作成済みの申告書の提出は、 郵送のほか、土・日曜日、祝日を除き、税務署 ります。このため、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除などを追加することで、
1 階の総合窓口でも受け付けています。
市民税・県民税額を抑えることができる場合があります。
○相続税の相談、国税の納付、納税証明書の請求・発行、申告書の閲覧サービス、 ■平成 28 年分以降の申告はマイナンバーが必要です
開示請求の手続きなどはイオンモール成田では行っていません。税務署で手続
次の税目の申告書は、税務署へ提出するときに、マイナンバー（個人番号）の
きしてください。
記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
②成田税務署＜成田市加良部＞
○所得税 ○復興特別所得税 ○個人事業者の消費税 ○地方消費税 ○贈与税
３月 29 日（月）までは、税務署窓口では、作成済みの申告書の提出のみ受け付 【本人確認書類の例】
けます。 確定申告書の作成・相談はできませんので、①イオンモール成田を利用
①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ
してください。
（
【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。
）
■受付時間 ８：30 ～ 17：00（土・日曜日、祝日を除く）
②通知カードなど【番号確認書類】＋
■郵送提出 封筒に住所・氏名を記入し、次の宛先に郵送
運転免許証や公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
〒 286 － 8501 成田市加良部１ー 15 成田税務署宛て
※郵送で申告書を提出する場合は①の写し（表裏両面）または②の写しを添付
※確定申告書などの控えに税務署の受付印が必要な人は、切手を貼った返信用
※ e － Tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要
封筒（住所・氏名を必ず記入）を同封してください。
■医療費控除を受けるためには
③市役所内すこやかセンター２階健診準備室
医療費控除または医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）の適用を受
■期間 ３月 15 日（月）まで （土・日曜日を除く）
ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーショ
※期間中は、課税課窓口での提出・相談はできません。
ン税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければなりません。
■確定申告など個別相談（午前・午後各 40 件）
なお、領収書は税務署から提出を求められることがありますので５年間保管する
収入金額・必要経費と各種控除の書類を整理して、持参してください。また、農
必要があります。
業者や事業者などは収支内訳書を事前に作成してください。書類が整っていない
※医療保険者から交付された医療費通知（健康保険組合などが発行する「医療費の
と受付できない場合があります。
お知らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略できます。
○受付時間 ８：30 ～ 15：30（12：00 ～ 13：00 は除く）
【注意】平成 29 年分から令和元年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付
※申告相談の受付の順番は、当日の午前 8 時 20 分の時点で、複数の来場者が
または提示にすることもできます。
受付に来たときは抽選で順番を決めます。抽選前の来場の順番は関係ありま
せん。抽選後に相談開始目安時間をお知らせしますので、時間により一時帰
宅も可能です。抽選後（午前 8 時 30 分以降）に制限人数に達しない場合は、
そこから先着順とします。なお、防犯面から早朝からのご来場は控えるよう
問い合わせ先
●国保年金課 国保税班
（93）4084
お願いします。
高齢者医療年金班
（93）4085
※申告相談の受付は、午前 40 人・午後 40 人の人数制限を行っています。
午後の受付が午後から始まるというわけではなく、制限人数に達した時点で受付
所得税や市民税・県民税の申告が必要のない人でも、国民健康保険税・後期高
を終了します。
齢者医療保険料の納税義務者は、世帯に属する加入者についての所得などの申
○相談時間 ９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
告をしなければなりません。
■市民税・県民税申告（提出のみ含む）８：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00
申告の内容は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置や、高額療

国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得申告

会場に行く前に必ず確認を！
確定申告のうち、次の相談は市役所で受け付けることができません。
イオンモール成田で相談してください。
○令和元年分以前の申告（過年分） ○青色申告 ○配当所得の申告
○住宅借入金等特別控除（初めて受ける人、連帯債務のある人）の申告
○営業や農業などの事業収入や不動産収入が 500 万円以上の申告
○事業を開始して初めての申告 ○贈与税、消費税の申告、準確定申告
○譲渡所得（土地、建物、株式、会員権の売却など）の申告
○災害の控除（台風災害などに係る雑損控除なども含む）の申告
※これらの場合以外でも、
内容により、
イオンモール成田を案内することがあります。

確定申告は国税庁ホームページをご利用ください
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、金額などを入力すれ
ば自動で申告書などが作成できる便利なシステムです。新型コロナウイルス対
策としても活用ください。作成した申告書は、印刷して書面で提出できるほか、
ｅ－Ｔａｘを利用して送信もできます。タブレットやスマートフォンでも作成
できます。また、タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な
回答を調べることができます。
国税庁 確定申告書作成コーナー

検索

養費の支給などの判定基準となり、申告をしていないと軽減措置などを受ける
ことができなくなります。
世帯に、収入がなく申告をしていない人がいる場合は、申告をお願いします。

広報とみさと

自己負担額が
軽減されます

高額医療・
高額介護合算療養費の申請を
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（93）4085
（93）4083
●高齢者福祉課 介護保険班
（93）4980
高齢者医療年金班

問い合わせ先 ●国保年金課

国保班

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを 限度額基準表（年額）
利用する世帯の負担を軽減する制度です。
■ 70 歳未満の人がいる世帯
世帯の医療保険制度と介護保険制度の自己負担額の合計額が高額となった場合に、 所得区分（基礎控除後の総所得金額等）
一定の限度額（右表参照）を超えた金額が支給されます。
901 万円超
対象者には通知しますので、忘れずに手続きをしてください。
600 万円超 901 万円以下
■対象期間 令和元年 8 月 1 日～令和２年７月 31 日
■通知対象者
後期高齢者医療保険または富里市国民健康保険に加入している人には、令和
３年３月から４月頃に通知を発送します。
通知に基づき、国保年金課の窓口で手続きをしてください。
※次の要件に該当する人は、通知が届かないことがありますので、対象と
なるかどうかは問い合わせてください。
○対象期間に他市町村から転入した人
○対象期間に他の健康保険から国民健康保険や後期高齢者医療医療保険に
医療保険が変わった人
※社会保険などに加入している人の申請は、加入先になります。加入先の
取り扱い窓口に問い合わせてください。
■注意事項
○自己負担額には、食費や居住費、差額ベッド代などは含まれません。
○ 70 歳未満の人の医療費は、1 か月 21,000 円以上の自己負担額を合算の
対象にします。
○負担限度額を超えた金額が、500 円以下のときには支給されません。
○ 70 歳～ 74 歳の人と 70 歳未満の人が混在する世帯の自己負担限度額に
ついては、問い合わせてください。

