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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。

○交通安全について 

○とみさと平和 week

○パラリンピック採火式

TOPIC

交
通
安
全
へ
の
取
組
み

　
　
～
こ
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に
～



　 2　　　広報とみさと　2021.8.1  　　 

通学路の交通安全を確保するために

グリーンベルトをご存じですか

 問い合わせ先　●建設課　 （93）5748　

　　　　　　　　●学校教育課　 （93）7659

市では、毎年８月に通学路点検を行っています。こ

の点検は、学校関係者、道路関係者などが集まり、

各学校からあげられた通学路の状況をもとに、実際

に現場を見て対策を考え、協議し改善していく取組

みです。

今年度は７月上旬に、緊急的な通学路危険箇所点検

を行いました。また、８月にも定期的な点検を行い、

この定期点検を毎年度継続して実施することで、こ

どもたちが安全に登下校できるようにしていきます。

この点検の中で把握した、道路に関する危険箇所の

安全対策の一つとして、道路を緑色に着色する「グ

リーンベルト」という方法があります。

通学路点検を実施しています

交通事故防止の対策としては、ガードレールやカー

ブミラーの設置をはじめ、グリーンベルトを含む

外側線（白線）などの設置を進めています。

主要幹線道路の道路拡幅や歩道整備工事などの道

路改良事業についての計画的な取組みに併せ、現

在実施できる有効的な対策の一つとして、グリー

ンベルトの設置を更に推進していきます。

道路の交通安全対策

グリーンベルトとは、ドラ

イバーが車道と路側帯を視

覚的に、より明瞭に区分で

きるようにして、歩行者と

の接触事故を防止すること

を目的として設置している

ものです。

車
道

グリーンベルト

外側線
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取組みましょうと

と

みんなでみ

さ

スローガン

道路を横断するときは、必ず止まって左右

の安全を確認し、横断の後半では左側から

の車に気をつけましょう。また、斜め横断

はやめて、遠回りでも信号機のある交差点

や横断歩道を渡りましょう。

登下校時や、夏休み中も、道路に出るとき

は「止まる・見る・待つ」を実践するよう

にしましょう。

学校付近、通学路、住宅街では、子どもが

飛び出してくる可能性があるので、左右の

安全確認を行い、速度を落として、歩行者

に配慮した通行をしてください。また、飲

酒運転は犯罪です。少しの量、少しの距離

だからという安易な気持ちは捨て、少しで

も飲酒したら、絶対に運転してはいけませ

ん。

児童・生徒のみなさんへ ドライバーのみなさんへ
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支え合い安全なまちづくりに
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件数 富里市内における交通事故件数

令和２年成田警察署管内事故類型別件数

令和２年成田警察署管内原因別交通事故発生件数 worst3

〇車に次いで、自転車による事故が、多く発生している。

〇事故の発生は、昼（日の出～日没）が多い。

〇安全不確認による事故が、最も多い。

P o i n t !

令和２年成田警察署管内昼夜別交通事故件数

１５６３６３

昼 夜

安全不確認　※１ 209 件

前方不注意 138 件

動静不注視　※２ 74 件

車 対 車 339 件
車 対 自転車 94 件
車 対 歩行者 74 件

※１　一時停止線で止まらないこと、右折・左折の際に対向車や

　　　後方の確認をせず発進すること。

※２　相手の存在を発見していたが、危険はないと判断し、動静

　　　の注視を怠ったこと。

資料：

①富里市「第 10次富里市交通安

　全計画（令和 3年度～ 7年度）」

②千葉県警察本部交通総務課「令

　和 2年交通事故統計資料集」

左写真提供　千葉県くらし安全推進課

1位

2位

3位

件 件

①

②

②②
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とみさと平和Week

8月 1日～ 8月 23 日は、

とみさと平和Week中、上記2か所の会場で、平和へのメッセージを募集します。
用紙と筆記用具、メッセージ回収箱は会場に用意しています。
原爆や戦争の悲惨さを理解し、平和の大切さを深く認識するこの機会に、思いを込めて書いてみてはいかがでしょうか。

