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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。

○すいか農家

○令和３年成人式

○各種検診のご案内
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鈴木澄子さん（御料）

すいかを作って60年以上
すいかの生産者が減る中で、ご高齢ながら毎年

立派なすいかを作っている鈴木澄子さん（81歳）。

亡くなった御主人と約半世紀に渡り、すいかを

作り続けました。「富里のすいかは美味しいので、

色んな人に食べてもらいたい。」そんな御主人の

遺志を継いで、現在も作り続けています。

元気の秘訣

長年に渡って、毎年すいかを作れる秘訣は、「早寝早起き」、
「いつも笑顔でいること」、「食事をきちんと食べること」
だそうです。食事に関しては、きちんと食べないと娘さ
んが怖いとか・・・

この家に嫁いだ時は、すでに露地栽培のすいか農家でした。大きなハウスですいかを作り始めてから60年を
超えたそうです。
すいかは、半世紀に渡り、御主人と二人で力を併せて作り続けました。７年前に御主人は亡くなりましたが、「富
里のすいかは美味しいので色んな人に食べてもらいたい」という御主人の遺志を継ぎ、「手間のかかる作物だ
けど、一生守っていきたい」とのことです。

２年前の台風で家は壊れ、ハウスは全壊。台風により、押しつ
ぶされたハウスを目の当たりにして、「農家はもうやめる。ハ
ウスは建てない。」口からそんな言葉がでたそうです。 全壊したビニールハウス

農業をしていて大変なことは、天候との闘い。寒かったり太陽の光
が少ないと、育ちが悪くなったり、病気になり、管理するのが難しい。
しかし、その大変さを乗り越え、毎年立派なすいかを作っています。

台風被害からの再起

しかし、２カ月くらいしたある日に、畑が呼んでいるような気がしたそうです。その時、「すいか作りしか自
分にはない」と心に決め、抜け殻のような日々から抜け出しました。また、お孫さんが手伝ってくれるようになっ
たので、毎日楽しく、嬉しいことばかり増えていったとのことです。

すいかへの想い

我々生産者が、愛情を込めて作ったすいかです。
たくさん食べてください。

皆さんに伝えたいこと
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富里といえば「すいか」！

富里のすいかは、昼夜の寒暖差が大きいことで、糖度は高く、

甘いすいかができます。

水分が豊富なので、熱中症予防にもぴったりです。

すいか
を

食べよ
う !!

すいかの主な栄養＆効能

カリウム

シトルリン リコピン

カリウムは果肉や種子に多く含まれ、

高血圧予防や利尿作用があります。

血流状態を改善してくれるシトルリ

ンというアミノ酸が含まれています。

手足のむくみの改善効果もあります。

リコピンは、活性酸素を減らす働き

があり、老化予防に効果的といわれ

ています。

β‐カロテン

β－カロテンは体内でビタミンＡに

変換され、新陳代謝を促し、肌の老

化を予防します。

富里のすいかの主な販売時期

〇大玉すいか　5月上旬～7月下旬
〇小玉すいか　5月上旬～7月下旬
〇抑制すいか　8月下旬～10月下旬

なんで富里のすいかは有名なの？

富里ですいかの栽培が行われるようになったのは昭和８
年から。北総台地の火山灰土に適した品種が育成される
と、この地ですいかを栽
培する生産者が増えま
した。昭和11年、皇室
へすいかを献上したこ
とによって、富里のすい
かの名が全国に広まり

ました。
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郷土資料展示室にて

                  貴重な資料を公開中

富里市立図書館2階郷土資料展示室では、富里市教育委員会で所蔵する貴
重な資料を公開しています。
図書館の開館日であれば、ご自由に見学することができます。
富里の歴史をより身近に感じてみませんか？

富里市の歴史について学ぶ場として、江戸幕府の御用牧で馬の飼養にあたってい
た「牧士」（もくし）に関する資料を中心に、富里市内の遺跡から出土した遺物
やその歴史的資料を通史的に展示しています。

▲鐙（あぶみ） ▲燗鍋（かんなべ） ▲将棋の駒形布

展示内容

令和３年成人式のご案内
9/19
(日 )

第二部　
富里北・南中学校区
受付　11：00～
アトラクション　11：20～
式典　12：00～

第一部　
富里中学校区
受付　９：00～
アトラクション　９：20～
式典　10：00～

問  生涯学習課　 （93）7641

問  生涯学習課　 （93）7641

▲令和３年成人式実行委員
　保谷恵都さん
　（富里南小学校出身）

成人式への想い

全国で新型コロナウイルス感染拡大が急速に進み、成人式を「中止」とする自治体がある
中で、富里市では「延期」としてくださったことにはありがたく思っています。
今まで家族や先生方が支えてくれて、勉強などをこなすだけでよかったものが、新成人とな
ると自分で考え行動し、困難を乗り越えていく必要があります。また、大学卒業後のキャリア
選択を迫られる中で、自ら主体的に考え行動することが求められていると強く感じています。
成人式では、小さい頃から互いを知っている仲間の成長を知って「自分も頑張らなければ
ならない」と刺激を受けるのと同時に、式典を通じて新成人としての責任感を自覚する良
い機会になると思います。
一人一人が新成人としての自覚を持ち、感染症対策など自分たちでできる対策をしっかり
と行って無事に開催できることを願いましょう！

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期していました令和３年成人
式の日程が決まりましたので、お知らせします。
■日時　９月19日（日）　■場所　中央公民館講堂
■対象　平成12年４月２日～平成13年４月１日に生まれた人
　※対象者には案内状を送付しました。市内に住民票がない人でも出席できます。
■その他
　成人式当日の８時30分から、国登録有形文化財「旧岩崎家末廣別邸」
　に記念写真の撮影スポットを設置します。ぜひお越しください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容などが変更にな
　る場合があります。 ※二部構成から一部構成に変更になる場合があります。
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富里市観光ブースのご案内

ぜひ見に来てね！

東京ガス ( 株 )から
すいか柄ガスホルダーのメモリアル品が寄贈されました

富里市の魅力を広く発信することを目的として、市役所
本庁舎１階に、富里市観光ブースを設置しました。
「観光・交流拠点（仮称）『末廣農場』」や「旧岩崎家末廣別邸」、
「岩崎家ゆかりの地」、「とみさとフィルムコミッション」
のほか「富里市ふるさと産品」など、富里市の観光情報
を紹介しています。

令和３年３月に解体が完了した「すいか柄ガスホルダーの鉄板」と「解体写真パネル」が、
東京ガス (株 )から寄贈されました。
また、市民活動団体「とみさとドローンクラブ」と市で制作した、ガスホルダーの在り
し日の風景と解体の様子を収めた動画を、富里市観光ブースと、市公式YouTubeチャ
ンネルで公開しています。