2021 . 3. 1

限度額
212 万円
141 万円

210 万円超 600 万円以下

67 万円

210 万円以下

60 万円

住民税非課税世帯

34 万円

■ 70 ～ 74 歳の人がいる世帯
■後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
所得区分（課税所得）
現役並み
所得者

住民税
非課税

限度額

Ⅲ（690 万円以上）

212 万円

Ⅱ（380 万円以上）

141 万円

Ⅰ（145 万円以上）

67 万円

一般

56 万円

低所得者Ⅱ（※ 1）

31 万円

低所得者Ⅰ（※ 2）

19 万円

※ 1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰを除く）
※２ 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・
控除（年金の所得は控除額 80 万円として計算）を差し引いたときに 0 円となる人

国民年金のお知らせ
問い合わせ先 ●国保年金課

（93）4085

●幕張年金事務所

043（212）8621

老後だけではありません

60 歳以上の方の任意加入

障害年金をご存じですか

老齢基礎年金を受給するには、保険料納付期間、保険料免除期間、任意加入

年金には、障がいを負った時や、20 歳前から障がいがある場合に受給でき

できる人が任意加入しなかった期間（※カラ期間）などを合算して、原則と

る障害年金があります。

して 10 年以上の資格期間が必要です。

障害年金は、国民年金加入中（加入していた人は、60 歳～ 64 歳の期間に

※カラ期間…昭和 36 年４月以降で、20 歳から 60 歳までの間に、国民年金

基礎年金部分を繰上げ受給していない場合も含む）に初診日がある病気や、

に任意加入しなかった期間。資格期間には含まれますが、年金

けがで一定の基準以上の障がいを負った人に支給されます。

額の計算には含まれません。

請求は、初診日から原則１年６か月以降（1 年６か月後が 20 歳未満のとき

■老齢基礎年金の受給資格を満たすために

は 20 歳以降）にできます。

60 歳の時点で、受給に必要な年数が不足している人は、加入期間を 65 歳

■保険料納付条件

まで延長することができます。

受給するためには、保険料納付条件のいずれかを満たす必要があります。

さらに、65 歳になっても、必要な年数が不足していて年金を受けられない

○初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付期間や免除・猶予期間な
どが３分の２以上あること
○初診日に 65 歳未満の人で、初診日の前々月までの直近１年間に未納がな
いこと ( 令和８年３月３１日まで )
■納付の特例
20 歳未満の初診日で障害基礎年金を受給する場合は、保険料の納付条件は
ありません。
初診日が厚生年金期間中である場合は、障害厚生年金の対象になります。

ときは、昭和 40 年４月１日以前に生まれた人を対象に、70 歳になるまで
加入できる特例制度があります。
ただし、任意加入者には免除制度がありませんので、注意してください。
■受け取る年金額を増やすために
老齢基礎年金を受ける資格があっても、以前に保険料の未納期間や免除期間
があり、満額の年金を受けられない人も、任意加入で年金額を増やすことが
できます。ただし、厚生年金に加入中の人や、65 歳になる前に老齢基礎年
金を繰り上げて受給している人は加入できません。

付加年金で年金額を増やしませんか

国民年金保険料の納め忘れはありませんか？

月々の定額の保険料に加え、付加保険料を納付することで、将来受給する

国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年金だけでなく、

年金額を増やすことができます。

思わぬ事故等により障害が残ったときの障害基礎年金、生計を維持してい

■対象 国民年金第一号被保険者
※保険料免除、納付猶予を受けている人、国民年金基金加入者は対象外
■付加保険料 月額 400 円
■付加年金額 付加保険料納付月数× 200 円（年額）
※付加年金額は、基礎年金や厚生年金のように、物価の変動による金額の
スライドはありません。
【例】付加年金を 10 年間納付した場合、合計 48,000 円の負担になりますが、
受給する年金額は 24,000 円（年額）増加します。

る人が亡くなったときの遺族基礎年金があります。
保険料を納付期限までに支払っていないと、このような年金を受け取れな
いことがあります。また、納付期限から２年間を経過すると保険料を納付
することができなくなるため、将来、受給する老齢基礎年金の年金額が少
なくなったり、受け取れなくなったりする場合があります。
あなたや家族の年金を守るためにも、保険料は忘れずに納付しましょう。
保険料は、日本年金機構から送付される「納付書」で、金融機関・郵便局、
またはお近くのコンビニエンスストアで支払うことができます。
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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

