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○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載しているイベントなどが中止になる場合もあります。
    最新情報は、　問い合わせていただくか、市公式ホームページで確認してください。

広報とみさとはＡ４サイズに

かわりました

笑顔あふれる未来へ
○令和３年度施政方針
○新型コロナワクチン
　接種のお知らせ

TOPIC

撮影場所：富里中央公園

リニューアル
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令和３年度の予算編成にあたりましては、各施策の熟度を高めるとともに、改革を推し進める上では、

守りから攻めへの行政経営を基本方針としながら、「市民起点」を第一に「発想と転換のまちづくり」

を主眼とし、各種事業が目指す将来ビジョンを見極め、「選択と集中」による予算編成といたしました。

今後は、コロナ対策を最優先に進める一方で、終息に向かった時に、経済活動の回復と日常生活を

取り戻すためにも、明日の富里に向けた準備を怠ることなく進めてまいります。

令和４年度は市制施行２０周年を迎える節目の年であり、このコロナ禍を脱却し、一人ひとりが輝き、

元気ある富里を取り戻した証となる２０周年を迎えられるよう、皆様の変わらぬご支援を賜ります

とともに、議会と行政が両輪となり、市政を邁進してまいりますので、市民の皆様の御理解と御協

力をお願い申し上げ、私の施政方針といたします。

令和３年度 針方政施

令和3年度実施予定の主な事業の紹介クローズアップ
！

観光・交流拠点整備事業

旧岩崎家末廣別邸隣接地に、「富里に来たら最初に訪れる、富里の農・末廣農場の歴史を伝え、富里の今を

味わえる拠点」をコンセプトにした「観光・情報の拠点機能」、「歴史・文化のガイダンス機能」、「飲食・

物販機能」を備えた施設を整備します。旧岩崎家末廣別邸と相互に連携し、一体的に活用することで、地

域経済の再生と更なる活性化を図ります。令和４年度オープン予定です。

富里市ではじめての観光・交流拠点

▲日本大学芸術学部による観光・交流拠点「末廣農場」イメージ図

整備施設

○敷地面積　約 9,000 ㎡    ○建物面積   約 650 ㎡    ○駐車場　約 100 台　                                    



広報とみさと　2021.4.1　　　3

合同会社とみさとエナジー事業

公共施設の電気料金削減に向けた官民連携事業

として、特別目的会社「合同会社とみさと

エナジー」により、安価で安定した電力調達と、

とみさとエナジーに蓄積される資金で、まちづ

くりに関連した事業を実施します。

○会社概要

　会　社　名　合同会社とみさとエナジー

　共同出資者　富里市、アジア航測株式会社、

　　　　　　　綜合警備保障株式会社

　代 表 社 員　富里市職務執行者　富里市副市長

　資   本   金　150 万円

　設   立   日　令和３年１月 29 日

県内初の取組

知って 食べて 魅力を広めよう「富里のすいか」

富里市すいか条例

すいかの生産者・作付面積などの減少を食い
止め、市の特産品である「富里のすいか」を
守るために、「富里市すいか条例」を制定し、
市をあげて、すいかの積極的なＰＲを行うなど、　
産地の活性化を図ります。

事業者

すいかを守る

市民

生産者

市

富里市すいか条例　一部抜粋
我がまち富里のすいかを、富里を象徴する特産
品と位置付け、市、生産者、事業者及び市民の
役割を明らかにして、それぞれが協力し、すい
かの産地として有名なまちとして、市民が市の良
さを再認識するきっかけをつくり、郷土への愛着
及び知名度の向上を図り、もって富里のすいか
を守ることを基本理念として、富里市すいか条例
を制定します。

森林再生プラン

森林経営委託や木質バイオマスなどの活用を図

る、「森林再生プラン」を策定し、自然環境の保

全と、森林の有する機能を発揮できるよう森林

の再生を進めていきます。

森林の整備

富里市森林再生スキーム

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルスの発症の予防に向け、ワク

チン接種に対応するための組織を強化し、速や

かに安心して予防接種を受けられるよう、医療

機関と連携し円滑に業務を進めます。

また、特定施設におけるクラスター発生の防止

として PCR 検査を実施するなど、市内の感染症

拡大の防止に努めます。

感染症対策
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子育て世代包括支援センター
妊産婦及び乳幼児の健康の保持や増進に関し包

括的な支援を行います。令和３年度から、産前

産後サポート事業や産後ケア事業を始めます。

小学校ＩＣＴ環境整備事業
ＧＩＧＡスクール構想による児童生徒１人１台

端末の整備を行います。令和３年度は、小学

校3年生用端末を整備します。

放課後児童健全育成運営事業
就労家庭の小学校就学児童の健全育成や、放課

後等の安全な居場所の確保を推進します。令和

３年度中に、富里小学校区に新たに１施設を新設

します。

公共交通機関推進事業
地域公共交通会議を開催し、地域公共交通計画を

策定することで、利便性が高く持続可能な公共

交通体系の構築を図ります。

市街化区域の用途地域見直し
市街地の計画的な

土地利用の誘導と

ともに、高齢化社会

を踏まえ、生活圏な

どを考慮の上、用途

地域を見直し、利便

性の向上を図りま

す。今後は都市計画

法に基づく手続き

を行っていきます。

旧岩崎家末廣別邸保存活用事業
貴重な歴史資源を活用し、学んで憩える場を

創出し、市外からの見学者も招き入れるため、

敷地内の環境を整備し、歴史公園化を進めます。

▲都市計画変更（案）の概要
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令和３年度　
問  財政課　 （93）1115

富里市当初予算の概要
令和３年度一般会計予算額　153億 1,600万円（前年度比　2.5％増）

市税（38.7％）
59億2,418万1千円

国庫支出金（16.4％）
 25億1,686万6千円

地方交付税（10.3％）
15億8,000万円

各交付金（8.1％）
12億3,012万円

県支出金（7.4％）
11億3,066万円

市債（6.5％）
10億円

繰入金（4.7％）
７億2,112万円

諸収入（3.3％）
5億1,235万3千円

繰越金（2.0％）
３億円

地方譲与税（0.9％）
１億4,364万6千円 その他（1.7％）

2億5,705万4千円

主な増減

○市税は、個人、法人市民税、固定資産税の減少により、　

　前年度から２億 4,091 万１千円（3.9％）減少。

○国庫支出金は、社会資本整備総合交付金、地方創生

　拠点整備交付金の増加などにより、前年度から　

　１億 395 万１千円（4.3％）増加。

○各交付金は、法人事業税交付金、地方消費税交付金、

　地方特例交付金の増加などにより、前年度から

　9,168 万５千円　（8.1％）増加。

○市債は、観光・交流拠点整備事業、旧岩崎家末廣別邸

　庭園整備事業の増加などにより、前年度から２億

　9,380 万円（41.6％）増加。

保健・医療・福祉（40.7％）
62億2,884万6千円

借金の返済（11.2％）
17億1,491万9千円

行政の運営（11.2％）
17億1,259万５千円

学校教育・生涯学習（9.0％）
13億8,447万8千円

環境・衛生（8.0％）
12億2,421万3千円

道路・公園など（7.3％）
11億2,190万8千円

農業・林業（4.6％）
７億481万９千円

消防・救急（4.4％）
６億8,018万５千円

その他（1.4％）
2億767万1千円

経済・観光（2.2％）
3億3,636万６千円

主な増減

○行政の運営（総務費）は、基金事業、国勢調査事業

　の減少などにより、前年度から２億6,896万４千円

　（13.6％）減少。

○学校教育・生涯学習（教育費）は、旧岩崎家末廣

　別邸保存活用事業の増加などにより、前年度から

　1,536 万５千円（1.1％）増加。

○農業・林業（農林水産業費）は、北総中央用水事業

　の増加などにより、前年度から４億 3,959 万２千円

　（165.7％）増加。

○経済・観光（商工費）は、観光・交流拠点整備事業

　の増加などにより、前年度から１億 8,792 万２千円

　（126.6％）増加。

一般会計　歳入
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税は減収を見込んでいます。減収分は、普通交付税と
市債のうち臨時財政対策債で計上しています。