問  市民活動推進課　 （93）1117

■場所　北部コミュニティセンター1階ロビー
■時間　9：00～17：00
　※8月8日（日・祝）は16：00まで

【同時開催】プチ展示会「わたしのギャラリー」
　※8月31日（火）まで

8/8（日・祝）
まで

■場所　富里市立図書館1階展示スペース、　
　　　　2階ＡＶホール
■時間　9：00～17：00
　※8月15日（日）は16：00まで

とみさと平和Week中に皆さんからいただいた平
和への思いが詰まったメッセージを掲示し、「平和
へのメッセージ展」として開催します。
■場所　富里市役所1階ロビー
■時間　8：30～17：15

8/9（月・振休）

～8/15（日）

8/16（月）～

8/23（月）

原爆写真展・ＤＶＤ上映「広島から平和を考える」・平和へのメッセージ募集　同時開催

平和への願いを込めた折り鶴を
長崎と広島へ送ろう！

平和へのメッセージ展を
開催します

8/23（月）
まで

市民の皆さんから寄せられた折り鶴を、長崎県の長崎原爆資料館と、
広島県の平和記念公園内にある「原爆の子の像」へ奉納します。
■折り鶴について
　〇折り紙のサイズ：7.5cm辺
　〇鶴を折る紙は、広告の紙や包装紙などでも結構です。
■回収方法　下記の施設に折り鶴の回収ボックスを設置します。折　
　　　　　　り鶴と何名で作成したかを記入したメモを袋に同封し、
　　　　　　回収ボックスに入れてください。
■回収場所　富里市役所ロビー、富里市立図書館1階展示スペース、
　　　　　　北部コミュニティセンター1階ロビー

富里市は昭和59年9月22日に、核兵器の廃絶と世界の恒久的な平和を祈念して、「非
核平和都市」を宣言しました。
終戦から今年で76年を迎え、市民の大半が戦争を知らない世代となり、戦争の記憶
が風化しつつあります。
そこで、8月1日から8月23日を「とみさと平和Week」として、幅広い世代で平
和を考える機会となるよう、原爆写真展及びDVD上映、折り鶴や平和へのメッセー
ジの募集などを実施します。
人の心に悲しみと苦しみを与えた戦争の愚かさ、そして、平和に暮らしている今の生
活がどんなに大切なものか、この機会に考えてみませんか。

平和を

8/15（日）終戦記念日は、

今、改めて問う、

　かけがえのない１分間です。

願い

黙とうを
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問  生涯学習課　 （92）1597

東京２０２０パラリンピック聖火リレー　
千葉県聖火フェスティバル「富里未来の火」採火式

市街化区域内の用途地域を変更

千葉県内すべての市町村において、『パラリンピック聖火』の元となる「市町村の火」を
採火します。
市では、市立小・中学生、富里福葉苑の代表者で協力して火を起こしていただき、『富
里未来の火』を採火するイベントを次のとおり開催しますので、ぜひ観覧ください。

■日　時　8 月 18 日（水）8：30 開式（１時間 30 分程度）　※受付 8：00 ～
■場　所　晴天時：富里中央公園野球場／雨天時：富里社会体育館アリーナ
■その他　観覧される場合には、富里中央公園駐車場、富里社会体育館駐車場を
　　　　　利用してください。

8/18（水）
開催

問  生涯学習課　 （93）7641

令和３年芸術鑑賞事業　

　　「永田　義信展　－ 人・山百合・無限 －」

「人・山百合・無限」をテーマに、様々な技法を駆使した作品を制作している永田義信さん。最新作を含めた大型作品を
含む 23 点の展示を予定しています。残夏の一日、是非とも永田さんの世界を身近に感じてみませんか。

▲哀しいほど果てしなく

■日　時　８月 17 日（火）～９月２日（木）９：00 ～ 21：00　※月曜休館
■場　所　富里中央公民館１階ロビー　　■入場料   無料
■その他　新型コロナウイルス感染拡大の状況により、日程などが変更となる場合が
　　　　　ありますのでご了承ください。

永田義信さんは、8 月 19 日～ 22 日、28 日、29 日在館予定です。
芸術家の生の声を聞くことができるチャンスです。
作品への理解が深まったり、新しい発見があるかもしれません。

8/17（火）
～ 9/2（木）
（入場料無料）

▲採火式で使用する火起こし器、ランタン

8/15（日）終戦記念日は、

市では、市街地の計画的な土地利用の誘導と高齢化社会を見据えたコンパクトシティを実現するため、市街化区域内の用
途地域を変更しました。なお、詳細については、市公式ホームページに掲載していますが、広報とみさと 9 月号で詳しく
お知らせします。