3 月 1 日～ 7 日は
春の火災予防運動週間

住宅用火災警報器を
設置しましょう

春の農作業安全確認運動

消防予防課

消防予防課

農政課

（93）4943

（92）1313

（92）1313

資源ごみの拠点回収
環境課

（93）4946

日 ３月 14 日（日）

住宅火災で亡くなった人の多くが逃げ

３～５月は春の農作業安全確認運動期

この時季は空気が乾燥し、強風の日も

遅れによるものです。火災の発生をい

間です。県内でも、トラクターの横転

多いことから火災が発生しやすくなり

ち早く知ることで、逃げ遅れを減らし、

や機械へ挟まれるなどの事故が後を絶

ます。火の取り扱いには十分注意しま

自分と家族の尊い命を守ることができ

ちません。農作業中の安全確認を心掛

しょう。

ます。

北部コミュニティセンター

けましょう。

住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント

住宅用火災警報器は、古くなると部品

第２駐車場

3 つの習慣

の寿命や電池切れなどで、火災を感知

資源ごみを出すときの注意事項

寝たばこは、絶対やめる

しなくなることがあり、とても危険で

事業ごみやその他のごみは回収できま

ストーブは燃えやすいものから離れ

す。10 年を目安に交換しましょう。

せん。搬入時はマスクの着用をお願い

衣類が機械に巻き込まれないよう、

た位置で使用する

悪質な訪問販売にご注意ください！

します。

作業に適した服装をしていますか？

ガスこんろなどのそばを離れるとき

消防職員が販売などを目的に個人宅を

○新聞、雑誌、段ボールなどは種類ご

は、必ず火を消す

訪問することや、消防署から特定の業

○

機械のつまりを取り除くときは、エ

○

ンジンを止めていますか？

○

作業内容や作業場所を家族などに伝

えていますか？

○

～作業前に確認を～

○ ○

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

者に住宅用火災警報器の斡旋・販売・

4 つの対策

千葉労働局職業対策課
043（221）4392
障がいに関係なく、希望や能力に応じ
て、誰もが職業を通じた社会参加ので
きる「共生社会」実現の理念のもと、
すべての事業者には、法定雇用率以上
の割合で障がい者を雇用する義務があ
ります。この法定雇用率が 3 月 1 日
から以下のように変わります。

○

○

寝具や衣類、カーテンからの火災を

○

3月1日から障がい者の法定
雇用率が引き上げになります

防ぐために防炎品を使用する
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

日 ３月 10 日（水）

※９日（火）までに入金確認をお願
いします。

会計課

（93）6491

○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

ために隣近所の協力体制をつくる

より人的被害や住家被害を受けた（り

個人情報を完全に消去し、電池類を

災証明書を受けた）人に対しての義

取り除く

救急車の適正利用に
ご協力を
消防署

(92）1311

令和２年中の救急出動件数
2,014 件（1 日平均 約 6 件）
に備えています。

（93）7659

千葉県災害義援金の受付を終了

とにひもで束ねる

○パソコン、スマートフォンなどは、

※対象となる事業主の範囲が、従業員

学校教育課

(93）5348

○ 13：00 ～ 15：00

令和元年に発生した台風 15 号などに

市では、現在３台の救急車で救急出動

３月分の学校給食費振替日

消費生活センター

市役所正面玄関前駐車場

お年寄りや身体の不自由な人を守る

⇒民間企業 2.3％
43.5 人以上に広がります。

点検を依頼することはありません。
悪質な訪問販売の相談は…

警報器を設置する

○

話を持って作業に出かけていますか？

逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災

○

○

緊急時に連絡がとれるよう、携帯電

※雨天決行
時 場 ○９：00 ～ 11：30

援金の申請受付を令和３年３月 31 日
（水）で終了します。

安心・安全な水道水を
供給するために
上下水道課

（93）3340

市では、安心・安全な水道水を供給す

緊急性がないのに救急車を要請すると、 るため、水道法に基づく水質基準に関
命の危険がある重症患者への対応が遅 する省令に定められた水質基準項目な

有害鳥獣の捕獲を実施
農政課

（93）4944

農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲を、
獣類は 1 年を通じて箱罠で、鳥類は
銃器で行います。
※鳥類の捕獲期間などの詳細は、対象
地域に回覧でお知らせします。

紙おむつ等購入助成事業
助成券交付申請の受付開始

れてしまうことも考えられます。

どについて、毎年、水質検査計画を策

緊急性がない場合は、救急車以外の交

定し、これに基づいて検査を実施して

通機関などを利用してください。

います。水質検査計画は毎年３月末に、

尊い命を救うため、救急車の適正な利

水質検査の結果は毎年６月に市公式

助成券の利用方法や利用できる店舗な

用について考えてみましょう。

ホームページで公表しています。

どは申請時に説明します。なお、令和

高齢者福祉課

（93）4981

3 年度から、ご本人が市民税の課税対
象者の場合、本助成券は対象外となり

「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

ます。
場 高齢者福祉課
対 常時おむつなどの使用が必要で、

次のいずれかに該当する人

（93）１１１２

要介護 3 以上の認定を受けている

○ ○

[ 問合わせ先 ] 秘書広報課秘書広報班

障害者手帳 1・2 級が交付されている

※病院に入院している人や施設・老人

有料広告
スペース

有料広告
スペース

有料広告
スペース

ホームなどへ入所している人は対象
外です。
持 申請書、現況届

※申請様式は高齢者福祉課で配布し
ているほか、市公式ホームページか
らもダウンロードできます。
申 ４月１日（木）～

介護支援専門員が付いている人は…
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

介護支援専門員に、現況届の所見欄を
記入してもらう必要があります。

広報とみさと
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防災行政無線の放送を聞ける
戸別受信機を販売