令和３年度から開始となる国営土地改良事業北総中央地区負担金の支払いや、観光・交流拠点
施設の整備などを計上しました。

一般会計　歳出
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令和３年度特別会計予算額　

会計名 予算額 前年度比

国民健康保険特別会計 57億9,439万１千円 0.9％増

介護保険特別会計 27億8,119万３千円 3.8％増

後期高齢者医療特別会計 ５億935万９千円 3.1％増

合　計 90億8,494万３千円 1.9％増

令和３年度公営企業会計予算額　

会計名 予算額 前年度比

水道事業会計 13 億 5,518 万６千円 4.8％減

下水道事業会計 12 億 3,439 万９千円 1.8％減

令和元年度決算額 154 億 3,420 万 8 千円

令和 2 年度末見込額 146 億 432 万 5 千円

令和３年度末見込額 140 億 231 万８千円

地方債残高の状況
地方債は、市が公共施設整備などを行うために必要な資金
を、国や金融機関などの外部から調達する借入金です。

財政調整基金の状況
財政調整基金は、年度間の財源不足に備えるための、市の
貯金です。

令和元年度決算額 5 億 5,211 万６千円

令和 2 年度末見込額 12 億 2,501 万７千円

令和３年度末見込額 ９億 5,708 万６千円

地域活性「とみさと元気アップ」
商品券販売開始！

販売期間　令和３年４月１日（木）～令和３年５月 14 日（金）　
販売場所　富里郵便局、富里十倉郵便局、富里七栄郵便局、富里日吉台郵便局
　　　　　※各郵便局の営業時間内で販売します。
　　　　　※各郵便局の混雑緩和のため、分散しての購入に御協力をお願いします。
購入方法   販売期間内に購入引換券と本人確認ができるもの ( 運転免許証など）を 持って、販売場所で
　　　　　購入してください。
　　　　　※購入できる冊数は、購入引換券に記載された「購入可能冊数」までです。
　　　　　※商品券の購入は、引換券１枚につき１回のみです。複数回に分けて商品券を
　　　　　　購入することはできません。
　　　　　※代理人が購入する場合は、代理人の本人確認ができるものを持参し、販売窓口
　　　　　　で被代理人との関係を申し出てください。
購入時に必要なもの　○購入引換券　○購入代金　○本人確認ができるもの（※）
                                 （※）有効期限内の運転免許証や保険証などの公的証明書や、社員証、
　　　　　　　　　　　　 学生証など住所と氏名が確認できるもの
商品券使用期間　令和３年４月１日（木）～令和３年８月 31 日（火）
　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況により変更する場合があります。
商品券取扱店　「とみさと元気アップ商品券取扱店」ポスターの掲示のある店舗
                    　※商品券販売時に取扱店舗一覧をお配りします。
                           また、市公式ホームページ、富里市商工会ホームページで確認できます。

購入引換券をお持ちの方へ

▲取扱店舗ポスター

問「とみさと元気アップ」商品券専用ダイヤル　　 （90）1130
                                                              受付時間：市役所開庁日８:30 ～ 17:15   
                                                                   ※土・日曜日、祝日休み

※商品券の購入・使用の際は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にご協力をお願いします。
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国のスケジュールに沿って、新型コロナワクチン接種の準備を進めてい
ます。

「ワクチン接種クーポン券」は、65 歳以上の方から、順次発送する
予定ですので、お手元に届くまで、今しばらくお待ちください。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

 問い合わせ先　
 ●コールセンター　 0570（034）415
   ※受付時間：８:30 ～ 17:15（土・日曜、祝日を除く）　
　　　
 ●新型コロナウイルスワクチン接種推進室（健康推進課内） 
    （93）6493

▲集団接種訓練（２月 27 日開催）

ワクチン接種情報（令和３年３月 15 日現在）

費　　用 無料

接種回数 ２回（接種間隔は、ワクチンの種類により異なります。）

○ 基礎疾患がある方は、ワクチン接種について、かかり
　 つけ医に相談してください。
○ かかりつけ医が個別接種対応医療機関である場合は、　
　 かかりつけ医でのワクチン接種をお願いします。
○ 接種の際は、運転免許証・お薬手帳等をお持ちください。

注意事項

接種順位 ① 高齢者（昭和 32 年４月１日以前に生まれた方）
② 高齢者以外で基礎疾患のある方や、高齢者施設などで
　 従事している方
③ ①、②以外の方

接種場所 ○ 個別接種：市内医療機関 16 か所
○ 集団接種：市保健センター

そ の 他 各地区と集団接種会場までを結ぶ、無料の循環バスを運行
します。詳しくは、今後、折り込みチラシなどでお知らせ
します。
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補助金・助成金・奨励金などのご案内
○対象や申請方法などの詳細は、問い合わせてください。
○予算額に達した時点で、申請の受付を終了するものもありますので、ご注意ください。

小型合併処理
浄化槽設置補助金

生活雑排水と、し尿を一緒に処理
する小型合併処理浄化槽の設置に
補助金を交付します。

■補助額
○高度処理型設置補助
　38 万４千円～ 96 万３千円
○転換補助
　単独転換…18 万円
　くみ取り転換…10 万円
○放流先のない場合の処理装置
　への補助
　設置費用の３分の１
　（限度額 20 万円）

問 環境課　 （93）4945

生ごみ堆肥化容器等
購入設置助成金

生ごみ堆肥化容器などの購入費
の一部を助成します。

■補助額
　○ 堆肥化容器・コンポスト
     　購入費の２分の１
　　 （限度額３千円）
　○ 電気式生ごみ処理機
　　 購入費の２分の１
　 　（限度額２万５千円）

問 環境課　 （93）4946

問 市民活動推進課　 （93）1117

令和３年度
市民活動支援補助金

協働によるまちづくりを目指し
て、自主的・継続的に公益的な活
動（市民活動）を行う団体を支援
するための制度です。

■応募期間
　４月 30 日（金）まで

問 高齢者福祉課　 （93）4981

地域介護予防活動
補助金

介護予防を目的とする活動を行う
団体に補助金を交付します。

住宅用省エネルギー
設備設置補助金

家庭での地球温暖化防止対策促進
のため、住宅用省エネルギー設備
の設置費用の一部を補助します。

問 環境課　 （93）4945

■補助額
　○ 太陽光発電システム
　 １kw 当たり２万５千円
　 （限度額 10 万円）
　 ※市内施工業者の利用
　　 １kw 当たり３万円
　　 （限度額 12 万円）
　○ 家庭用燃料電池システム
 　   ( エネファーム）　５万円
　○ 定置用リチウムイオン蓄電　　
　　 システム　10 万円　