▲本庁舎正面玄関を入って左
　市民課手前

ガスホルダー
動画

公開中！

問  商工観光課　 （93）4942
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協働のまちづくり

問  市民活動推進課　 （93）1117

簿信通

今までの取組・これからの課題
　　

　　

情報の提供・共有　

市の体制について

　　環境づくり　

協働のまちづくりは、市政の根幹に関わることから、市長の直属の機関を設置して推進すべきという意見が
ありました。まちづくりコーディネーターの育成及び充実については、コーディネーターの意欲的な取組が
高く評価されていますが、市民への周知、支援活動の充実、そして市民活動推進課との連携が期待されます。
市民活動支援補助金の充実については、手続きの簡素化を図りました。また、審査の方法は、提案者の思い
が直接伝わるよう質疑応答の時間配分を工夫するなどの見直しを検討してもいいのではないでしょうか。
市民活動補助金は、市の適切な予算措置により、活動団体の立ち上げを支援することができました。
市民活動支援基金については、資金の確保とその活用方法の検討が必要です。

　　担い手づくり　

市民活動感謝状贈呈制度の運用については、個人や団体
の活動内容の周知が図られ、新たな人材の確保に寄与で
きるよう、引き続き制度の磨きに努めていただきたいで
す。
市民活動補償制度の運用については、当制度を早期に導
入していますが、制度の周知が十分ではないとの指摘が
あります。
（仮称）地域活動ポイントについては、活用方法の検証が
必要です。

従来の電話やメールなどのツールも併せて活用することで、
きめ細かな情報発信を心がけていただきたいと思います。
活動事例の紹介については、サポートセンターを中心に、
市民に活用してもらえるような内容を含めた情報の提供を
検討しています。
高齢者がスマートフォンを活用できるよう、スマートフォ
ンの操作講座を開催するなど、情報の受け手に立って取り
組む必要があります。

　　市政への参画　

パブリックコメントを実施するときは、パブリック
コメントにかける計画などを直接市民に説明する機
会を設けるなど、市政への関心を高める方策を検討
していく必要があります。

市民とのつながりを深めるために有効な制度の
導入を検討していただきたい。
職員研修などを行い、さらなる協働推進の具現
化に期待します。

　　総　括　

協働のまちづくり推進委員会では、市民が培った技術を活か
し、新しい分野へのチャレンジとして、また行政を補完する
活動すなわち協働のまちづくりを呼び掛け、豊かなまち富里
の実現を目指しています。当推進委員会も市民の負託に応え
取り組んできましたが、まだ道半ばと考えています。　　　　
この富里で生まれた子どもたちが、大きな誇りと自信を持っ
て生きることができるような富里のまちづくりに、今後とも
市民の皆様の一層の御理解と御協力をお願いします。
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平成５年４月から、マジックを通じて楽しく健康な自分をつくり、笑顔と元気を届け、知見を地域社会
へ還元奉仕することを目的に活動しています。
活動先は地域のイベントや高齢者福祉施設のほか、幼稚園など様々な場所で行っています。
市民活動団体出前講座「架け橋」にも参加し、マジックの出前講座も行っています。

○今後の抱負など一言
　会場にいる全ての人たちが、私たちのマジックと、最　
　近取り入れた踊りによって、最後まで笑顔で楽しく時　
　間を過ごせるように活動していきたいと思います。
○その他
　現在会員募集中です。
　問い合わせは、鬼澤 090（8442）6962 まで。

市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、「市民活動総合補償制度」により、市
が保険料を負担し、活動中のけがや損害賠償を補償します。
■補償対象者　○市民活動に直接参加する人　○市民活動の運営に従事するなど、主体的な立場で活動を行う人
　※補償対象になる市民活動は、条件があります。詳しくは問い合わせてください。
■費用　市が全額を負担するため、保険料の支払いは必要ありません。
■申込み　申し込みや登録など、事前の手続きは不要です。

「市民活動支援補助金」令和 3 年度事業を募集

市民活動総合補償制度

vol. １市 民 活 動 介紹
問市民活動推進課　 （93）1117

令和２年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。

富里マジック同好会 笑顔と元気を届けます

 問い合わせ先　
●市民活動推進課　 （93）1117
●とみさと市民活動サポートセンター （93）4123

安心して市民活動を

行うための制度です

市では協働の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「市民活動支援補助金」制度があります。
■補助対象事業　市内を活動の拠点とし、自ら課題を見つけ、自主的に取り組む
　　　　　　　　公益的な活動
■対象事業期間　補助金交付決定の日から令和４年３月 31 日
■応募期間　６月１日（火）から６月 30 日（水）まで
■審査方法　市協働のまちづくり推進委員会による公開プレゼンテーション審査。
■その他　募集要項は市民活動推進課窓口、とみさと市民活動サポートセンター、
日吉台出張所で配布しているほか、市公式ホームページに掲載しています。
※支援補助金が予算額に達した時点で応募は中止します。

 問い合わせ先　
●市民活動推進課　 （93）1117
●とみさと市民活動サポートセンター （93）4123

代表の鬼澤さん
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【事例１】
母の自宅に保健局を名乗る者から「10 万円で新型コロナワクチン接種ができる。後日、全額キャッシュバッ
クされるので、すぐに●●銀行へ行って10万円を振り込んでほしい。口座番号を伝えるのでメモするように。」
と電話があった。
娘である私が折り返し電話をかけ「▲▲保健所ですか」と尋ねたら電話が切れてしまった。母に対しても、ま
くし立てるような話し方だったという。信用できるか。（80 歳代　女性）

【事例２】
「新型コロナワクチン接種が優先的に受けられる」といった内容の SMS が届いた。大臣名が記載されている
ほか、URL も記載されており不審だ。
アドバイス
・行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送
　信元からの怪しいメール・SMS、SNS など、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
・新型コロナウイルス感染症に便乗した、悪質な勧誘を行う業者には、耳を貸さないようにしましょう。
・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。

新型コロナワクチン接種を口実にした消費者トラブルにご注意を！

はい、こちら 消費生活センターです！
消 費 生 活
相談コラム

196

問 消費生活センター　 （93）5348

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

●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

新型コロナワクチン接種は、国・県の通知や事業の検討等により、スケジュール等が変更になる場合があります。（令和3年５月現在）

ワクチン接種の予約受付、ワクチン接種に関する相談コールセンター

0570（034）415
受付時間：平日の８:30 ～ 17:15
　　　　　（土・日曜、祝日を除く）

ワクチン接種状況について

5 月現在は、65 歳以上の方のワクチン接種を行って
います。それ以外の人のワクチン接種クーポン券の発
送・ワクチン接種については、決まり次第、お知らせ
します。