令和 3 年度狂犬病予防
集合注射について

ファミリーサポートセンター
提供会員・利用会員募集

相

防災課

環境課

ファミリーサポートセンター

就労・進路相談
就労に悩む若者応援

（93）1114

対 ○市内に居住する世帯主

○市内に事業所を有する事業主

（93）4945

（92）2452

例年４月に行っている狂犬病予防集合
注射は、令和３年度は５月に実施を予

子育ての援助ができる人・受けたい人

台数 1 世帯または 1 事業所につき 1 台

定しています。

を募ります。

販売価格 ９，
０００円

詳しくは、広報とみさと４月号でお知

内 保育施設などへの送迎、自宅での一

※１台当たりの購入に要した費用は らせします。
45,430 円ですが、市で 36,430

募

円を負担しています。
申 戸別受信機一般販売申込書を防災

社会福祉課
（93）4192

市公式ホームページからもダウン
他 ○戸別受信機一式は、貸与ではなく

申請者の所有となります。
○戸別受信機のアンテナ設置に要す

日 ３月４日（木）

内 農作業じゃがいも作付体験

担です。

（93）6491

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

居の１歳～小学校６年

試験・教室・講座

生までの児童がいる人

公園の維持管理団体募集

普通救命講習

都市計画課

申込

（93）5347

良好な環境の公園を維持管理していく

消防署

（92）1311

日 ３月 21 日（日）9：00 ～ 12：00

受付 8：30 ～

に通院している人。

の日常的な作業に、ご協力いただける

場 消防本部 3 階講堂

地域団体を募集しています。

対

申込

※アンテナ設置が必要な場合のみ。

厚生労働省委託事業

ため、協定に基づき、除草や清掃など

介護予防講座
高齢者のための筋力トレーニング

に要する経費などは、使用者の負

（37）6844

18 歳以上で、精神科などに定期的

対

る費用（※）
、設置後に要する電

会計課

13：30 ～ 15：30

ちば北総地域若者サポート
ステーション

利用会員：市内在住または在勤で同

FAX （93）2215

場 中央公民館

気代、電池代、その他の維持管理

4 月 1 日から
公金を取り扱う金融機関が変更

健康な人※基礎研修あり

申込

※申込書は防災課窓口で配布のほか、

談

日 ３月 11 日（木）13：00 ～ 17：00

対 提供会員：市内在住で心身ともに

集

デイケアクラブ

課に郵送または持参してください。

ロードできます。

時的な預かりなど

申込

市ボランティアセンター

（92）8221
日 ３月 23 日（火）

FAX（92）2495

7

年度末に市から面積に応じて報償金を

12 歳以上で市内在住、在勤、在
学いずれかの人

交付します。詳しくは問い合わせてく

定 ５人

ださい。

申 ３月 14 日（日）まで

対 市民で組織する 2 人以上の団体

10：00 ～ 12：00

場 福祉センター 2 階大会議室

3 月は市税収納強化月間

内 高齢者の心身の特性について、

三菱 UFJ 銀行

手軽にできるラジオ体操の効果・実践
市に係る公金の
「店頭収納」
を終了します。 講 成田赤十字病院 理学療法士
常陽銀行
花澤 学さん
全ての公金の取り扱いが終了します。

対 市内在住または在勤の人

お手持ちの納入通知書に指定の納付場

定

所として記載されている場合でも、納

持 運動のできる服装、タオル、飲み物

付の取扱いは出来ませんので、注意し

申 前日まで

15 人

問 納税課

市税の納付遅れや滞納額の増加を防止するため、納期限までの納付が確認
できない人に、電話でお知らせします。
※特定の金融機関や口座番号をお聞きすることや、振込の指示は行いません。
日 ３月 14 日（日）
・28 日（日）

てください。

（93）0433

9：00 ～ 16：00

（令和元年 11 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日）
問 市民課
住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧に関する公表

（93）４０８６

閲覧の請求と申出ができるのは、次のとおりです。
○国または地方公共団体の機関で、法令で定める事務の遂行のために必要なとき
○統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に

○公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益
性が高いと認められるとき
○営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の

照らして公益性が高いと認められるとき

事情による居住関係の確認として市長が定めるとき

No.

請求機関の名称または申出者の氏名

請求事由または利用目的の概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る住民の範囲

1

（一社）新情報センター 事務局長 平谷 伸次
（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）

家計消費状況調査

２月６日

満 16 歳以上の男女、七栄地区、日吉台地区

2

（一社）中央調査社 会長 大室 真生
（委託者：
（国研）国立がん研究センター）

健康情報についての全国調査

２月 26 日

満 20 歳以上の男女、七栄地区

3

（有）国際測量設計 代表取締役 香取 正好
（委託者：千葉県成田土木事務所）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律に基づく区域指定のため

3 月 10 日

日吉倉地区、日吉台地区、久能地区、中沢地区、
根木名地区、新中沢地区、高野地区、高松地区

4

（一社）新情報センター 事務局長 平谷 伸次
（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）

家計消費状況調査

6 月 11 日

満 16 歳以上の男女
根木名地区

5

（株）日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博
（委託者：NHK 放送文化研究所）

2020 年国民生活時間調査

8 月 13 日

満 10 歳以上の男女
七栄地区

6

成田測量（株）代表取締役 平良 茂浩
（委託者：千葉県成田土木事務所）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律に基づく区域指定のため

9月8日

立沢地区、中沢地区、立沢新田地区

7

（一社）中央調査社 会長 堺 克彦
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

外交に関する世論調査

9 月 16 日

満 18 歳以上の男女
七栄地区

8

（一社）中央調査社 会長 堺 克彦
（委託者：NHK 放送文化研究所）

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査

9 月 16 日

18 歳以上の男女
御料地区

9

（株）日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博
（委託者：NHK 放送文化研究所）

コロナ時代のテレビの価値（仮）に関する世論調査

9 月 16 日

13 歳以上の男女
七栄地区

家計消費状況調査

10 月 7 日

16 歳以上の男女
根木名地区

消費者意識基本調査

10 月 7 日

15 歳以上の男女
七栄地区

県政に関する世論調査

11 月 5 日

満 18 歳以上の男女
十倉地区、根木名地区

（一社）新情報センター 事務局長 山本 恭久

10 （委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
（一社）新情報センター 事務局長 山本 恭久

11 （委託者：消費者庁）

（株）マーケティングリサーチサービス 代表取締役 岩川 恵理子

12 （委託者：千葉県総合企画部報道広報課）

広報とみさと

2021. 3. 1

富里国際交流協会
小学生英語教室
■費用
○

月謝 2,000 円

富里国際交流協会（企画課内） （93）1118

年会費 1,000 円

○

申込

■申込 3 月１日（月） 9：00 ～
■場所・内容
中央公民館教室（毎週土曜日）
クラス

令和３年度語学教室

開講時間

募集人数

保険代 ( 年間 ) 1,000 円

○

8

北部コミュニティセンター教室
クラス

開講日時

募集人数

木曜日
12 人
17：05 ～ 17：45

新 1 年生

新 2 年生 13：45 ～ 14：25 12 人

月曜日
新２年生
6人
17：20 ～ 18：00

新 3 年生 ９：00 ～９：40 若干名
新４年生

月曜日
若干名
18：10 ～ 18：50

新５年生

木曜日
７人
18：35 ～ 19：25

新 6 年生

月曜日
19：00 ～ 19：50

4人

新 5 年生 10：30 ～ 11：20 若干名
新 6 年生 11：25 ～ 12：15 ７人

３月と４月は、引っ越しが多いシーズンです。そのため、水道の開栓・
閉栓手続きが混み合うことが予想されます。
引っ越しが決まったら、早めの連絡をお願いします。

【連絡先】

新 1 年生 13：00 ～ 13：40 12 人

新 4 年生 ９：45 ～ 10：25

引っ越しの連絡はお早めに

５人

※応募者が一定数に満たないときは、開講しません。
※大人の英語教室（月・水曜クラス）
、外国人向け日本語教室（火・金曜クラス）
も開催しています。
他 富里国際交流協会では協会員も募集しています。外国語が話せなくても楽し