家庭用浄水器設置補助金

安全で健康的な生活を守るため、
家庭用浄水器の設置費用の一部を
補助します。

■補助額
　購入設置費の３分の１
　（限度額７万円）
※市営水道が利用できない地区
　で、井戸水を飲用で利用し、硝
　酸性窒素などの水質が基準値
　を超えている世帯が対象です。

問 環境課　 （93）4945

納税者が所有する土地・家屋の評価額と、ほかの土地・
家屋の評価額を比較することができる制度です。
※納税者とは、 1 月 1 日時点に市内の土地 ・ 家屋を
　　所有し、 固定資産税を納める人
■日時   ４月 30 日 （金） まで
　　　　　  　　平日の８ ： 30 ～ 17 ： 15
■場所   課税課窓口
■持ち物   ○本人確認できるもの
                   （マイナンバーカード、 運転免許証など）
                ○代理人は納税者からの委任状
                ○相続人は相続関係を証明する戸籍謄本　

○固定資産の価格などの縦覧
土地や家屋の価格は、 ３年ごとに評価替え （見直し）
が行われます。
この評価替えの年を基準年度といい、 令和３年度は
基準年度です。
基準年度に決定した価格は、 原則として３年間据え
置かれます。
※新規に土地 ・ 家屋を取得した場合や、 土地の地目
　　変更、 家屋の増改築などがあった場合は、 評価を
　　行い価格を決定します。

○固定資産(土地・家屋)の評価替え
問　課税課　　 （93） ０４４４固定資産に関するお知らせ

令和３年度固定資産税・都市計画税の
納税通知書を４月９日（金）に発送
します
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市税は、市民の皆さんが、健康で安全・快適な暮ら
しができるよう、福祉や教育の充実、都市基盤の整備、
消防・救急活動をするために、欠くことのできない
貴重な財源です。
今年度の市税の納期限は、表１のとおりです。
必ず期限までに納付をお願いします。

納付方法
①口座振替で納付
　指定口座から納期限日に自動的に引き落とされます。
　一度申し込むと、翌年以降も自動継続されます。
　○キャッシュカードで即座に手続きが可能です。
　　本人確認ができるものを持参し、納税課、国保年金課、
　　日吉台出張所で手続きできます。
　○専用はがきで手続き可能です。郵送または納税課や
　　日吉台出張所の窓口で手続きできます。
　※市内金融機関に備え付けてある申込書でも手続きが
　　可能です。

②ペイジー（Pay‐easy）で納付
　ペイジーは、パソコンやスマートフォン・ATM などを
　利用して、市税などを納付できるサービスです。
　※詳しくはペイジーのホームページを確認ください。

③コンビニで納付
　現金での納付に限ります。手数料はかかりません。
　納付できるコンビニエンスストアは、納税通知書に
　記載しています。
　○納付額が 30 万円を超える場合、バーコード表示の
　　ない納付書はコンビニでは納付できません。
　○納期限を過ぎた場合は、納税課まで問い合わせて
　　ください。
　※コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア で 納 付 し た と き は 、
　　「領収証書」と「レシート」を必ず受け取ってください。
　※領収証書の日付、店名が判別できることを確認して
　　ください。
　※レシートは領収証書として法的効力は持ちませんが、
　　収納事故防止に重要な役割を果たします。

ペイジー

○ペイジー・クレジットカード・スマホ決済アプリを
　利用して納付したときは、領収証書は発行されません。
○納税証明書が至急必要なときは、領収証書が必要です。
　領収証書が発行される納付方法を利用してください。

注意してください

④クレジットカードで納付
　「Yahoo! 公金支払い」へアクセスし、必要情報を入力
　することで、納付できます。
　○利用できるカードは、MasterCard、VISA、JCB、　
　　Diners Club、AMERICAN EXPRESS です。
　※納付金額に応じて手数料がかかります。
　※納期限を過ぎた場合は、納税課まで問い合わせて
　　ください。
　※詳しくはヤフー公金支払いのホームページを確認
　　ください。

⑤スマホ決済アプリで納付
　スマホ決済アプリを利用して、納付できます。
　○ＬＩＮＥ　Ｐａｙ　　　　　　○ＰａｙＰａｙ

　
　※ LINE Payは、事前にLINE のインストールが必要です。
　※１枚の納付額が 30 万円を超える場合やバーコード
　　表示のない納付書は利用できません。
　※詳しくは各アプリのホームページを確認ください。

⑥金融機関窓口・市役所窓口で納付
　○金融機関窓口や市会計課、日吉台出張所で納付できます。
　○納期限を過ぎると郵便局、ゆうちょ銀行では取り扱
　　うことができません。

ヤフー公金支払い

表1 令和３年度　市税の納期限・口座振替日

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

４月 30 日 （金） 1 期

５月 31 日 （月） 全期

６月 30 日 （水） 1 期

８月　　２日 （月） 2 期 1 期

８月 31 日 （火） 2 期 2 期

  9 月 30 日 （木） 3 期 3 期

11 月　 1 日 （月） 3 期 4 期

11 月 30 日 （火） 5 期

12 月 27 日 （月） 4 期 6 期
令和 4 年 

１月 31 日 （月） 4 期 7 期

２月 28 日 （月） 8 期

税目

納期限

問　納税課　　 （93） 0434

市税の納期内納付に
ご協力ください
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人間ドックと脳ドック検査費用を助成します。検査前に申請が必要です。
なお、助成を受けた場合は、検査結果を提出いただき、今後の保健指導などに
活用させていただきます。

問　国保年金課　　 （93） 4083 （国保班）
　　　　　　　　　　　  （93） 4085 （高齢者医療年金班）

助成
金額

人間ドック　　　検査費用の 2分の 1（限度額 2万円）
脳ドック　　　　検査費用の 2分の 1（限度額 2万円）

中小企業で働く人とそのご家族が加入する健康保険

全国健康保険協会（協会けんぽ）
　　　問 協会けんぽ千葉支部

○保険料率について　 043（308）0522
○特定検診について　 043（308）0525

令和３年度保険料率
○保険料率：9.75％→ 9.79％
○介護保険料率（全国一律）：１.79％→ 1.80％
※加入者のご家族（40 ～ 74 歳の被扶養者）を
　対象に特定健診を実施しています。
　詳しくは問い合わせてください。

国民年金の学生納付特例制度
問  国保年金課　 （93）4085
　  幕張年金事務所　 043（212）8621

○学生は、申請により、在学中の国民年金保険料の納付
　が猶予されます。
○申請をしないで保険料が未納であると、障害基礎
　年金などの請求ができなくなることがあります。
※大学（大学院）、短大などに在学する 20 歳以上の
　学生が対象です。詳しくは問い合わせてください。
■申請先　　○国保年金課　○年金事務所
■手続きに必要なもの
　○マイナンバーカードまたは年金手帳、納付書など
　○在籍期間を確認できる学生証または在学証明書
　※過去に会社勤めのある学生は、退職を確認でき　
　　る書類（雇用保険離職票など）も必要です。　
■学生納付特例の承認期間
　○４月から翌年３月までを１年として審査します。
　○年度ごとに申請書の提出が必要です。