ワクチン接種による副反応について

ワクチン接種をした場合、副反応として腫れや痛み・発熱等が出る場合があります。そのような症状が出た場合は、
下記まで問い合わせてください。

ワクチン接種体制について

市のワクチン接種は、市内 16 医療機関での「個別接
種」をメインに、仕事等の都合で平日などに医療機関
へ行けない方は、市保健センターで実施している「集
団接種」の併設型で実施しています。

千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

03（6412）9326

富里市新型コロナワクチン接種コールセンター

受付時間：24 時間受付
　　　　　（土・日曜、祝日を含む）
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●風通しの良い日陰や冷房の効いている場所に移動させます。
●衣服を脱がせ、うちわや扇風機で風を当て、体の熱をとります。
●汗をかいていないようであれば、皮膚にぬるい水をかけ、濡らしながら風を当てます。
　※氷のうを、首、脇の下、太ももの付け根などに当てると冷却の助けになります。
●経口補水液やスポーツドリンクを飲ませましょう。　
　※自分で水が飲めない場合は、無理に飲ませてはいけません。

問消防署　 （92）1311

熱 中 症 に気をつけましょう

熱中症は必ずしも炎天下で無理に運動した時だけでなく、冷房のない暑
い室内や車の中に長時間いるだけでも生じます。特に、乳児や高齢の人
は気をつけてください。

熱中症とは

熱中症の症状 1 １９番が必要なとき

応急手当の方法

暑さや熱によって体に障害が起きることを「熱中症」といいます。熱中症は、その原因や症状、程度によって「日
射病」、「熱けいれん」や「熱疲労」など様々な呼び方をされていますが、厳密に区別することが難しく、ひとま
とめにして熱中症と呼ぶことが多くなっています。
重症の熱中症は緊急を要する危険な状態で、毎年多くの人が熱中症で亡くなっています。

●手足の筋肉に痛みが生じたり、筋肉が勝手に収縮
●�体がだるい、吐き気、頭痛やめまい、立ちくらみ
●頭がボーッとして注意力が散漫になる
●意味不明な言動がみられれば危険な状態

頭痛、吐き気、嘔吐、注意力の散漫などがある場合には、
速やかに、医療機関を受診しましょう。
意識がもうろうとしていたり、体温が極端に高かったり
する場合には、すぐに119番通報をしてください。

令和２年度 情報公開・個人情報保護制度の運用状況

問��総務課　 （93）1113

■富里市情報公開制度
　市では、情報を広く公開することで多くの皆さんに市政への
　理解と信頼を深めてもらうため、「富里市情報公開条例」に
　基づいて、市が保有している公文書などの公開を実施しています。
■請求・開示などの実施状況
　令和２年度の公文書開示請求件数は32件で、内訳は下表�
　のとおりです。なお、部分開示になった文書は、個人のプラ
　イバシーや法人に関する情報が含まれていたものでした。
■情報公開制度に基づく請求・開示などの処理状況

請求
年度

請求
件数

開　示　請　求　に　対　す　る　決　定

全部
開示

部分
開示

非開示決定
合計

非開示 不存在など 小計

２ 32 16 16 １ ８ ９ 41

元 46 23 17 ４ 13 17 57

30 70 28 26 ５ 30 35 89

※請求１件につき、２つ以上の決定を行ったものが含まれるため、
　決定の合計と請求件数が一致しない場合があります。

■個人情報保護制度に基づく請求・開示などの実施状況
　市が保有する個人情報は、「富里市個人情報保護条例」で
　保護され、本人に限り、開示、訂正、消去、利用停止の請
　求をすることができます。令和２年度は、20件の開示請
　求と1件の訂正請求がありました。
■情報公開及び個人情報保護審査会
　公文書の非開示決定などに対して、行政不服審査法に基づ
　く審査請求があったときに、実施機関の諮問に応じて審査
　する機関として、「富里市情報公開及び個人情報保護審査
　会」を設置しています。
���▼審査会の構成
　���任　期…令和３年9月30日まで
��　【会　長】　西口　　元（弁護士、大学教授、元裁判官）
　��【副会長】　高谷　正敏（民生委員）
��　【委　員】　菊地　秀樹（弁護士）
　　　　　　��本𣘺　幸子（行政相談委員）
　　　　　��　宮内　夏海（税理士）�������������　　　　�　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���������＜敬称略＞
　



　 10　　　広報とみさと　2021.6.1  　　 

　

問  健康推進課　 （93）4121

新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら、集団検診に加え、個別検診
を実施します。希望する人は必ず予約をしてください。（昨年度、受診された人
には個別通知します。）

女性のがん検診のご案内
乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診

■日程・会場

実施日 会場

7 月 21 日（水）、24 日（土）、26 日（月）、27 日（火）、29 日（木）保健センター

8 月

16 日（月）、17 日（火）、18 日（水） 北部コミュニティセンター

30 日（月）、31 日（火）

保健センター

9 月 1 日（水）、2 日（木）

集団検診の予約

検診 予約開始日 対象 費用
（自己負担金）

受付時間

乳がん
6月1日（火）

～

○エコー（超音波）検査：30 ～ 39 歳
○マンモグラフィ検査：40 歳以上
※ 40 ～ 59 歳で昨年度マンモグラフィ検
査を受けた人は、エコー検査と交互検査
となります。

1,000 円

① 9：00 ～ 9：30
② 10：00 ～ 10：30
③ 13：30 ～ 14：00
④ 14：30 ～ 15：00

子宮頸がん 20 歳以上
① 9：00 ～ 10：30
② 13：30 ～ 15：00

骨粗しょう症 予約不要

市内在住の女性で、令和 4 年 3 月 31
日現在の年齢が次の人（ただし、骨粗
しょう症で治療中及び経過観察中の人
は受けられません。）
40・45・50・55・60・65・70 歳

500 円
①９：00 ～ 11：00
② 13：30 ～ 15：00

■予約電話　専用ダイヤル　 080-7701-4971　 080-2276-5091
　　　　　  受付時間　平日 9：30 ～ 12：30、13：30 ～ 15：30
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■実施期間　8 月２日（月）～令和 4 年 1 月 31 日（月）まで
■対象　集団検診と同様
■費用　各 2,000 円
■受診方法　「受診券」が必要です。受診券を持っていない人は、健康推進課に問い合わせてください。
■個別検診契約医療機関一覧