く活動できます。皆さんの参加をお待ちしています。

軽自動車などの廃車、名義変更は届け出が必要です
軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
手続きをしないといつまでも課税されることになります。
次の項目に該当するときは、３月中に手続きをしてください。
○使用をやめたとき
○廃棄したとき
○所有者が亡くなられたとき
○盗難にあったとき（警察への盗難届の受理番号が必要です。
）
○他人に譲ったとき（名義変更の処理が済んでいるか確認してください。
）
○他市町村に住所を移したとき
問い合わせ・届け出先
▼軽四輪
軽自動車検査協会千葉事務所
050（3816）3114
▼軽二輪・二輪小型自動車
関東運輸局千葉運輸支局
050（5540）2022
▼１２５㏄以下のバイク、農耕用小型特殊自動車など
課税課
（93）０４４３
※手続きにはナンバープレート（標識）
、本人確認書類、印鑑、標識交
付証明書等が必要です。

ヴェオリア・ジェネッツ（株）富里営業所
（93）1791
月～金曜日 8：30 ～ 17：30、土曜日 8：30 ～ 12：30
※日曜、祝日を除く

転居するとき（水道の使用を中止するとき）
水道料金などの精算が必要です。引っ越しの５日前までに、次の事項を
ご連絡ください。
○整理番号（領収証書や使用水量等のお知らせに記載） ○住所
○氏名
○電話番号
○使用中止日
○引っ越し先の住所や電話番号

入居するとき（水道の使用を開始するとき）
○住所
○氏名
○電話番号
○使用開始日
○支払い方法（口座振替または納入通知書）

ご注意ください！連絡がないと・・・
問 上下水道課

（93）3340

■使用中止の連絡がないまま引っ越したとき
手続きが完了するまでの水道料金などが請求されます。使用水量が０で
も、基本料金がかかります。
■使用開始の連絡がないまま水道を使用したとき
無届け使用となり、給水が停止される場合があります。

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

第 70 回社会を明るくする運動
作文コンテスト
この作文コンテストは、社会を明るくする運動の一環として行われました。
市内の中学生から 30 名の応募があり、選考の結果２名が市の優秀作品
として選ばれ、その中から県へ推薦した１名が、千葉県推進委員会の審
査の結果、入選しました。
●心持を大切に
有松 珠音（富里北中）
●平和な世界の実現 柳田 樹凛（富里北中）
（千葉県推進委員会 入選）
< 敬称略 >

安全・安心を目指して共に守ろう富里

永年の消防活動に敬意を表して
消防活動に尽力された次の皆さんが、表彰を受けられました。
■県知事表彰
▼功労章 小澤勇次（団）
、原真吾⑦、狩野敏一（署）
▼精勤章 四宮義昭⑥、石𣘺孝⑩、黒澤嘉久③、君塚勝行②、
林田三男⑦、栗原貴博⑯、三𣘺眞一①、本𣘺利之⑨、
細田賢一⑬
■県消防協会長表彰
▼功労章 森重勝（団）
、池田幸市①
▼精勤章 江原勉（団）
、遠藤圭介⑭、綿貫一也⑧、尾野和行⑨、
上村直毅⑩
■防災危機管理部長表彰
▼防災危機管理部長章 岩瀬倫明⑯、綿貫久雄⑥、宮永和彦⑤、
島津浩市⑤、瓜生弘一⑲、熱田雅雄⑪、
田原達成（署）
、 市⻆翼（署）

■県消防協会印旛支部長表彰
▼功労章 石井秀樹④、竹内祥順⑭、古川智康⑫、當間陽介⑦
▼勤続章 川口淳一⑬、山吹徹⑤、大島隆宏⑮、川内貴弘④、坂間健広⑫
▼精勤章 秋葉佑⑪、皆川晋吾⑨、平野恵一⑰、野島勇志⑱、中村尚樹⑮、
池澤健太⑧、伊井雅裕⑤、相川公誠⑦、秋葉達也⑭、渡部理⑱、
清宮正德⑲、森田義己⑯
■市長表彰
▼功労章 鳴田佳臣⑦ほか 8 名
■市長感謝状
令和２年度退職団員 篠原健吾⑨ほか 10 名 ＜敬称略＞
※（署）は消防署、
（団）は消防団本部、丸数字は各分団名称の番号

広報とみさと

く
みんなで楽し

子育て広場

略していますが全て３月の行事です。

子育て支援センター（向台こども園）

（93）2800

申込

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。

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 19 日（金）10：00 ～ 11：30
子育てプチ相談（要予約）
日 ４日（木）10：30 ～ 11：40
11 日（木）14：45 ～ 15：45