○市内に住所を有し、国民健康保険に加入している人、
　または、県後期高齢者医療制度に加入している人
○受検日時点で 40 歳以上になる人
○市税などを滞納していない世帯に属している
　※市の健康診査と人間ドックの両方は受診できません。
　※脳ドックは、２か年度連続しての助成はできません。

○申請方法・対象医療機関など、詳しくは問い合わせて
　ください。
○医療機関への予約は、個人で行ってください。
○検査料や検査項目などは、医療機関によって異なりま
　すので、直接問い合わせてください。
○検査日の変更やキャンセルをする場合は、必ず、国保
　年金課に連絡してください。

対象（次の要件を満たす人）

注意事項

手続きの流れ

注意事項

①医療機関で人間ドックなどの予約をします。
②予約後、 保険証を持参し、 国保年金課で申請手続きを
　　してください。
③後日、 市から 「承認書」 を送付しますので、 承認書・
　　保険証などを持参し受検します。
④契約医療機関の場合は、 助成額を差し引いた費用を、
　　医療機関に支払います。

○申請書は国保年金課窓口に備え付けてあるほか、
　　市公式ホームページからダウンロードできます。
○被保険者証は使わないでください。
○契約医療機関以外での受検の場合は、 国保年金課で
　　助成金の請求手続きが必要です。
　　詳しくは問い合わせてください。
○契約医療機関は市公式ホームページでご覧いただけます。

　「人間ドック・脳ドック」の
一部助成制度

○国保に加入、脱退するときは届出が必要です。
○届出は 14 日以内に行ってください。
○就職や扶養認定により社会保険に加入したときは、
   国保を脱退する手続きをしてください。

国民健康保険の届出について
問  国保年金課　 （93） 4083
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問・申込先　都市計画課　 （93）5148

応援します！ 災害に強い住まいづくり
申請は、契約前にお願いします。なお、予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。

①成田都市計画　用途地域（富里市分）の変更　案の概要縦覧と公聴会の開催
■縦覧・公述申出期間　４月２日（金）～４月 16 日（金）　8：30 ～ 17：15（土・日曜日を除く）
■縦覧場所　都市計画課窓口、市公式ホームページ
■公述書を提出できる人　富里市内に住所のある人と利害関係者（法人を含む）

公聴会　■日時　５月 16 日（日）10：00 ～ 12：00    ■場所　中央公民館 4 階大会議室
　　　　※公述の申出がない場合は開催しません。傍聴希望時は開催の有無を電話確認してください。

②成田都市計画　地区計画の変更　原案の縦覧
■対象地区　○地区計画（七栄中木戸・西二本榎地区）の変更原案　○地区計画（七栄獅子穴地区）の変更原案
■縦覧期間　４月２日（金）～４月 16 日（金）　8：30 ～ 17：15（土・日曜日を除く）　
■縦覧場所　都市計画課窓口、市公式ホームページ　　
■意見書の提出先　富里市長　
■意見書を提出できる人　地区計画区域内の土地所有者、賃借権等を有する者（法人を含む）

③成田都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更　案の縦覧
■縦覧期間　４月 16 日（金）～４月 30 日（金）　8：30 ～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）
■縦覧場所    県都市計画課窓口、県ホームページ、市都市計画課窓口
■意見書の提出先　千葉県知事
■意見書を提出できる人　成田都市計画区域内（成田市の一部、栄町及び富里市）に住所のある人（法人を含む）

公述申出書・意見書の提出方法　
公述申出書・意見書（※）に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出
○都市計画課に持参　○電子メール　○郵送（①②は 16 日、③は 23 日の消印有効）
※都市計画課窓口で配布のほか、市公式ホームページからダウンロード出来ます。

住宅リフォーム費補助事業

■対象工事
　○市内に本店を有する法人、または住所のある個人　
　　事業主が行うリフォーム工事で工事費が 20 万円
      （消費税を除く）以上
　○住宅の床面積を増加させずに、住宅機能の維持・　
　　向上のために行う修繕、改築、模様替え工事で
　　あるもの。 ※併用住宅は、個人住宅部分が補助対象
■対象
　○市民が所有し、居住している、市内にある一戸
　　建ての住宅、または併用住宅
　○建築後１年以上経過している ○市税を完納している
■補助率　10 分の１（上限額 10 万円）
■受付期間（予定）５月７日（金）～ 11 月 30 日（火）

危険ブロック塀等撤去費補助事業

■対象　〇 危険ブロック塀などを有している　〇 土地または建物の販売を目的としていない　〇 市税を完納している
■補助額　①・②の経費のうち、いずれか少ない方の金額（上限額 10 万円）
　　　　　① 経費の２分の１の額　② 危険ブロック塀などの長さに１ｍ当たり８千円を乗じて得た額
■受付期間（予定）５月７日（金）～ 11 月 30 日（火）

問・提出先　都市計画課　〒 286-0292（住所不要）
　　　　　　 （93）5147　FAX  （93）5153　　　　
　　　　　　 toshikeikaku@city.tomisato.lg.jp

都市計画に関する縦覧

木造住宅耐震診断費補助事業
木造住宅耐震改修費補助事業

■対象
　○市民が所有し、居住している、市内にある一戸
　　建ての住宅、または併用住宅
　○地上階数が３以下で、住宅に供する部分の床面積が
　　延べ面積の１／２以上
　○平成 12 年５月 31 日以前に着工された
■補助率　診断費補助　３分の２（上限額８万円）
　　　　　改修費補助　３分の１（上限額 50 万円）　　　
■受付期間（予定）
　診断費補助　５月７日（金）～ 12 月 24 日（金）
　改修費補助　５月７日（金）～ 11 月 30 日（火）
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情報ネット Tomisato information

◎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 

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。　　問 広報情報課　  （93）１１１9

■対象　在宅で、常時おむつ等の
使用が必要で、次のいずれかに該
当する人
○要介護３以上の認定を受けている
○障がい者手帳１・２級が交付さ
れている
※入院、施設などに入所している
人、市民税が課税されている人は
対象外です。
■申込　令和３年４月１日（木）～
■提出書類　申請書、現況届
※要介護４以上の人は、現況届の
　提出は不要です。

問 高齢者福祉課 （93）4981

紙おむつ等
購入助成券i

４月 29 日（木）、５月１日（土）
～５月５日（水）はお休みです。
ゴールデンウィーク前にくみ取
りを希望する場合は、４月 15 日

（木）までに申し込んでください。
■㈲下総衛生　 （93）1101
対象地区　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㈱

043（443）3231
対象地区　新橋、中沢、新中沢、
高松、立沢、立沢新田、高野、
十倉（大堀を除く）、美沢、
御料（葉山を除く）

し尿くみ取り・
浄化槽の清掃i

■対象　生後６か月から小学校３年生
■日時　月～水、金曜日
             8：30 ～ 18：00
        　 木曜日　8：30～12：00
　　　　※祝日、年末年始を除く
■場所　病児・病後児保育施設　
　　　　「ピッピ」
　　　　（龍岡クリニック内）
■その他　子育て支援課で事前登
録が必要です。