医療機関名 電話
乳がん
検診

子宮頸
がん検診

予約電話可能時間

日吉台レディースクリニック
（日吉台 2-9-6）

（92）1103 × 〇
 月・火・木・金曜日
 9:00 ～ 11:30/15:00 ～ 16:00

弓立産婦人科
（七栄 646-16）

（93）8272 × 〇
 月・火・水・金曜日
 9:00 ～ 11:30/15:00 ～ 16:00
 木曜日　9:00 ～ 11:00

成田富里徳洲会病院
健診センター

（日吉台 1-1-1）
（85）5313 〇 〇

 月～土曜日
 9:00 ～ 16:00

高根病院健診センター
（芝山町岩山 2308）

0479（70）8051 〇 ×
 月～土曜日
 9:00 ～ 17:00

聖隷佐倉市民病院
健診センター

（佐倉市江原台 2-36-2）
043（486）0006 〇 〇

 月～金曜日　8:30 ～ 17:00
 土曜日　8:30 ～ 12:00

個別検診の予約

計画等名 概要
計画等
期間

策定年月 担当部署
ホームページ

ＱＲコード

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

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実施を目指
した計画。

3 年間 令和 3 年３月
社会福祉課

（93）4192

観光・交流拠点（仮称）
「末廣農場」整備計画

旧岩崎家末廣別邸及びその隣接地
を一体的に活用した観光・交流拠
点施設の整備に関する方向性を示
した計画。

ー 令和 3 年３月
商工観光課

（93）4942

富里市公共施設個別
施設計画

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こ
とを目的とした計画。

16 年間 令和 3 年３月
財政課

（93）1116

富里市すいか条例

「すいかのさと富里」として、郷土
への愛着と市の知名度向上を目指
し、富里のすいかを守り育てるこ
とを目的とした条例。

ー 令和 3 年 4 月
農政課

（93）4943

策定された市計画・条例等一覧表
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◎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

生活も　ウイルス予防も　蛇口から

水道は、蛇口をひねれば水が出て
くる身近な存在です。
新型コロナウイルス感染症対策と
して、こまめな手洗いなどを行い
ましょう。
なお、水は限りある資源です。大
切に使いましょう。

６月１日～７日
水道週間i

問 上下水道課 （93）3340

６月6日～１2日
危険物安全週間i

６月23日～29日
男女共同参画週間i

「食育」は、食生活や食習慣を見
直し、様々な経験を通じて食に関
する知識と食を選択する力を習得
し、健全な食生活を実践すること
ができる人間を育てることを目指
した活動です。家族そろって食卓
を囲みながら、もう一度私たちの

「食」について見つめ直してみま
せんか。

毎年６月は食育月間
毎月１９日は食育の日i

問 農政課 （93）4943

事故ゼロへ　トライ重ねる　ワンチーム

危険物取扱事業所の自主保安体制
の確立のため、毎年６月の第２週
を危険物安全週間として、危険物
の保安に対する意識の高揚と啓発
を全国的に推進しています。
事故の多くは、慣れや油断からく
る誤った取り扱いや、うっかりミ
スなどです。
また、設備や容器の腐食疲労など
による流出事故の増加が心配され
ています。
消防法に基づく定期点検と効果的
な日常点検を確実に実施し、施設
の設置環境や経過年数に応じた維
持管理を実施しましょう。

「女だから、男だから、ではなく、

私だから、の時代へ」

市では、男女が共に尊重し、支え
助け合い、一人ひとりが幸せを感
じる住みよい地域づくりの実現に
取り組んでいます。

●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。

問 消防本部予防課 （92）1313

問 企画課 （93）1118

６月１日は「景観の日」とされて
います。市では、富里市の誇れる
景観スポットを随時募集していま
すので、皆さまからの多くの情報
提供をお待ちしています。
募集ジャンル

〇自然風景　〇農村・田園風景
〇歴史文化　〇まちなみ形成
〇その他保全すべき風景
応募方法
応募用紙と写真などを都市計画課
へ提出（郵送、メール可）。
応募用紙は都市計画課窓口で配布
のほか、市公式ホームページから
ダウンロードできます。

 富里市の誇れる景観を次世代へ

６月１日は景観の日

問 都市計画課 （93）5147

募

大切な農地を守りましょう

「近所の農地が荒れていて、雑草
被害や病害虫被害などがあるので
何とかしてほしい。」このような
要望などが増えています。
農地は一度荒らしてしまうと、雑
草が繁茂し、近隣の人に迷惑がか
かるだけでなく、復元にも労力が
かかります。所有者は定期的な草
刈りなど適正な管理をお願いしま
す。
自ら耕作できないため農地を貸し
たいなどの希望は相談してくださ
い。
農地を相続したときは届出が必要です

農地を相続した人は農業委員会に
届出してください。市外に住んで
いる人が相続している場合は、そ
の人に連絡してください。

農地の管理は適正にi

問 農業委員会事務局 （93）6494
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〇生ごみはしっかり水を切って、
　可燃ごみに入れてください。
〇ペットボトルは必ずキャップと
　ラベルをとり、水で中を洗って
　つぶして出してください。
〇乾電池・水銀入り体温計は、透
　明または半透明の袋に入れて、
　蛍光灯は購入時の箱などに入れ
　て割れないようにして、各地区
　のガラスびん・ペットボトルの
　収集日に出してください。
〇空き缶はつぶさずに出してくだ
　さい。
〇草や葉は、土をよく落とし、必
　ず中身の見える袋に入れて、ク
　リーンセンターへ直接搬入して
　ください。

不法投棄を見かけたら

不法投棄をしている現場を見かけ
たら、捨てられているものや場所、
車のナンバーなどを記録し、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。
なお、私有地は、市で対応できな
い場合もあります。
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。

一度手続きをすると、支払いの手
間が省けます。
■申込み　
　取扱金融機関の窓口にて
■持ち物
　○預金通帳と届出印
　○納入通知書または使用水量な
　　どのお知らせ（検針票）

市では、固定資産税を公平かつ適
正に課税するため、調査員（市職
員）が訪問して家屋調査を実施し
ています。
詳しくは問い合わせてください。
家屋調査とは

固定資産の評価額を算定するため、
新築・増築家屋などを対象に現地
調査を行うものです。調査結果を、
国が定める固定資産評価基準によ
り評価して課税台帳に登録します。
調査方法

建物外部（屋根・外壁など）と内
部（床・柱・建具など）の使用部
材などの調査や、家屋の形状・間
取り計測、完成図面などを確認し
ます。

事業所などで行っている地方税の
電子申告、電子申請・届出に加え、
電子納税が利用可能です。
市へ電子納税できる税金の種類は、
法人市民税、個人住民税（特別徴
収分、退職所得分）です。
利用時間は 8：30 ～ 24：00（土・
日・祝日、年末年始 12/29 ～
1/3 は除く）です。詳しくはｅＬ
ＴＡＸホームページをご覧ください。

アダプトプログラムとは、市民や
事業所の皆さんが一定区間の道路
の里親になって、ボランティアで
清掃・美化活動を行う制度です。
現在、約 1,400 人の「道路の里親」
が活動しています。
登録は随時受け付けていますので、
詳しくは問い合わせてください。

■日時　６月 10 日（木）
※９日（水）までに入金確認をお
願いします。

3 戸以上（住宅密集地はおおむね
10 戸以上）の利用があれば、新
たにごみ収集場所の設置が可能で
す。
収集場所にカゴやコンクリートブ
ロックの囲いを設置する場合は、
補助制度があります。詳しくは問
い合わせてください。