こひつじ保育園

富里保育園
（93）0155

申込

申込

（37）7070

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 ５日（金）10：00 ～ 11：30

青空保育園

（93）1048

申込

（91）6151

保育参加「つくしんぼ広場」

保育園開放 子育てひろば「ひろばバンビ」

保育園開放「どんぐりクラブ」

日 随時実施

日

10 日（水）９：30 ～ 11：00
子育て相談 来園相談（要予約）

日 毎週火・木曜日

日 毎週水曜日

定 ７組

９：30 ～ 12：00

保育園開放 子育てサークル「おやこの森」
日 ９日（火）９：30 ～ 11：00

子育て交流の場 「にこにこサロン」
日

9

保育施設などの行事日程は、月を省

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込

2021 . 3. 1

※ 30 日（火）はお休みです。

９：00 ～ 11：30

13：00 ～ 15：00

16 日（火）９：30 ～ 11：00

若草児童館

３月は児童扶養手当の支給月

日吉台幼稚園

（93）8226

申込

申込

（93）4408

子どもの遊び場ミルキー

子育て教室「ちびたんくらす」

日 内

日

〇３日（水）赤ちゃんのおもちゃ作り
〇４日（木）わくわく体操

●振込予定日 ３月 11 日（木）
●支給対象月 令和３年１月～令和３年２月分

25 日（木）

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）

現況届を提出していない人などは支払いがで
きませんので、至急手続きをしてください。

日 ５日（金）
、12 日（金）
、19 日（金）

（93）4497

子育て支援課

10：15 ～ 11：45

市内の学童クラブで働きませんか？

市内の保育園・こども園で働きませんか？

無資格・未経験から始められる子どもたちの成長をサポートするお仕
保育士資格をお持ちでブランクのある人や、こども園・保育園での勤務が

事です。

未経験の人も歓迎します。子どもたちの笑顔に囲まれて、楽しく働きませ

詳しくは、各学童クラブに問い合わせてください。

んか？

○根木名学童クラブ

(91）1288

■公立こども園（葉山こども園、向台こども園）

○富里南学童クラブ

(92）0092

会計年度任用職員（パートタイム）

○浩養すいかキッズクラブ

(94）0520

○勤務時間 月～金曜日７：00 ～ 19：15

○若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

(93）8226

土曜日７：00 ～ 15：00 の指定する時間
※勤務日時などは相談してください。
○職務内容 葉山こども園 保育教諭、正看護師（准看護師）
向台こども園 保育教諭
○給

※時給は職務経験などで決定します。勤務条件により、
期末手当支給あり。
○保険適用 労災保険加入。
勤務条件により、社会保険、雇用保険加入あり。
○休暇など 年次有給休暇・特別休暇を市の規則に基づき付与。
込 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）
問

葉山こども園

（93）1215 ／向台こども園

（93）2951

■私立保育園（富里保育園、こひつじ保育園、ひよしだい保育園、
あい・あい保育園富里園）
私立保育園でも保育士を募集しています。詳しくは、
各園に問い合わせてください。
問

富里保育園

（93）0155 ／こひつじ保育園

ひよしだい保育園

（93）4408

あい・あい保育園富里園

（37）3596

新デザイ
ン

チーパス が変わります

料 保育教諭 時給 1,002 円～ 1,209 円
正看護師 時給 1,054 円～ 1,314 円

○申

子育て家庭優待カード

（93）1048

現在配布しているチーパスは、３月 31 日
（水）で有効期限を迎えます。
４月１日（木）からは新しい「チーパス」
を利用してください。
また、電子版チーパスの配信を開始します。専用ウェブサイト・アプ
リ「チーパス・スマイル」での利用登録が必要です。
対 市内在住で、妊婦または 18 歳未満の子どもがいる世帯
場 子育て支援課窓口、日吉台出張所
持 対象であることが確認できるもの
（子どもの健康保険証や母子健康手帳など）
他 ○市内の保育所、幼稚園、こども園、小・中学校などに通うお子さんには、

施設や学校などを通じて 3 月末までに配布予定です。
○新しいチーパスは、
18歳になって初めて迎える3月31日まで使用できます。
問い合わせ先
●配布方法や受取窓口について 市子育て支援課
●チーパス全般について 千葉県子育て支援課

（93）4497
043（223）2589
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３月の個別予防接種
母子保健班

富里市立図書館 ☎（90）４６４６
（9:30～17:00）
https://www.library.tomisato.chiba.jp/
よむよむ

※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３年１月生まれ
ＢＣＧ 令和２年 10 月生まれ
４種混合 令和２年 12 月生まれ

献血 in 富里市役所

ＭＲ（麻しん・風しん）
・水痘

成人保健班

令和２年２月生まれ

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

日本脳炎 平成 30 年２月生まれ

予防接種の確認を！
定期予防接種は対象年齢を過ぎると有

日時…３月 22 日（月）

料になります。年齢を過ぎて終了して
いない予防接種のある人は、問い合わ

13：00 ～ 16：00

せてください。
場所…保健センター
（すこやかセンター内） ■ＭＲ（麻しん風しん混合）

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

年長児（平成 26 年４月２日～平成
27 年４月１日生まれ）

歯や治療済みの歯がなかった子どもた
ちの紹介です。
みなと

秋葉 湊斗
たいよう

7

月 火 水 木 金 土
1
2 3
4
5
6
◆
8

10 11 12 13
◆
●

9

14 15 16 17 18 19 20
◆
21 22 23 24 25 26 27
◆
28 29 30 31

接種してください。
■日本脳炎２期…９歳～ 13 歳未満

ゆうひ

石田 優陽
なつき

■二種混合…11 歳～ 13 歳未満
※三種混合または四種混合を終了し

ののり

たくみ

ていない人は相談してください。

於本 望利
ち か

神作 千香
ま な

小関 愛菜
白坂みちる
こうが

鈴木 煌芽
り く と

田村碧空都
なおと

中山 直音
え な

川井

匠

そうた

木村 颯汰
りょう

佐伯

瞭

ゆいな

竹田 結夏
とよまさ

千田 豊大
ようすけ

沼倉 庸祐
りょうすけ

藤崎 恵奈

水野 稜介

れん

そうだい

蓮

横山 湊大

ま い

HETTIARACHCHIGE IRUDI
AYANA HETTIARACHCHI
＜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
①４月８日（木）9：30 ～ 11：30
妊娠中の生活、ママと赤ちゃんの
お口のお手入れ & 栄養
②４月 15 日（木）9：30 ～ 11：30
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
③４月 22 日（木）9：30 ～ 11：30
お風呂の入れ方、おっぱいとミルクの話
④５月６日（木）9：30 ～ 11：30
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７～９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…４月５日（月）までに電話

３月の映画会について
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。

健 康 コラム

Vol. ５

自殺予防強化月間について

日本の自殺者数は平成 10 年に急増して以来、現在まで減少傾向ですが、令

母子保健班

和元年度は２万人を超える水準となっており、先進諸国より高い水準となっ

日時…４月５日（月）
① 9：15 ～ 10：00
（インスタライブ配信）
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