問 子育て支援課 （93）4497

病児・病後児保育

i
■日時　４月 25 日（日）　
             ※雨天決行
             ９：00 ～ 11：30 
            13：00 ～ 15：00
■場所　市役所正面玄関前駐車場
■当日回収できる紙類
　新聞、雑誌、段ボール、
　飲料用紙パック
■その他　搬入時は、マスクの着
用をお願いします。
事業ごみやその他のごみは回収で
きません。

古紙の拠点回収

問 環境課 （93）4946

マイナンバーカード（利用者用電
子証明書付帯）をお持ちの人は、
ぜひご利用ください。

住民票・印鑑証明書
コンビニで交付i

問 市民課 （93）4086

すいか栽培の促進と、生産者の減
少の抑制を目的に、奨励金を交付
します。
■補助額　
　１a 当たり 1,000 円
　※ 10a を超えた部分から適用
■申請期限
　４月 28 日（水）までに、申請
　書類を窓口に提出してください。

すいかの里
生産支援奨励金i

問 農政課 （93）4943
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●連合千葉
　フリーダイヤル（通話料無料）
　０１２０（１５４）０５２

●面談での相談（要予約）
　成田・佐倉地域協議会事務所
　　成田市花崎町７９９－７
　　ホクセイビル２Ｆ
　　9：30 ～ 17：00

無料なんでも労働相談

解雇・雇用契約、賃金不払、
労働時間、パワハラ・セクハ
ラなど労働問題に対し専門の
アドバイザーが秘密厳守にて
適切にアドバイス。

重度心身障害のある人が、市指定
のタクシー事業者を利用したとき
に、料金の助成を受けられる制度
があります。詳しくは問い合わせ
てください。
■対象　次のいずれかの手帳を
持っている人
○身体障害者手帳 1・2 級　　　

（下肢・体幹・視覚障害は3級も該当）
○療育手帳Ⓐ、Ⓐの 1、Ⓐの 2、
Ａの1、Ａの2
○精神障害者保健福祉手帳 1 級
■助成額　利用料金の 2 分の 1

（限度額 1,000 円）
■申請時に必要な物　
各種手帳、印鑑、期限切れの福祉
タクシー料金助成券（お持ちの人のみ）

問 社会福祉課

福祉タクシー料金
助成券i

  （93）4192　 
FAX（93）2422　

市に犬の登録をしている人には案内はがきを送付する予定です。
■対象　生後 91 日以上の犬
■費用　

月日 会場 時間

5/17（月）
七栄集会所（獅子穴公園隣） 9:00 ～ 10:30
東七栄集会所 10:55 ～ 11:35

5/18（火）

しらかば公園
（ファミリータウン富里内） 9:00 ～ 9:40

根木名公民館 10:00 ～ 10:35
久能集会所 11:00 ～ 12:00

5/19（水）

南七栄第３公園（南七栄区民会館隣） 9:00 ～ 9:30
南平台自治会館 9:50 ～ 10:30
中沢消防機庫（富里第二工業団地第２公
園） 10:55 ～ 11:50

5/20（木）
三区公民館 9:00 ～ 10:10
実の口集会所 10:30 ～ 11:00
高松入集会所 11:25 ～ 12:00

5/21（金）
両国共同利用施設 9:00 ～ 10:20
葉山集会所 10:45 ～ 11:35

5/23（日）
富里市役所 8:50 ～ 10:30
北部コミュニティセンター第２駐車場 11:15 ～ 12:15

※新型コロナウイルス感染症対策のため、 安全な間隔が確保できない
会場は使用を見送っています。
問 環境課 （93）4945

令和3年度狂犬病予防集合注射i

登録と注射
の場合

注射のみの
場合

注射料金 2,950 円 2,950 円
登録手数料 3,000 円 －
注射済票交付
手数料 550 円 550 円

合計 6,500 円 3,500 円

■日時　４月 20 日（火）、
                    4月21日（水）
                    9：00～16：00
■場所　市役所分庁舎１階会議室１、
北部コミュニティセンター１階
第１会議室
■費用　
〇検便料（О－ 157）
   組合員⇒ 800 円
   非組合員⇒ 1,600 円
〇水質検査（11 項目）
   組合員⇒ 7,500 円
   非組合員⇒ 9,720 円

市食品衛生組合
検便容器の配布

問 市食品衛生組合 岩井

i

 （92）0828

サツマイモ基腐病は、茎が地際部
から黒変し、イモが腐る病害で、
多発したほ場では大幅な減収を生
じます。サツマイモを栽培される
人は、本病発生防止のため、以下
の取り組みにご協力をお願いしま
す。 
○本病未発生ほ場で生産された
健全種苗を用いてください。 
○腐敗などの疑似症状が見られる
株は直ちに引き抜き、袋に入れる
などの処置をとった上で廃棄して
ください。

サツマイモ貴腐病に
ご注意くださいi

問 農政課 （93）4943
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■日時　４月８日（木）
　　　　13：00～17：00
■場所　北部コミュニティセンター
　　　　会議室１
■対象　15 ～ 49 歳で就労に悩
みを抱えている人またはその家族

就労・進路相談

 （37）6844

問・申込先

ちば北総地域若者サポートステーション

4 月分は 5 月分をまとめて振り
替えますので、２か月分の入金を
お願いします。
■振替日　５月 10 日（月）　
※前日までに入金確認をお願いし

ます。

学校給食費
口座振替日

 （93）2550

問 学校給食センター

市内に住所を有する人または所在
する団体が全国大会などに出場す
る場合に、奨励費を交付していま
す。

全国大会等出場者
奨励費i

問 生涯学習課 （92）1597

■期間  4月6日（火）～15日（木）
　手をあげて　じぶんでまもろう
　いのちのあいず

春の全国交通安全
運動i

経験がない人や資格がない人も
大歓迎！
詳しくは、各学童クラブに問い合
わせてください。
○根木名学童クラブ

(91）1288
○富里南学童クラブ

(92）0092
○若草児童館学童クラブ

（富里保育園併設）
(93）8226

問 子育て支援課 （92）1597

学童クラブ指導員
募集募

■成人式開催日　
　令和４年１月９日（日）
■会議・活動内容
○成人式までに５回の実行委員会
議を開催予定
○式典・アトラクションなど式全
体の企画・運営
■対象　
平成１３年４月２日～平成１４年４月１日
に生まれた人
■定員　10 人程度
■応募期限　５月７日（金）まで

令和4 年成人式
実行委員募集

問 生涯学習課 （93）7641

募

市税を一時に納付することがで
きない理由があるときには、申
請することにより、差押えなど
の猶予が認められる場合があり
ます。病気や事業の廃止など、
特別な事情で納付できないとき
はご相談ください。

納税相談はお早めに !