ごみの出し方i
廃棄物の不法投棄を
なくそうi

水道料金の支払いは
便利な口座振替でi

新築・増築家屋の調査i

地方税共通納税
システムで電子納税i

道路の里親になりませんか
アダプトプログラムi

6月分の
学校給食費振替日i

ごみ収集場所の設置i

問 クリーンセンター （93）4529

問 クリーンセンター （93）4529

i
■日時、場所　
　６月27日（日）、9月26日（日）、
　12 月 12 日（日）、令和４年　
　3 月 27 日（日）
　※雨天決行
　○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
■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。

資源ごみの拠点回収

問 環境課 （93）4946

問 環境課 （93）4945

問 環境課 （93）4946

問 学校給食センター （93）2550

問 ヴェオリア・ジェネッツ（株）富里営業所
　 （93）1791

問 課税課 （93）0444

問 ヘルプデスク （0570）081459
　  受付時間9：00～17：00
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
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■対象　
　○市内に居住する世帯主
　○市内に事業所を有する事業主
※販売台数は、1世帯または1事業
　所につき 1 台です。
■販売価格　9,000 円
■申込み　申込書を防災課に郵送
　または持参してください。申込
　書は、防災課窓口で配布してい
　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。

防災行政無線の放送が聞ける

戸別受信機を販売

問 防災課 （93）1114

住宅用火災警報器について

市の火災予防条例では「煙式（煙
感知器）」を設置するよう定めて
います。基本的な設置場所は寝室
で、2 階に寝室がある場合は階段
にも設置が必要です。
住宅用火災警報器は、設置から
10 年を目安に交換し、数か月ご
とに警報音が鳴るかどうか点検し
ましょう。
問 消防本部予防課　 （92）1313

悪質な訪問販売にご注意ください

悪質な訪問販売・点検が発生して
います。消防職員が販売などを目
的に個人宅を訪問したり、消防署
から特定の業者に住宅用火災警報
器のあっせんや販売・点検を依頼
することはありません。
問 消費生活センター　 （93）5348

住宅用火災警報機を
設置しましょうi

i
緊急医療情報キットとは、高齢者
や障がい者などの安全・安心を確
保することを目的に、かかりつけ
医や持病などの情報を専用の容器
で保管するものです。
救急隊などが、その情報を知るこ
とで、急病や災害などに迅速な救
急活動をすることができます。

緊急医療情報キット
の無料配布

問 高齢者福祉課 （93）4981

本調査は、全国すべての事業所・
企業を対象に、国の全産業分野に
おける事業所及び企業の経済活動
の状態を、全国的及び地域的に明
らかにするために行うもので、「経
済の国勢調査」とも言える重要な
統計調査です。
現在、活動調査が実施されていま
すので、対象事業者の皆さまには、
調査票の回答にご協力をお願いし
ます。
■回答期限　6 月 8 日（火）まで
　今回の調査では、新型コロナウ
　イルス感染症への対策として、
　調査員による調査票の回収は行
　いません。回答は、インターネッ
　トまたは、郵送回答でお願いし
　ます。

経済センサスー活動
調査にご協力をi

問 広報情報課 （93）1119

i

該当月に処方された新薬（先発医
薬品）をジェネリック医薬品（後
発医薬品）に変更した場合、薬代
の自己負担額が一定額以上軽減さ
れると見込まれる人に、年４回通
知書を郵送します。
なお、国民健康保険加入者全員に
届くものではありません。通知を
希望しない人は連絡してください。

ジェネリック医薬品
差額通知を送付

問 国保年金課 （93）4083

年金払込通知書は、毎年６月に金
融機関などの口座振込で年金を受
け取っている人に、６月～翌年４
月 ( ２か月に１回 ) まで毎回支払
われる金額をお知らせするものです。
視覚障害を事由として障害年金を

受給している人

音声コードを印刷してお知らせす
る取り組みも行っています。

年金払込通知書・年金額
改定通知書を送付

問 国保年金課 （93）4085

i

i

次の要件に該当する人は、手続き
が必要です。
誕生月に日本年金機構から書類が

届いたとき

加給年金や障害年金の受給者、住
民基本台帳ネットワークでの現況
確認ができない人などには、日本
年金機構から各届出書が送付され
ますので必ず提出してください。
年金の受取金融機関を変更したいとき

⇒年金受給権者住所・受取機関変更届

国民年金を受給して
いる皆さんへ

問 幕張年金事務所
　 043（212）8621

詳しくは問い合わせてください。
■対象　
　令和２年４月１日現在、戦没者
　などの妻や、父母などの遺族が
　いない場合に、先順位の遺族１
　人に支給
■支給額・支給内容
　額面 25 万円、5 年償還の記名
　国債
■請求期間
　令和 5 年 3 月 31 日まで
　※期間を過ぎると請求できません。

第十一回特別弔慰金
の支給

東京都台東区の「ふるさと交流
ショップ台東」に、富里すいかや
新鮮野菜などの販売と展示を行い
ます。
■出店期間
　６月３日（木）～ 6 月 8 日（火）
　10：00 ～ 19：00

ふるさと交流ショップ
台東で農産物をＰＲ

i

i

i

問 社会福祉課 （93）4192

問 農政課 （93）4943
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■日時　６月11日（金）
               13：30～15：30
■場所　中央公民館１階ロビー
■内容　農作物収穫体験
■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　６月 16 日（水）
　9：00 ～ 12：00 ／
　13：00 ～ 17：00
　1 組につき 45 分程度
■場所　市役所分庁舎１階会議室
　　　　（午後は依頼主宅も可）
■対象　市内在住の人　
■定員　10 組
■申込み　６月 14 日（月）まで
■持ち物　建築確認申請時の平面
　　　　　図など、住宅の間取り
　　　　　がわかるもの

住宅耐震相談会

問 都市計画課 （93）5148

募

令和４年度入学希望者を対象とし
て、説明・見学・相談を行います。
なお、対象者以外で希望される人
にも相談を行っています。
■日時　7 月 30 日（金）まで
　　　　10：00 ～ 11：00
■申込み　電話

富里特別支援学校
学校見学募

■日時　６月10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 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

都市計画に関する縦覧

 （37）6844

問・申込先
ちば北総地域若者サポートステーション

i i

問 富里特別支援学校　教育相談係
　 （92）2100

■対象　次のいずれかに該当する人
　①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている
　②公的年金などを受給しており、令和３年４月分の児童扶養手当の支給
　　を受けていない
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入
　　が児童扶養手当の対象となる水準に下がった
■給付額　児童 1 人につき 5 万円
■給付金の支給手続き
　○対象①の該当者　申請は不要です。該当者には、指定の口座に振り込
　　みましたので、確認してください。
　○対象②、③の該当者　 申請が必要です。申請書（※）、必要書類（※）
　　を郵送するか、子育て支援課窓口に直接提出してください。
　　※は子育て支援課窓口に配架しているほか、市公式ホームページから
　　ダウンロードしてください。　
■申請期限　令和４年２月 28 日（月）まで（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　　※ 28 日の消印有効
問 子育て支援課 （93）4497