龍﨑 茉依

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

もぐもぐごっくん離乳食教室

ち か

末松 千佳

親子おはなし会

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です。

相談してください。

屋山 夏輝

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

返却期限を守りましょう

※１期３回を終了していない人は

大森 太遥

定員…８組

日

※小学校入学前の３月 31 日までに

1 月 8 日の 3 歳児健康診査で、むし

山下

おはなし会

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
（祝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

母子保健班

協力をお願いします。
10：00 ～ 11：45

図書館カレンダー

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

かみかみ歯ッピー教室
母子保健班

ています。
自殺の背景には、こころの健康を害するような、
「過労・生活困窮・育児や
介護の疲れ・いじめや孤立・病気など」
、ざまざまな社会的背景があります。
自殺対策基本法では、月別自殺者数の最も多い３月を「自殺予防強化月間」
と定めています。
自分の周りに「悩んでいる人・困っている人」がいたら話を聞いてあげましょ
う。もしあなたが先の見えない不安や生きづらさを感じるなどの、こころの
悩みを抱えていたらその悩みを相談してみませんか？
■電話相談機関一覧
相談機関

電話番号

対応時間
平日（土・日曜日、
祝日を除く）
こころの健康相談統一ダイヤル 0570（064）556
９：00 ～ 18：30

よりそいホットライン

0120（279）338 24 時間

いのちの電話

0570（783）556 10：00 ～ 22：00
（毎日）

チャイルドライン
0120（99）7777 16：00 ～ 21：00
（毎日）
（18 歳までの子ども専用）
■ SNS 相談窓口

LINE
@yorisoi-chat

Twitter
@yorisoichat

チャット

※対象者には通知します。
日時…３月 16 日（火）
① 9：15 ～ 10：00
（インスタライブ配信）
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…令和 2 年４月・５月生まれの

相談時間 月・火・木・金・日曜日：17：00 ～ 22：30（22：00 まで受付）
水：11：00 ～ 16：30（16：00 まで受付）

３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）

場所

１（月）

子どもと保護者
内容…むし歯予防の話、

定員…②、③各 10 組程度

事

健康相談（要予約）
育児相談（要予約）

★

２（火）

１歳６か月児健診
（令和元年８月生まれ）
★
※対象者には個別に通知

５（金）

3 歳児健診（平成 29 年９月生まれ）
※対象者には個別に通知

仕上げ磨きの実習
持ち物…母子手帳、バスタオル

行

８（月） 育児相談（要予約）

★
◆

受付時間
９：30 ～ 11：00
13：30 ～ 14：30
12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30
12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30
13：30 ～ 14：30

広報とみさと
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3 月の富里市
日

月

火

1
2
中央公民館休館日 ○心配ごと相談
社会体育館休館日

水

木

金

土

3

4

5

6

各 種 相 談
時 時間

場 場所

問 問い合わせ

○交通事故相談（5 日（金）までに予約）
時 10：00 ～ 15：00
場 分庁舎１階会議室

7

8
9
中央公民館休館日 ○心配ごと相談
社会体育館休館日 〇交通事故相談※２

10

15
16
○法律相談 ※１ ○心配ごと相談
中央公民館休館日
社会体育館休館日

17

11

12
〇こころの相談

13

問 市民活動推進課

（93）1117

○法律相談（５日（金）から受付開始）
時 13：00 ～ 16：00
場 市役所分庁舎１階会議室

14
○市民課一部
証明交付

18
○年金相談

19

20
★春分の日
中央公民館休館日

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

21

22
23
中央公民館休館日 ○人権・行政・
社会体育館休館日 心配ごと相談

24

25

26

27

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

28
29
30
〇市税休日納付相談 ○法律相談 ※１ ○心配ごと相談
中央公民館休館日
○市民課一部
社会体育館休館日
証明交付

31

問 社会福祉協議会

○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

○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 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。
※ 2 事前予約がない場合は開催しません。

分庁舎

市民課
一部証明交付（図①）
市民課
（93）４０８６

入口

①

駐車場

市役所本庁舎

持ち物…運転免許証などの
本人確認書類

②

※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。

市税休日納付相談（図②）
相談対象税目
●納税課
（93）０４３３
28 日（日） ・市民税・県民税
●国保年金課
（93）４０８４ 9：00 ～ ・固定資産税・都市計画税
※相談日の当日は、国保年金課へ
16：00 ・軽自動車税（種別割）
・国民健康保険税
問い合わせてください。

中央公民館
●休館日

●使用申請受付は２日（火）～（受付時間９：00 ～ 17：15、３日以降 8：30 ～ 17：15）
公民館棟・講堂棟令和３年４月使用分 ※ 2 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。
）

※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）
内科
小児科

月～土曜日

19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日

10：00 ～ 16：45

外科

日曜日・祝日

10：00 ～ 16：45

祝日・振替
10：00 ～ 16：45
（日曜日を除く）
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

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)

敷地内での漏水は（今月の当番）

毎日


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（11 日（木）までに予約）
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

（90）0081

「ＩＤ検索」で、
@tomisato_city を検索し、

※ L I NE 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。

納期内納付にご協力ください

3 月 31 日（水）
市民税・県民税 随時期

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）
♯８０００
０４３（２４２）９９３９)

時 火～金曜日９：30 ～ 15：45

ください。

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。

こども急病電話相談
( ダイヤル回線からは

（93）4498

友だち追加ボタンを押して

急病 の と き は

● 15 歳まで 印旛市郡小児初期急病診療所

（佐倉市江原台 2 番地 27・佐倉市健康管理
センター内）
０４３（４８５）３３５５

場 子育て支援課（すこやかセンター１階）

【登録方法】右のＱＲコードを読み込むか、

１日（月）
、８日（月）
、15 日（月）
、20 日（土・祝）
、22 日（月）
、29 日（月）

歯科

時 月～金曜日９：00 ～ 16：00（祝日を除く）

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

（92）１２１１

●一般 成田市急病診療所
（成田市赤坂 1 丁目 3 番地１・保健福祉館敷地内）
(27）１１１６

○家庭児童相談（電話相談も可）

○教育相談

取り扱い手続き
・住民票の写しの発行
14 日（日）
（本人または同一世帯員のみ）
28 日（日）
・印鑑登録証明書の発行（代理人可）
8：30 ～
・印鑑登録（本人のみ）
17：15
・個人番号カードの交付（本人のみ）
※旅券交付
・旅券の交付（本人のみ）
9：00 ～
※旅券の交付は、14 日のみ。
16：30
※個人番号カードは、平日の市役所開庁
時に要予約。