問 納税課 （93）0433

 （93）4497

ファミリーサポートセンターは、
子育ての援助を受けたい人と援
助ができる人を結ぶ会員組織で
す。入会を希望する場合は問い
合わせてください。

ファミリーサポート
センター

問 ファミリーサポートセンター

問 上下水道課 （93）3340

３月２日の測定で、放射性物質は
検出されず、安定した状態が続い
ています。今後も３か月に１回測
定を実施し、安全な水の供給に努
めます。

水道水の放射性
物質測定結果i

４/30（金）

固定資産税
都市計画税

第１期

納期内納付に
ご協力ください

■日にち　５月15日（土）
■場所　北部コミュニティセンター
　　　　※午後は依頼主宅も可能
■費用　無料
■申込　５月 13 日（木）までに
　　　　電話予約

住宅耐震相談会i

問 ・申込先
都市計画課 （93）5148

i
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■期間　5 月 2 5 日 （ 火 ） ～
12 月 24 日（火）、前期全 27 回

（後期あり）
■時間　10：00 ～ 12：00
■場所　八街市総合保健福祉
　　     センター
■対象　
○将来手話通訳を目指す人
○手話奉仕員養成講座前期を修了
していない人
■定員　20 人
■費用　
○テキスト代　4,400円（２年間使用）
○日本聴力障害新聞 4,300 円
■申込　4 月 21 日（水）まで

手話奉仕員
養成講座（前期）

申込先　千葉聴覚障害者センター

  043（308）6373
 FAX 043（308）6400

■日時　5 月 15 日（土）
　　　　9：30 ～ 16：45
■場所　千葉県教育会館203号室

（千葉市）
■費用　受講料 3,700 円、
　　　　テキスト代 4,500 円
■定員　70 人　
■申込　４月 19 日（月）～
　　　　 4 月 23 日（金）

前期危険物取扱者
試験受験者講習会

問 ・申込先　
予防課 （92）1313

■日時　４月 18 日（日）
               9：00 ～ 12：00
　          受付　8：30 ～
■場所　消防本部 3 階講堂
■対象　12 歳以上で市内在住、
在勤、在学いずれかの人
■定員　５人　
■申込　４月 11 日（日）まで

普通救命講習会
受講者募集

問 ・申込先　
消防署 （92）1311

■日時　
５月９日（日）９：00 集合　
■場所　
社会体育館 2 階アリーナ
■対象　
市内在住、在勤、市内クラブ所属の
中学生以上の人
■種目　
○男女シングルス　○ミックスダ
ブルス
■費用　１人500円（中学生無料）
■申込　４月 29 日（木）まで

第 83 回富里市
卓球大会i

問 市スポーツ協会　卓球専門部 粕谷

  090（2530）5101
（月～金曜日の 19：00 ～ 21：00）

FAX（93）9640
申込先　生涯学習課

問 生涯学習課 （93）7641

とみさとザ・ワールド・キッズは、
保護者をはじめ地域の人たちが中
心となって運営する、小学生を対
象とした英会話体験活動です。
年 10 回程度の活動で、「見る・
聞く・話す」の体験・交流などを
通じて、楽しみながら英語を学ん
でいきます。

Dear teachers: 
Could you help Engl ish 
events in our city?
P l e a s e  c o n t a c t  t h e 
following number if  you 
are interested in.

外国人講師・
運営委員募集

第25回ペガサスカップ

■日時　６月12日（土）、13日（日）
■場所　社会体育館２階アリーナ
■対象　市内在住、在勤、在学の
人で構成されたチーム
■費用　１チーム 5,000 円
■申込　４月 28 日（水）まで
■その他　募集予定チーム数に達
し次第、締め切ります。

市バスケットボール
大会i

市スポーツ協会　
バスケットボール専門部　長谷川

tomisatobasket@yahoo.
co.jp

問 ・申込先　

募募

募

募

「日常生活が思うようにできない」、
「人と付き合うのが苦手」などの
悩みを持つ人の社会参加を目的と
した集団活動です。
■日時　４月16日（金）
               13：30～15：30
■場所　福祉センター 2 階娯楽室
■内容　グループミーティング
■対象　18 歳以上で、精神科な
どに定期的に通院している人

デイケアクラブ

問 社会福祉課 （93）4192

募

■日時   ４月25日（日）8：45集合
■場所　市営運動場テニスコート
■対象　市内在住、在勤で中学生
以上の人
■費用　１人 1,200 円
■定員　16 組前後
■申込　４月 19 日（月）まで

市ダブルステニス
大会i

市スポーツ協会　テニス専門部　平野
問 ・申込先　

  090（9363）0307

hiranokykk@yahoo.co.jp
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【事例】
インターネットの広告を見て、特別価格約３千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品
が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の 10 日前ま
でに申し出がないと対応できない」と言われた。２回目の商品は１万円以上でとても高い。どうにかならない
か。 （60 歳代　女性）
アドバイス
・１回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
・詳細な契約内容は「〇％オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれてい
たりすることがあるため、画面の隅々まで見るなどの注意が必要です。
・「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文す
る際には、　解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
・わからないことがあったり、対処に迷ったら、すぐに消費生活センターへ相談してください。
■日時　月～金曜日（祝日、年末年始を除く９：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00）
■場所　市役所分庁舎２階
■その他　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。

販売サイトで契約内容をよく確認！

定期購入トラブル多数発生

はい、こちら

消費生活センターです！

消 費 生 活
相談コラム

195

問 消費生活センター　 （93）5348

■私立保育園（富里保育園、こひつじ保育園、あい・あい保育園富里園、　
　　　　　　　ひよしだい保育園）
　　　　　　　 ※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。

■公立こども園パートタイム（葉山こども園、向台こども園）
○勤務時間　月～金曜日７：00 ～ 19：15
                        土曜日７：00～15：15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
　　　　※勤務条件により、期末手当支給あり。

○申込　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）を提出してください。

問 葉山こども園 （93）1215

市内の保育園・こども園で働きませんか？

 　向台こども園 （93）2951

問 富里保育園　 （93） 0155

　　　こひつじ保育園　 （93） 1048

　　　あい・あい保育園富里園　 （37） 3596

　　　ひよしだい保育園　 （93） 4408

「こども 110 番
の家」は、子ど
もたちが犯罪に
巻き込まれそう
になった時、ま
た急病や怪我な
どで困った時に、
安心して立ち寄れる場所です。
地域で子どもたちを見守りましょう。

「こども１１０番の家」
協力者募集

問 生涯学習課 （93）7641

募 募

あなたの周りにこんな人はいませんか？

○入居早々ドアや窓のカギの取り
替えや補強をしている
○単身または夫婦だけのはずなのに、
密かに複数の人が出入りしている
○昼間でもカーテンをして部屋
の中が見えないようにしている
○外出は、早朝、深夜など人目が
ない時にしている
○近隣の住民と接しないようにし
ている
少しでも「変だ」と感じたときは、

連絡してください。

極左暴力集団の
非公然アジト摘発i

問 成田警察署 （27）0110
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４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３年２月生まれ
ＢＣＧ　令和２年 11 月生まれ
４種混合　令和３年１月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年３月生まれ
日本脳炎　平成 30 年３月生まれ

母子保健班プレパパママ教室

初めて出産を迎えるご夫婦を対象にした教室です。
日　時　５月 15 日（土）
　　　　① 9：00 ～ 11：00　② 13：00 ～ 15：00
　　　　感染症対策として、各時間８組までとします。
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）
参加費　２５０円（テキスト代）
申込み　5 月 13 日（木）まで