市公式ホームページ

問  都市計画課　 （93）5147

国
道
４
０
９
号

国
道
２
９
６
号

凡例

変更地区

第一種低層住居専用
地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

準工業地域
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進
捗

問  商工観光課　 （93）4942

令和4年度

ＯＰＥＮ！
観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」整備事業は、
旧岩崎久彌末廣農場別邸公園と末廣農場跡地
という双方の歴史的価値を一体化したイメー
ジを外観として、観光・情報の拠点機能、歴
史・文化のガイダンス機能、集客（飲食・物販）
機能を備えた施設を整備します。

日本大学芸術学部による観光・交流拠点のイメージ図

毎月、進捗状況を
お知らせしていきます。

共同事業体代表企業 

株式会社 市川工務店と

設計・施工一括請負契約を締結

6 月

9８７ 10 11 12 1 2 3

令和4年3月
施設完成予定

旧岩崎久彌末廣
農場別邸公園

国道296号

七栄650番206

市水道事業所

観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」の

　　　　　　　　　　　　　整備 を 進めています

イメージ図

富里に来たら

　「最初に」訪れる場所

旧岩崎家末廣別邸

富里の「農・末廣農場
の歴史」を伝える場所

富里の「今」を
　　味わえる場所

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園の公開範囲を拡大しました

８月１日（日）から、旧岩崎久彌末廣農場別邸公園の公開範
囲を拡大し、より多くの風景をお楽しみいただけるようにな
りました。ぜひご来場ください。
なお、公開日については今まで通り、毎週日曜日の10：00
から16：00まで（最終入場15：30）とします。

旧岩崎家末廣別邸

現状立入可能箇所

新規立入可能箇所

駐車場 国道296号
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賠償責任を問われる場合があります

市内の車道や歩道の一部において、隣接する山林
や個人宅地などから、樹木や枝の張り出しなどに
より、通行の妨げとなっている箇所が見受けられ
ます。
右のような状態が見受けられる土地（樹木）の所
有者の皆さんには、当該樹木の伐採または枝払い
をお願いします。

沿道の山林や生垣・庭木等から
の倒木や張り出した枝により、
通行中の車両などが損傷する

事故が発生した場合

◎建築限界
建築限界とは、道路を通行する車両の安全を確保するため、一定の幅・高さの範囲に、
通行の障害になるような物を置いてはいけないという、空間を確保する限界のことです。

 問い合わせ先　
●国道・県道に関すること　千葉県成田土木事務所管理課　 （26）4832
●市道に関すること　　　　   建設課 （93）5747

根木名小学校学校支援ボランティアとして、児童の下校時に交通指導や安全指導な
ど、見守り隊の活動を 7 年間行っています。雨の日も活動をしており、見守り隊が
それぞれの場所で待機して見守るようにしています。
参加したきっかけは、防犯指導員として根木名小学校区周辺の見守りをしていたこ
とから、ボランティア活動での見守りをするようになりました。

○今後の抱負など一言
　長く見守り隊の活動をしていると、子どもたちも顔を覚えて
　挨拶をしてくれるので、嬉しくてやりがいを感じています。
　今後も児童達の安全のために、積極的に活動に取り組んでい
　きたいです。

vol. ３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。

野本　淳一さん 子どもたちの安全守ります

道路上に張り出している樹木は        しましょう！伐  採

車道や歩道に
樹木や枝が

張り出している

枯れ木や枯れ枝の
倒木による

通行障害がある

竹木の繁茂による
通行障害がある

土地（樹木）の所有者が
民法の規定により

賠償責任を問われる場合があります

事故発生

賠償責任
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ちい寄附 ～地（ちい）域のために、小（ちい）さな寄附から～

ちい寄附は、日頃の購入・消費活動を通じて、気軽に公益的な活動を応援でき、まちづくりに参加できる仕組みです。
市内の賛同店舗では、寄附箱の設置やちい寄附メニューの提供を実施しており、対象商品購入額の一部が、市のふるさ
と応援寄附金に寄附され、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。