中央
公民館

（92）2451

問 家庭児童相談室

休日開庁

すこやか
センター

（92）2451

月～土曜日

19：00 ～翌朝６：00
18：00 ～翌朝６：00

日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ

北総管工設備（有）

9：00 ～翌朝６：00

（93）1288

固定資産税・都市計画税 随時期
国民健康保険税 随時期
後期高齢者医療保険料 随時期
介護保険料 随時期
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投票日

３/21

（日）

千葉県知事選挙
問 選挙管理委員会
（93）1111

投票時間 7：00 ～ 20：00
すてないで あなたの一票 その手から

▲せんきょくん

投票できる人
日本国民で富里市の選挙人名簿に登録された、次の①～③の要件を全て
満たす人
①平成 15 年３月 22 日以前に生まれた人
②一定の犯罪により公民権が停止されていない人
③令和２年 12 月３日までに転入の届出をし、引き続き３か月以上、
富里市の住民基本台帳に記載されている人
▼市内で転居した人
令和３年２月 16 日（火）以降に市内で住所を変更した人は、転居前
の投票所での投票となります。
不在者投票

▼長期出張などで市外に滞在中の人
事前に市選挙管理委員会に不在者投票をする旨の請求があれば、滞在
先へ投票用紙を郵送します。投票用紙が届いたら、滞在先の市区町村の
選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なお、不在者投票は、３月 20 日（投票日前日）まで可能ですが、手
続に日数がかかりますので、早めに請求し、投票してください。
▼病院や施設に入院・入所している人
県選挙管理委員会の指定した病院や老人ホームなどに入院・入所して
いる人は、その施設内で不在者投票をすることができます。病院や施設
に申し出てください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
投票所の３密を避けるため、積極的に期日前投票
をご利用ください。

期日前投票

●富里市役所１階ロビー
３月５日（金）～３月 20 日（土） ８：30 ～ 20：00
●北部コミュニティセンター
３月６日（土）
、７日（日）
、13 日（土）～ 20 日（土）
９：00 ～ 19：00
※北部コミュニティセンターは、市役所での期日前投票と投票できる
日時が異なりますので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今回の選挙では、
県立富里高等学校での期日前投票所は開設しません。
投票所入場券

投票所入場券は、３月４日（告示日）から各
世帯主宛てに順次郵送します。各世帯員の入
場券は、開いた内側に印刷されています。
また、入場券には、投票所受付での混雑緩和
を図るため、選挙人名簿と照合するための
バーコードが印刷されています。投票の際に
は、必ず投票所入場券を持参してください。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
※投票所入場券が届かないときや紛失した
ときでも、選挙人名簿に登録されていれ
ば投票することができます。
投票所入場券が変わりました
従来のハガキタイプより大きくなり、また、投票所の地図を掲載するなど、
利便性が向上しています。
開

票

日時 ３月 21 日（日）21：00 ～
場所 すこやかセンター２階総合健診室

候補者情報・選挙公報

▼県内の他市町村から富里市内に転入した人
令和２年 12 月４日以降に、県内の他市町村から富里市内に転入の
届出をした人は、以前住んでいた市町村の選挙人名簿に登録されてい
れば、前住所地で投票することができます（前住所地の選挙区）
。
また、あらかじめ旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、新
住所地の選挙管理委員会で不在者投票を行うこともできます。
（ただし、
旧住所地の選挙人名簿に登録されていることなどの条件があります。
）
なお、投票するには、転出前または転入先などの市町村長が発行す
る「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。

▼身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人（一定基準以
上の障害に該当する人）や介護保険法の要介護者で区分が『要介護５』
に該当する人は、郵便で投票することができます。
投票には、事前に『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があり
ますので、市選挙管理委員会に問い合わせてください。
代理投票
精神的・身体的な理由で字が書けないなど、投票用紙に自書できない
人は投票所の係員に申し出てください。係員が秘密を厳守し、投票の
手助けをします。
※本人が投票所に行くことが必要です。
「３つの密」を回避します

投票所における新型コロナウイルス感染症対策
千葉県知事選挙は、千葉県の将来を決める大切な選挙です。
市選挙管理委員会は、有権者の皆さんが安心して投票できるよう、次
のとおり感染防止対策に取り組んだ上で選挙を実施します。
■投票所での対策
○投票所にアルコール消毒液を設置します。
○投票管理者・立会人、事務従事者は、マスクを着用します。
○投票所内では定期的な換気に努め、パーテーション（仕切り板）
の設置など、飛まつ防止対策を実施します。
○投票用紙の記載台は１か所おきに使用し、定期的に消毒します。
■有権者の皆さんへのお願い
○マスクの着用、咳エチケット、来場前後の手洗い・消毒にご協力
ください。
○鉛筆は使い捨てのものを用意しますが、ご自身の鉛筆やシャープ
ペンシルを使用して投票用紙に記入することができます。
（ボールペンなどは投票用紙の汚れ防止の観点から、できる限りご
遠慮ください。
）
○投票所では、周りの人との距離を保つようにお願いします。
○投票所内の密集防止のため、混雑時にはお待ちいただく場合があ
ります。また、次の時間帯は、投票所の混雑が予想されますので、
できる限りほかの日程をご利用ください。
【期日前投票所】３月 19 日（金）夕方
20 日（土）正午～夕方
【当日投票所】３月 21 日（日）午前中
※直近で実施した選挙における来場者数の実績や、今回の選挙の混雑予
想時間などを市公式ホームページに掲載しますので、
ご確認ください。

選挙公報は、３月 11 日（木）の新聞朝刊に折り込んでお配りするほか、市内の各公共施設でも配布します。