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

都市計画（案）の案件名

①成田都市計画　用途地域（富里市分）の変更案の縦覧

②成田都市計画　地区計画の変更案の縦覧

　○七栄中木戸・西二本榎地区

　○七栄獅子穴地区

③成田都市計画　地区計画の策定案の縦覧

　○七栄観光交流拠点地区

共通事項

■縦覧期間　
　６月１日（火）～ 15 日（火）　
　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　
　住民及び利害関係者
■意見書の提出方法
　○都市計画課に持参　
　○メール　
　○ＦＡＸ
　○郵送（15 日の消印有効）
※意見書は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
ロードできます。

募
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情報ネット Tomisato information

■日時　６月 20 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　
■申込み　６月 13 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

募

■日時　７月６日（火）
               19：00 ～ 21：00
■場所　社会体育館 2 階
■対象　市内在住または在勤
　　　　（未成年の人は保護者同伴）
■持ち物　動きやすい服装、室内靴、
　　　　　タオル　
　　　　　※飲み物は用意します。

ニュースポーツで
楽しく汗を流しましょう

問 生涯学習課（社会体育館内）　
　 （92）1597

出場には登録が必要です。
■日時　８月 29 日（日）～
　　　　日曜日開催
■場所　中央公園野球場
■申込み　６月 28 日（月）まで
■その他　組み合わせ抽選会は、
　　　　　7 月 11 日（日）に中
　　　　　央公民館 4 階大会議
　　　　　室で行います。

市秋季野球大会

問 市野球協会　香取　
　 090（3060）4890

経験・資格がない人でも大歓迎！
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

学童クラブ指導員
募集募

問 子育て支援課 （93）4497

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

４/19 すいか パイプハウス 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

６/30（水）

市民税・県民税（普通徴収）

第 1 期

納期内納付に
ご協力ください

■募集人数　２人以内
■応募対象
　①市内在住または市内在勤の　
　　18 歳以上の人
　②継続して審議会に出席ができる人
　③市議会議員または市職員ではない人
　④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　委嘱日～令和５年７月31日
■報酬　1 日 7,000 円
■申込み　６月 18 日（金）（必
　着）までに、申込書に、「富里
　市の環境について」をテーマと
　したレポート（任意様式 800
　字以内）を添付し、環境課窓口・
　郵送、メールのいずれかで提出。
■選考方法・結果　
　書類選考を行い、結果について
　は、応募者全員に通知します。

環境審議会委員募集募

問 環境課 （93）4945
E kankyou@city.tomisato.lg.jp
 　〒 286 － 0292（住所不要）

i

i

■日時　10 月 10 日（日）
　　　　10：00 ～
■対象者　医療・保健・福祉分野
　の有資格者などで一定期間以上
　の実務経験のある人
■申込み　６月 30 日（水）まで
　に申込書（※）を簡易書留で郵
　送（30 日の消印有効）
　※市高齢者福祉課または市社会
　　福祉協議会で配布しています。

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験募

問 千葉県社会福祉協議会

 　 043（204）1610

　〒 260 ー 8508
　千葉市中央区千葉港４－３

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】右の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。
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※ 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

■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

問 葉山こども園 （93）1215
 　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

市内の保育園・こども園で
働きませんか？

募

■職種、募集人数
　○一般行政上級（2 名程度）
　○一般行政上級　※専門試験なし
　　（若干名）
　○土木上級（2 名程度）
　○保育教諭（2 名程度）
　○保健師（2 名程度）
■１次試験　
　印旛郡市職員採用共同試験
　○日程　７月 11 日（日）
　○会場　東京学館高等学校
　　　　　（酒々井町伊篠 21）
■２次試験　
　１次試験合格者のみ実施
　（２次試験合格者のみを対象と
　した３次試験まで実施を予定し
　ています。）
■申込み　６月２日（水）までに、
　申込書を総務課人事給与班へ提
　出（郵送可、 ２日の消印有効）。
　試験案内・申込書は、総務課窓
　口で配布のほか、市公式ホーム
　ページからダウンロードできます。

令和3年度

富里市の職員募集募

地域経済の活性化と雇用創出を図る
ため、企業誘致専門員を募集します。
募集要件など、詳しくは市公式
ホームページに掲載しています。
■募集人数　１名
■勤務内容
　○企業誘致に向けた企業訪問
　○物件所有者と企業のマッチング
　○その他企業誘致に関連する業務
■選考方法
　○１次試験　書類審査
　○２次試験　個別面接
　　※１次試験合格者のみ実施
■申込み　７月５日（月）までに、
　履歴書、企画書（富里市のまち
　づくりについての意見、企画提
　案等をＡ４の用紙 1 枚（1,000
　字程度）を総務課人事給与班へ
　提出　（郵送可、 ５日の消印有効）。
■その他　1 次試験の結果は、7
　月中旬に応募者全員に通知しま
　す。2 次試験の詳細は、1 次試
　験通過者に通知します。

企業誘致専門員
募集募

問 総務課 （93）1113
 　〒 286 － 0292（住所不要）

問 総務課 （93）1113
 　〒 286 － 0292（住所不要）

「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 366
人が活動しています。
■対象　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
■主な活動内容
　○火災発生時の消火活動
　○大規模災害時の救助活動・避難誘導
　○火災予防の警戒活動
　○自治会などで開催される防災
　　訓練　など
■申込み　電話またはメール
■その他　消防団員として 5 年
　以上勤務し、退職された人には、
　退職報償金が支給されます。

消防団員募集募

問 消防総務課 （92）1314
E syobo@city.tomisato.lg.jp

次のことに注意して、適切に飼いましょう。

○ 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時などに放
れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう

 　※犬は、首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂
　犬病予防法で義務付けられています。
○ 飼い犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑い

がないかどうか獣医師の検診を受けさせることが必要です。
○ 犬の放し飼いは禁止されています。
○  91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ届出が必要です。
○ 災害時に、飼っているすべての動物と同行避難できるよう、準備しましょう。

問い合わせ先

●印旛保健所成田支所　 （26）7231　●県動物愛護センター　 （93）5711
●（公財）千葉県動物保護管理協会　 043（214）7814

6月は動物の正しい飼い方推進月間i

県動物愛護センターでは、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期
的に開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を
派遣して、動物愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方と動物由
来感染症に関する講演を行っています。
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６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４月生まれ
ＢＣＧ　令和３年１月生まれ
４種混合　令和３年３月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年５月生まれ
日本脳炎　平成 30 年５月生まれ