ちい寄附メニューの提供店舗　※寄附箱併設
居酒屋　食らうず

くすりのヘルシーボックス
ヘルシー保険薬局

酒旬　備長
呑み処　鈴乃音
居酒屋　とんぼ

寄附箱の設置店舗
そば処　如月 飛石

クチーナ・トキオネーゼ・コジマ 自家焙煎珈琲ボン・カフェー
サイクルハウス KEN 麺屋青山

プレールさなだ ホンダカーズ東総富里店
Bambi ka fawn 楽酒ダイニング武尊

麻野薬局 an'z　Bar
くし将 フランジパニー

もつ焼きホールモン プチメゾン
美章堂印房 お食事処　匠

お好み焼きみほ 居酒屋　鮮や
株式会社ケーイー食品開発

市の健康診査が市内協力医療機関で受診できます

 問い合わせ先 　
●国保年金課国保班　 （93）4083

　高齢者医療年金班　 （93）4085

市の健康診査が市内協力医療機関で受診できるようになりました。
実施日時、予約方法については、希望する市内協力医療機関に直接、電話など
で問い合わせてください。

対象者　　○国民健康保険に加入している 40 歳～ 74 歳の人　○後期高齢者医療保険に加入している 75 歳以上の人
　　　　　※令和３年度集団健診を受診した人、市で人間ドックの助成を受けた人は受けられません。

実施期間　11 月 30 日（火）まで
負担金　　○国民健康保険加入者　1,000 円　○後期高齢者医療保険加入者　無料
健診項目　計測、尿検査、血液検査、診察、問診
持ち物　　受診票、健康保険証、尿容器　
　　　　　※受診票、尿容器は 4 月に送付しています。お手元にない場合は、国保年金課に連絡してください。

市内協力医療機関

医療機関名 住所 電話番号
日吉台病院 日吉台 1-6-2 （92）0001

さかもとクリニック 日吉台 2-91-6 （37）4105
はる内科小児科クリニック 日吉台 4-16-18 （85）5200

みやび内科クリニック 日吉倉 572-2 （92）7533
龍岡クリニック 七栄 653-73 （92）6970

あづま醫院 七栄 646-786 （90）1168

問  市民活動推進課　 （93）1117

いただいた寄附金は、

市内で活動している市民活動団体への市がより住みやすい地域になるよう、

補助金に活用されています。

カーブミラーの清掃

こども食堂

ドローンによる動画作成

補助金活用事業（抜粋）

里やま保全



広報とみさと　2021.8.1　　　9

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。
■内容　
　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。
■対象　
　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。
■日時　
　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。　
　9：00 ～ 21：00 のおおむね 90 分を目安
■場所　
　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。
■申込み　
　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、FAX、メール（hisyo@city.tomisato.lg.jp）　
　または直接、総務課秘書室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

問 総務課秘書室  　 （93）1112　 FAX（93）9954　
　　　　　　　　　〒 286-0292（住所不要）

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、日頃、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。
■対象　
　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。
■日時　
　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　○行政
　※詳細は市公式ホームページに掲載。
■申込み　
　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、FAX、メール（info@city.tomisato.lg.jp）、　
　または直接、広報情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 広報情報課  　 （93）1119　 FAX（93）7810　
　　　　　　　　〒 286-0292（住所不要）

「まちかど市長室」

市内で活動している市民活動団体への市がより住みやすい地域になるよう、

補助金に活用されています。
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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

バーべーキュー時の
火の取り扱いに注意i

ちょっとした不注意が思いもよらぬ

事故につながります

〇火の粉が飛んで、可燃物に火が付
　く可能性があります。風向きに注
　意しましょう。
〇着火剤は揮発性が高く、青白い炎
　で見えにくいものが多いため注意
　が必要です。着火剤を追加投入す
　ることは厳禁です。
〇火をつけたままの炭などから絶対
　に離れたり外出しないようにしま
　しょう。
〇使用後の炭などの固形燃料は、水
　をかけただけでは内部まで水が浸
　透せず、再燃する可能性があります。
　火消壺を使用するか、水を張った
　バケツなどに浸し完全に消火しま
　しょう。
〇消毒用のアルコール除菌スプレー
　などは、火の近くでは使用しない
　ようにしましょう。