骨髄バンクドナーに助成金 成人保健班

市では、骨髄移植の推進とドナー登録者の増加を図るた
め、骨髄や末梢血管幹細胞を提供した人（ドナー）と勤
務先事業所に対し、助成金を交付します。
対　象　次のすべてに該当する人
　　　　○富里市に住民登録している
　　　　○市税の滞納がない
　　　　○他の地方公共団体から助成金に相当する交付
　　　　　を受けていない
費　用　○ドナーに対する助成額
　　　　　通院・入院日数×2万円(上限14万円)
　　　　○事業所に対する助成額
　　　　　ドナーに与えた休暇日数×１万円（上限７万円）
申込み　市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書（※）
　　　　に必要事項を記入し、日本骨髄バンクが発行する
　　　　「提供証明書類」などを添えて、骨髄などの提供を
　　　　完了した日から90日以内に申請してください。

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っています。
対　象　市内に居住し原則として 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、在宅で歯科診療が可能な人

ストップ！ザ・むし歯 母子保健班

２月５日に行われた 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。

　　浅野　あい　　阿部　珊
さ ん ご

瑚　　安齋兼
けんしろう

士朗

　　大木　夏
か ほ

穂　　木村　凪
な ぎ さ

沙　　小瀧　善
よ し と

登

　　佐久間夕
ゆ ず き

葵　　澤谷　瑠
る り

莉　　塩見　桃
も も こ

子　

　　信太　敢
か ん な

成　　髙田　里
り ほ

帆　　田中　麻
ま ゆ

友

　　戸村　優
ゆ う か

花　　長尾　澪
み く う

紅　　永田　涼
す ず か

花

　　夏目直
なおたろう

太朗　　三井　諒
りょうへい

平　　宮負　　葵
あおい

　　山老那
な ゆ た

由多　　　　　　　　　＜敬称略＞

健康広場

健康推進課　 （93）4121　FAX  （93）2422
健康推進課 Twitter

健康広場のお問い合わせ・お申し込みは、健康推進課までお願いします。

４月の健康カレンダー
日（曜日） 行　　　事 場 　所 受付時間

 ５（月）
健康相談（要予約）                

保健センター
（すこやかセンター内）

9：30 ～ 11：00
育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

６（火） １歳 6 か月児健診（令和元年９月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30

９（金） 3 歳児健診（平成 29 年 10 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30

13（火） ２歳児歯科（令和 30 年 11 月生まれ）
※対象者には個別に通知

13：00 ～ 13：30
13：30 ～ 14：00

16（金） 乳児健診（令和２年 11 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30
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相　談　名 日　　時 場　　所 問い合わせ 申込など

法律相談 12・19・26日（月）
13：00～ 16：00

市役所分庁舎
1階会議室

社会福祉課　　　　
（93）4192

毎月5日（閉庁日
の場合は翌開庁日）
から社会福祉課窓
口で受付

年金相談 15日（木）
10：00～ 15：00

市役所本庁舎
1階会議室

国保年金課
（93）4085

心配ごと相談 6・13・20日（火）
10：00～ 14：30

福祉センター
2階小会議室

社会福祉協議会
（92）2451

相談時間は１時間
以内

人権・行政・心配ごと
合同相談

27日（火）
10：00～ 14：30

福祉センター
2階小会議室

社会福祉協議会
（92）2451

障がい者相談 ９日（金）
13：00～ 15：00

市役所本庁舎
1階会議室

社会福祉課
（93）4192

家庭児童相談 月～金曜日（祝日を除く）
9：00～ 16：00 子育て支援課 家庭児童相談室

（93）4498 電話相談も可能

教育相談 火～金曜日（祝日を除く）
9：00～ 15：45

市立図書館2階
ふれあいセンター

ふれあいセンター
（91）6600

消費生活相談 月～金曜日（祝日を除く）
9：30～ 16：00

市役所分庁舎２階
消費生活センター

消費生活センター
（93）5348

敷地内で漏水したときは？ 今月の当番は（株）中央設備　 （93）2375

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

印旛市郡小児初期急病診療所（15歳まで）
（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

○急病診療所を受診するときは、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）

急病のときは？

こども急病電話相談

　 ♯８０００
(ダイヤル回線　 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　 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

相　談　窓　口

○相談は無料で秘密は厳守されます。　○相談時間は、正午～13：00を除きます。
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４月 11 日（日）・25 日（日）　8：30 ～ 17：15
　　　　　　　　　　　　　　※旅券交付は 9：00 ～ 16：30

○市民課一部証明交付（図①）

取扱手続　○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、11 日のみ。

　　　　　※個人番号カードは、平日の市役所開庁時に要予約

持 ち 物　運転免許証などの本人確認書類

【問い合わせ】市民課　 （93）4086

４月 25 日（日）　９：00 ～ 16：00○市税休日納付相談（図②）

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

【問い合わせ】●納税課　 （93）0433     ●国保年金課　 （93）4083

                      ※相談日の当日は、国保年金課に問い合わせてください。

※休日は正面玄関が施錠されています。
　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

（図）

休　　日　　開　　庁

休館日　５日（月）、12 日（月）、19 日（月）、
　　　　26 日（月）、29 日（木・祝）

（92）1211中央公民館 （92）1597社会体育館

休館日　５日（月）、12 日（月）、19 日（月）、　
　　　　26 日（月）

※中央公民館、社会体育館の施設の利用や申請は各施設に問い合わせてください。

【開館時間】９：30 ～ 18：00
　　　　　○金曜日は 19：00 まで
　　　　　　（休日に重なった場合を除く）
　　　　　○土・日曜日、祝日は 17：00 まで

【問い合わせ先】 （90）4
よ む よ む

646
            　○ 9：30 ～ 17：00

※図書館行事は、新型コロナウイルスの感染状況に　
　より変更する場合があります。

図書館ホームページもご覧ください。

おはなし会

毎週土曜日 14：00 から 20 分程度で、4 歳くらいから
小学生を対象に、絵本や昔話を楽しむ会を行っています。
日程：３・10・17・24 日（土）
場所：2 階研修会議室３

親子おはなし会

毎月１回水曜日 10：30 から 30 分程度で、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。
日程：14 日（水）
場所：２階研修会議室３

４月の映画会
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。

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です

休館日

5（月）、12（月）、19（月）、26（月）、30（金）

information
Library図書館だより
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子育てに役立つ情報をまとめた「と
みさと子育て応援ブック」の最新
版を、（株）サイネックスと共同
で発行しました。市内の保育園・こども園・
幼稚園などを通じ配布するほか、子育て支援課窓口や、
日吉台出張所で配布しています。

とみさと子育て応援ブック
新しくなりました！

子育て広場

子ども子育てコンシェルジュ
市では、葉山キッズ・ランドを拠点に、子ども子育て
コンシェルジュが活動しています。
子育て中のご家庭や、妊産婦さんのお困りごとを伺い、
困りごと解消のために必要な支援の紹介や情報の提供
などを行います。お気軽にご相談ください。

気軽に相談してください！

児童虐待相談窓口　
相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。
●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