高齢者肺炎球菌予防接種 成人保健班

※対象者には、6 月上旬までに予診票を送付します。
対　象　今までに高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたこ
　　　　とがなく、令和 4 年 3 月 31 日時点で、次の年
　　　　齢に該当する市内在住の人
　　　　65、70、75、80、85、90、95、100 歳
　　　　※令和４年 3 月 31 日時点で、60 ～ 64 歳で、
　　　　　心臓、腎臓、呼吸器の機能に身辺の日常生活
　　　　　が極度に制限される程度の障がいがある人、
　　　　　免疫不全により日常生活がほとんど不可能な
　　　　　程度の障がいある人も対象です。
期　間　令和 4 年 3 月 31 日（水）まで
接種回数　1 回　　
費　用　5,000 円　※生活保護受給世帯は受給証明を持参

７月のプレパパママ教室
（全４回） 母子保健班

日時・内容　４回で１コース
　　　①７月１日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　妊娠中の生活、
　　　　ママと赤ちゃんのお口の手入れ & 栄養
　　　②７月８日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　出産経過の話、リラックスしよう！マタニティヨガ
　　　③７月 15 日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　お風呂の入れ方、おっぱいとミルクの話、
　　　　妊婦体験（パパ）
　　　④７月 29 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）
対　象　令和３年 10 ～ 12 月出産予定の初産婦の人
定　員　８組（先着順）
持ち物　母子手帳　　　
費　用　250 円（テキスト代）　
申　込　6 月 28 日（月）までに電話

ストップ！ザ・むし歯 母子保健班

４月９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。

　　愛川　舜
あ ま ね

弥　　淺羽　勇
い ぶ き

吹　　井関　沙
さ ゆ

雪

　　小川　花
は る

瑠　　小髙　　澪
みお

　　海寳　優
ゆ う と

音

　　金子　　陽
あさひ

　　倉島　悠
ゆ な

菜　　坂本　結
ゆ う や

哉

　　佐久間惺
せ い や

也　　櫻庭　愛
ま な か

香　　佐藤　和
か ず や

也

　　佐藤　奈
な お

緒　　茂太　　楓
かえで

　　征矢　　怜
れい

　　徳山　蒼
そ う た

太　　中尾　有
あ り さ

沙　　橋本　彩
あ や か

花

　　樋口　湊
そうすけ

亮　　平野　　奏
かなで

　　細田明
あ す か

日香

　　本多　凱
か い と

翔　　ミュラ メイソン　　百合草晴
は る と

斗　

　　吉野　友
ともひさ

悠　　　　　　　　　＜敬称略＞

健康広場

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

健康広場の問い合わせ・申込みは、健康推進課までお願いします。

６月の健康カレンダー
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 11 月生まれ）
※対象者には個別に通知

保健センター
（すこやかセンター内）

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

４（金） 3 歳児健診（平成 29 年 12 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

７（月） 育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

８（火） ２歳児歯科（平成 31 年１月生まれ）
※対象者には個別に通知

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 14：00

11（金） 乳児健診（令和３年１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 14・21・28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 17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 １・８・15・29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

22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

障害者相談 4日（金）
13：00～ 15：00

市役所分庁舎
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（有）北村設備　 （92）5211

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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13 日（日）・27 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、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

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

27 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　７日（月）、１４日（月）、２１日（月）、２８日（月）
公民館棟・講堂棟使用申請受付（令和３年７月分）１日（火）～
※受付時間　９：00 ～ 17：15、２日以降  8：30 ～ 17：15
※１日の 12：00 までに、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。）

（92）1211中央公民館 （92）1597社会体育館

休館日　
7 日（月）、14 日（月）、
21 日（月）、28 日（月）
※施設の利用や申請は、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

図書館ホームページも
ご覧ください。

６月の映画会
日　時　６月 16 日（水）　1 回目　10：00 ～　2 回目　14：00 ～
定　員　各回 40 人　　
会　場　図書館 2 階ＡＶホール

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です

休館日

7（月）、14（月）、21（月）、24（木）、28（月）

information
Library図書館だより

※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。

マチネの終わりに

出演　福山雅治、石田ゆり子　ほか
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子育て広場

子育ての援助を受けたい人（利用会員）と援助ができる
人（提供会員）を募集しています。
内容　子どもの一時的な預かりや、保育施設などへの送迎
利用会員の対象　市内在住・在勤で、1 歳～小学 6 年
生までの子どもと同居している親族
提供会員の対象　市内在住で心身ともに健康な人（基
礎研修あり）

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

妊娠・子育てプチ相談（要予約）
15 日（火）10：30 ～ 11：40
22 日（火）14：45 ～ 15：45

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

18 日（金）10：00 ～ 11：30

離乳食講座 24 日（木）９：45 ～

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

  ４日（金）10：00 ～ 11：30

予約制でセンター室開放を行います。詳しくは問い合わせてください。

富里保育園

申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」 随時実施　９：30 ～ 12：00

子育てサークル「おやこの森」
８日（火）・22 日（火）
９：30 ～ 11：00

子育て交流の場　「にこにこサロン」 15 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
２日（水）赤ちゃん集まれ 鳴る手作りおもちゃ
７日（月）わくわく体操

じどうかん食堂（要予約）
「ハンバーグほか」

19 日（土）12：00 ～ 14：00

こひつじ保育園

申込 （93）1048

子育てひろば「ひろばバンビ」
９日（水）・23 日（水）
９：30 ～ 11：00

子育て相談（要予約） 毎週水曜日　13：00 ～ 15：00

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

毎週火・木曜日　９：00 ～ 11：30

子育て講座「じゃがいもを使って
親子で簡単クッキング」（要予約）
定員：５組

22 日（火）　９：30 ～ 11：00

日吉台幼稚園

申込 （93）4408

子育て教室「ちびたんくらす」
25 日（金）10：15 ～ 11：45
ぴょんぴょんカエルを作ろう・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）

23 日（水）11：00 ～ 11：45

児童手当の現況届は 6月中に

児童手当を受けている人は、毎年 6 月に「現況届」を
提出しなければなりません。現況届の提出がないと、
6 月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意
してください。
子育てワンストップサービスを利用した電子申請も可
能ですので、利用してください。

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。

問  子育て支援課　 （93）4497問  ファミリーサポートセンター　 （92）2452

ファミリーサポートセンター会員募集
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とみさと Hot News !