●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

空き地の雑草を放置しておくと、ご
みの不法投棄や害虫などの発生原因
となります。所有者は日頃から土地
の適正管理を心掛けてください。

問 環境課 （93）4945

空き地の管理は
適正にi 避難情報の表現が

変わりましたi

家庭でできる食中毒予防のポイント

〇購入時は、消費期限を確認し、肉・
　魚類は別々のビニール袋に入れる。
〇冷凍・冷蔵が必要なものはすぐ　
　に冷凍（蔵）庫へ保管する。
〇調理前や食べる前は必ず手を洗う。
〇肉や魚類は十分に加熱し、野菜は
　よく洗う。
〇加熱の目安は、中心部の温度が　
　75℃で１分以上加熱する。
〇包丁・まな板は、食材によって使
　い分けるか、洗って熱湯をかける。
〇冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷
　凍や解凍を繰り返さないようにする。
〇料理は長時間放置しない。
〇時間が経ったものは捨てる。

問 環境課 （93）4945

８月は食中毒予防
強調月間i

５月 20 日から、災害対策基本法の
一部が改正され、「避難勧告」という
表現がなくなり、「避難指示」に一本
化されました。

「避難指示」が発令された場合は、危
険な場所から必ず避難してください。

問 防災課 （93）1114

i
■日時　８月29日（日）　※雨天決行
　　　　（台風などで中止の場合もあり）
             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

既設の単独浄化槽、またはくみ取り
便所から小型合併処理浄化槽への設
置替えに関する補助金を交付してい
ます。交付条件など、詳しくは問い
合わせてください。
なお、補助金の交付は予算額に達し
た時点で終了します。
■対象区域
　下水道事業計画の予定処理区域以
　外の区域、団地などの集中合併処
　理浄化槽処理区域以外の区域
■補助額
　〇高度処理型設置補助
　　38 万４千円～ 96 万 3 千円
　〇転換補助（既設撤去費）
　　単独転換…限度額 18 万円
　　くみ取り転換…限度額 10 万円
　〇放流先のない場合の処理装置（蒸
　　発散装置など）への補助
　　合併処理浄化槽と同時に蒸発散装
　　置などを設置する場合、設置費用
　　の３分の１の額（限度額20万円）

問 環境課 （93）4945

小型合併処理
浄化槽設置補助金i

◎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 

・認知症での遺言書作成は困難 
早めの遺言書作成で対策！ 
富里市七栄５３１－２０ 
行政書士内田敏夫事務所 

（初回 1 時間以内の相談無料） 
☎０４７６（９１）５３１３ 
０８０-１２５３-４５１６ 



広報とみさと　2021.8.1　　　11

地区ごとに開催を予定していた敬老
会は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、今年度も中止とさせて
いただきます。なお、対象者には、9
月中旬頃に敬老祝品を送付します。

迷惑駐車は、消防車や救急車などの緊
急車両の進行を妨げ、現場への到着を
遅らせてしまいます。また、消火栓や
防火水槽の周辺に迷惑駐車があると迅速
な消火活動ができません。一人ひとり
がルールと駐車マナーを守りましょう。

産前産後期間として認められた期間
は、保険料を納付したものとして老
齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請書類など、詳しくは問い合わせ
てください。
■免除期間
　出産予定日または出産日が属する
　月の前月から４か月間の国民年金
　保険料が免除されます。多胎妊娠
　の場合は、出産予定日または出産
　日が属する月の３か月前から６か
　月間の国民年金保険料が免除され
　ます。
　※出産とは、妊娠 85 日（４か月）
　以上の出産をいいます。（死産、流
　産、早産を含む）
■対象者
　国民年金第１号被保険者で出産日
　が平成 31 年２月１日以降の人

交通災害共済は、県内 41 市町村で
共同運営する助け合いの制度です。
ぜひこの機会に家族そろって加入し
ませんか？
■保険対象期間・費用
　９月１日～翌年８月 31 日までの
　1 年間で７００円
　（８月31日までに申し込んだ場合）
■対象になる交通事故
　自動車やオートバイなどによる事
　故で、自動車安全運転センターか
　ら交通事故証明書が発行された事故
　※原則として人身事故扱いのもの
■共済見舞金
　①死亡見舞金　
　　１５０万円
　②傷害見舞金　
　　２万円～ 50 万円
　　※通院日数に応じて　
　③身体障害見舞金　
　　50 万円
　　※身体障害１級または２級
　④交通遺児見舞金　
　　１人につき 10 万円
■申込み
　○市民活動推進課窓口　
　○日吉台出張所窓口

８月開催予定の民謡の夕べは、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度も中止とさせていただきます。