●子育て支援課家庭児童相談室　 （93）4498　
●千葉県子ども・家庭 110 番　（24 時間 365 日対応）
　 043（252）1152

施設名 内容 日時など

子育て支援センター
（葉山キッズ・ランド）

申込 （93）2800

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

16 日（金）10：00 ～ 11：30

子育てプチ相談（要予約）

  8 日（木）14：45 ～ 15：45
　　　　　※０～５歳
19 日（月）10：30 ～ 11：40
　　　　　※ 0 歳児・妊婦

子育て支援センター
（向台こども園）

申込 （37）7070

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

  ２日（金）10：00 ～ 11：30

予約制でセンター室開放を行います。詳細はお問い合わせください。

富里保育園
申込 （93）0155

保育園開放　子育てサークル
「おやこの森」

27 日（火）９：30 ～ 11：00

子育て交流の場　「にこにこサロン」 20 日（火）９：30 ～ 11：00

若草児童館
申込 （93）8226

子どもの遊び場ミルキー 14 日（水）新しいお友だちをつくろう！

じどうかん食堂（要予約）
「春のお弁当」

17 日（土）12：00 ～ 14：00

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば
「ひろばバンビ」

28 日（水）９：30 ～ 11：00

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」
定員：７組

20 日（火）・22 日（木）・27 日（火）
９：00 ～ 11：30

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

子育て教室「ちびたんくらす」
16 日（金）10：15 ～ 11：45
こいのぼりを作ろう・身体測定

未就園児園庭開放
（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

22 日（木）11：00 ～ 11：45

簡易マザーズホーム　 （92）2302

マザーズホームは、乳幼児期の子どもたちの情緒、運
動の発達を目指し、子育てを支援します。また、保育
所等訪問支援専門員がお子さんの通っている園を訪問
し、集団適応するための支援を行います。

お子さんの発達で気になることはありませんか？
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ご支援に感謝

団体名
〇コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　〇株式会社津田商店　　〇成田国際協同組合　
〇富里ロータリークラブ　　　　　　　　　　〇株式会社ビヨンド　　〇日本航空株式会社成田空港支店　
〇オラキノマイカイみちこフラスタジオ　       〇合同会社りあん　　   〇一条貫太を応援する会 TOMISATO
〇株式会社Ｔ＆Ｋ　　　　　　　　　　　　　〇株式会社旅友　　　　〇株式会社オーディオファイル　
〇第一生命保険株式会社成田支社成田東営業オフィス　　　　　　　　〇明治安田生命保険相互会社
〇株式会社半兵衛エンタープライズ　　　　　〇アイテックス株式会社
〇コスメテックスローランド株式会社

新型コロナウイルス感染症への対応に関して、複数の企業、団体などの皆さまから、心温まるご支援を
いただきましたことを、心から感謝申し上げます。
支援いただいた団体などは下記のとおりです。（敬称略・順不同、令和 3 年 3 月 12 日現在）
これからも全職員が一丸となり、感染拡大の防止に向け、取り組んでまいります。

心温まるご支援、ありがとうございました
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市では、令和２年２月20日に芸術学部・危機管理学部・スポーツ科学部と、令和３年２月24日に理工学
部と包括連携協定を締結し（23ページ参照）、地域課題の解決と相互発展のため各種事業を推進しています。
今回は芸術学部との連携事業により、「富里市のＰＲポスター」、「地域商品券のデザイン」、「図書館活性化の
ための企画」を実施しました。

とみさと Hot News !

市の魅力を発信し知名度向上を図るため、本市の
代表的な特産である「にんじん」をテーマにした
ＰＲポスターを作成しました。
このポスターは、2月22日から28日まで電車
の中吊り広告として掲出されました。

①富里市のPRポスター

新型コロナウイルス感染症対策の「富里支援パッケージ」
第４弾地域活性「とみさと元気アップ」商品券のデザイ
ン作成に協力いただきました。
※とみさと元気アップ事業について、詳しくは５ページ
　をご覧ください。

②地域活性「とみさと元気アップ」商品券デザイン

「富札」中央にはとみちゃんを偉人「富さん」に見
立て、色合いはスイカをイメージした赤と緑をメ
インに使用しています。

富里らしさを取り入れつつ、皆さんに「親しみや
すく、愛されるように」との思いから旧岩崎家末
廣別邸に着目しました。そこから旧札を連想し「富
里×旧札＝富

とみふだ

札」を作成しました。

～デザイン協力をいただいた学生たちの思い～

日本大学との連携事業が続々展開中！

また、身体の健康と同様に、心の健康にもアプロー
チしたいと考え、見る人にクスッと笑っていただ
けるような広告を目指しました。

コロナ渦において、健康への意識がこれまで以上
に高まっている今、富里市の栄養満点のニンジン
が、日本中の人々に届いてほしいという思いから
企画をはじめました。

～デザイン協力をいただいた学生たちの思い～
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令和２年度富里市市民活動感謝状受賞者として、市内
で市民活動を実践している４団体と４名に感謝状を贈
呈しました。
受賞団体・受賞者の取り組みについて、順次、広報と
みさとに掲載予定です。

令和２年度富里市市民活動感謝状受賞者

令和２年度富里市市民活動感謝状受賞者
　〇富里マジック同好会  　 〇ボランティアあかり
　〇朗読サークル「青空」　  〇あゆみの会
　〇野本　淳一　　　　　   〇織田　邦彦
　〇村松　彰　　　　　　　〇渡瀬　英雄
　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

２月 24 日、既に包括連携協定を締結している芸術学部・危機管理学部・
スポーツ科学部に加え、この度、新たに理工学部とも包括連携協定を
締結しました。交通システムや、まちづくり工学、ＩＣＴ化等の地域
課題に対し、専門的な知見から相互発展できる関係を構築し、新たな
取り組みを創出していきます。
なお、協定の目的を達成するための具体的な事業については、個別に
協議の上、今後取り組んでいきます。

包括連携協定の主な内容
(1) 科学的かつ客観的な展開ができる「まちづくり」に
     関すること
(2) 交通ネットワークに関すること
(3) デジタル行政の推進に関すること

日本大学理工学部と包括連携協定を締結

(4) 教育・人材育成に関すること
(5) 人材育成に関すること。
(6) その他この協定の目的を達成するために必要と
　  認められる事項に関すること。

「読書がもっと楽しくなる図書館」をコンセプトにした取り組みの１つとして、「読書駅伝帯
おび

リレー」を実施
しています。これは専用に作成した本の帯に、読んだ本の感想を書いて、次の読者にお勧めしていく、本に
付けた帯を駅伝のタスキのように繋いでいくというもので、企画立案から帯のデザインまで協力いただきま
した。

③図書館活性化のための企画

本の帯をタスキに見立て、コロナ渦でコミュニケーションが取りにくい世の中を、図書館を通して
市民を繋げる素敵な企画にしたいです。

～デザイン協力をいただいた学生たちの思い～
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人口：49,742人（前月比－338）
　男：25,384人（前月比－161）
　女：24,358人（前月比－177）
世帯数：23,704世帯（前月比－312）

市の人口
2021.2.28現在

４月１日から市の組織を一部変更しました

市では、新型コロナウイルス感染症対策を進めながら、効率的な行政経営を目指し、組織を変更しました。

総務課　 （93）1113
財政課　 （93）1116
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※福祉総合相談窓口
　　福祉に関する相談を総合的に受　　
　　け止め、 必要な支援につなげる  
　　ための窓口です。

問い合わせ先