元人権擁護委員の山田照好さん（高野）が、千葉地方
法務局長から感謝状を贈呈されました。
山田さんは、平成 30 年 4 月から令和 3 年 3 月まで
の１期３年に渡り、人権擁護委員として従事し、人権
擁護の発展に寄与されました。

山田照好さんに千葉地方法務局長から感謝状

左から）五十嵐市長、山田さん

人権相談　
～１人で悩まずに相談を～

人権相談は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題
解決の手伝いや、法務局の職員と協力して人権侵害に
よる被害者の救済を行います。
相談は無料で、相談内容についての秘密は守られます。
■日時　毎月第 4 火曜日　
　　　　※今月は 22 日（火）
　　　　10：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 14：30
■場所　福祉センター 2 階会議室

多大なる功績に晴れの名誉

令和 3 年春の叙勲、第 36 回危険業務従事者叙勲が内閣府から発令され、市内では、叙勲６名が受章されました。

第 36 回危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章　元習志野市消防監
　　　　　　　　　鈴木　春雄さん（新橋）
瑞宝単光章　元警視庁警部
　　　　　　　　　五十嵐　雄記さん（根木名）
瑞宝単光章　元千葉県警察警部　
　　　　　　　　　髙師　彰二さん（日吉台）

令和３年春の叙勲

瑞宝双光章　元富里市副市長　　
　　　　　　　　　石 　規さん（七栄）
瑞宝双光章　元成田空港事務所管制部長　　
　　　　　　　　　行正　進一さん（日吉台）
瑞宝単光章　元京成電鉄高砂検車区仕業検査職場長　
　　　　　　　　　堀越　宗雄さん（日吉台）

元行政相談委員の木村幸雄さん（七栄）が、総務大
臣から感謝状を贈呈されました。
木村さんは、平成 27 年 4 月から令和 3 年 3 月まで
の 3 期 6 年に渡り、行政相談委員として従事し、行
政相談制度の発展に寄与されました。

木村幸雄さんに総務大臣から感謝状

左から）五十嵐市長、木村さん、千葉行政監視行政  
　　　　相談センター高橋所長

行政相談　
～市民の身近な相談相手～

行政相談は、国道の建設などの国の仕事や、特殊法
人の仕事についての相談を市民の身近な相談相手と
して、問題解決の手伝いなどを行います。
相談は無料で、相談内容についての秘密は守られます。
■日時　毎月第 4 火曜日　
　　　　※今月は 22 日（火）
　　　　10：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 14：30
■場所　福祉センター 2 階会議室
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令和3年度市春季野球大会
ナナパーズが優勝

令和2年度　チャレンジ！とみさと健康
ウォーキングキャンペーン抽選結果

富里ユネスコ協会
小髙なを美さん、綿貫啓子さんが受賞

空き家等の適正な管理の推進に関する協定

（公社）富里市シルバー人材センターと締結

令和2年度印旛郡市社会教育委員連絡協議会から、富
里ユネスコ協会の小髙なを美さんと綿貫啓子さんが社
会教育功労者として表彰されました。
小髙さんと綿貫さんは、富里ユネスコ協会役員を長年
務めるなど、持続可能な世界平和構築を願い、社会教
育の振興に大きく貢献したことが認められました。

3月25日、（公社）富里市シルバー人材センターと「空
き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。
市内の空き家などの管理の適正化を進め、良好な生活
環境保全をするとともに、安全で安心なまちづくりを
促進します。
協定内容
〇市が行う業務
　所有者などから空き家などの管理に関する相談を受
　けた場合は、シルバー人材センターの業務を紹介
〇シルバー人材センターが行う業務
　・空き家などの見回り、建物等外観点検など
　・空き家の敷地内の除草、樹木の剪定（高木を除く）など
その他の業務や料金などについては、富里市シルバー
人材センターに問い合わせてください。
問い合わせ先

〇富里市シルバー人材センター　 （90）1375
〇空き家に関する相談について
　都市計画課　 （93）5148左から）小髙さん、富里ユネスコ協会髙田会長、綿貫さん

４月４日～5月２日にかけて、中央公園野球場を会場
に、市春季野球大会が開催されました。
今大会は、19チームが参加し、うららかな春の陽気の
中、各試合で熱戦が繰り広げられ、選手たちは日頃の
練習の成果を競い合いました。
大会の結果は次のとおりです。

■優　勝　ナナパーズ　　　■準優勝　ブル

ナナパーズの皆さん

120万歩健康ウォーキング事業で、120万歩を達成し
た人のうち79人の応募があり、３月５日に行われた抽
選会の結果、次の皆さんが当選しました。

ＪＡ富里新鮮野菜セット10名

　　杉原　良行　　黒井　玉榮　　秋山美津子

　　加藤　　隆　　宮越　久男　　大森　秀明　

　　細田　清壽　　TOMIMATSU SATO JOANA TIZUKO

＜順不同、敬称略＞

ブルの皆さん

クオカード　20名

　　藤代巳知男　　山岸　健二　　亀山　　務

　　柳澤　正敏　　小林　秀雄　　瀨尾　明良

　　亀田　利治　　新名　章生　　田中　　功

　　秋葉八重子　　髙橋　盛夫　　鈴木　吉威

　　越川　静雄　　北崎　　孝　　加藤壽美夫　　　

　　三浦　鶴德　　西尾　至史　　松岡　茂子
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市公式
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人口：49,619 人（前月比－ 26）

　男：25,312 人（前月比－ 18）

　女：24,307 人（前月比－８）

世帯数：23,730 世帯（前月比＋ 14）

市の人口
2021.4.30現在

日本大学芸術学部連携事業
　　　　「富里のすいか」の PR ポスター3 部 作  完 成 ！

立派なスイカに、育ちました。
富里のすいかの魅力を発信し知名度向上を図るため、すいかの成長過程に合わせたＰＲポスター（Ｂ１
サイズ）を作成しました。成長過程で様々な表情を見せる「すいか」を知ってもらい、富里のすいかの
魅力を全国に発信するため、首都圏の大型商業施設などに貼り出されます。

マイナンバーカードとは？

メリットたくさん！

マイナンバーカードは、顔写真・氏名・住所・生年
月日・性別が記載されている公的な身分証明書です。
運転免許証を返納された方の公的な身分証明書とし
ても使えます。年金や税などの手続きでマイナンバー
を求められてもこのカードで大丈夫です。

住民票の写し・印鑑証明書がコン
ビニで取得することができます。
■利用時間　６：30 ～ 23：00

オンラインで確定申告や子育
てサービスなどの行政手続き
ができるようになります。

マイナンバーカード

今すぐつくろう！暮らしをベンリに、
行政をスマートに。

コンビニ
交付

ラクラク
手続き

健康保険証として
使えるように（予定） 医療費情報が

確認可能に

うらおもて

み　ほ　ん
み　ほ　ん

対面での
身分証明書に

オンラインでの
身分証明書に

問  市民課　 （93）4086

〇郵便　〇パソコン　〇スマートフォン
〇申請対応の証明写真機
詳しくは問い合わせてください。

申請方法　いろいろ