敬老会　開催中止i 迷惑駐車はやめましょうi

障害のある人や
その保護者への手当i

産前産後期間の
国民年金保険料免除i

８月は交通災害共済の
一斉加入推進月間i

中部ふれあいセンター

民謡の夕べ　開催中止i

問 高齢者福祉課 （93）4981
問 消防署 （92）1311

所得税や住民税の申告がない人でも、
国民健康保険税の納税義務者は、世
帯に属する加入者の所得などの申告
をしなければなりません。
申告の内容は、国民健康保険税の軽
減措置や、高額医療費の支給などの
判定基準となります。
申告がないと軽減措置などが受けら
れなくなりますので、申請書を受け
取ったら必ず提出しましょう。

国民健康保険の
所得申告i

問 国保年金課 （93）4083

問 国保年金課 （93）4085

個人事業税の第１期分の納期限は、
８月 31 日（火）です。最寄りの金
融機関、コンビニエンスストアで納
付してください。今年度から、電子
マネー（PayPay・LINEPay）
による納付もできます。また、便利
な口座振替もご利用できます。

個人事業税の
納期内納付i

問 佐倉県税事務所
　 043（483）1114

問 市民活動推進課 （93）1117

問 中部ふれあいセンター （91）3363

現在手当を受給している人は所得状況
届の提出が必要です
所得状況届を提出しないと、手当を受
給できなくなることがあります。
対象者には、必要書類などを通知します
ので、必ず期間内に手続きをお願いします。
■期間
　８月 11 日（水）～９月 10 日（金）
特別児童扶養手当
■対象
　20 歳未満の障害児の保護者
■支給月額
　特児 1 級　月額 52,500 円
　特児 2 級　月額 34,970 円
　※対象児童が施設に入所している、
　または障害を理由に公的年金を受給
　できる場合は対象外。
障害児福祉手当
■対象
　20 歳未満の障害児
■支給月額　月額 14,880 円
　※施設に入所している、または障害を理由
　に公的年金を受給できる場合は対象外。
特別障害者手当
■対象
　20 歳以上の重度障害者
■支給月額　月額 27,350 円
　※施設に入所している、または病院
　や診療所に３か月を超えて入院して
　いる場合は対象外。
在宅重度知的障害者等福祉手当
■対象
　20 歳以上の重度知的障害者で、介
　護保険法に基づく要支援または要　
　介護認定を受けていない人
■支給月額　月額 10,000 円
　※施設に入所している、または病院
　や診療所に入院している場合は対象外。

問 社会福祉課 （93）4192
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結婚 50 周年（金婚）を迎えるご夫
婦に記念品を贈呈します。
■対象　
　昭和 47 年 3 月 31 日以前に婚姻
　届を提出したご夫婦
　※これまでに贈呈を受けたご夫婦
　は対象になりません。
■申込み　
　８月２日（月）～９月 30 日（木）
　までに社会福祉協議会または日吉
　台出張所で申し込んでください。

結婚50周年（金婚）を
お祝いしますi

問 社会福祉協議会 （92）2451

車いすを必要とする高齢者や心身障
がい者の通院等援助や外出支援のた
めに、スロープ付きの自動車を貸し
出します。
■費用　無料。ただし、燃料費は実
費負担となります。

福祉カーの貸し出しi

問 高齢者福祉課 （93）4981

市では、市税滞納者から差押えた財産を
インターネット公売します。詳しい内容
や参加方法は、市公式ホームページ内の

「富里市インターネット公売ガイドライ
ン」で確認できます。また、公売の参加・
入札は紀尾井町戦略研究所㈱の「KSI官
公庁オークション」のページで手続きし
てください。売却で取得した代金は、未
納税金などに充てられます。全国どこか
らでも24時間参加できるインターネッ
ト公売に多くの人に参加してもらい、滞
納額の縮減を目指します。
■公売物件（予定）　
　①不動産　マンション（サニーパー
　　クハイツ成田 4 号棟４０７）
　　富里市日吉台四丁目３番２の195
　　77．88 ㎡（鉄筋コンクリート造
　　4階部分昭和55年9月30日築）
■公売参加申込期間　
　８月 23 日（月）13：00 ～
　９月８日（水）23：00
■入札期間　
　９月 14 日（火）13：00 ～
　９月 21 日（火）13：00
※滞納者の納付状況などにより、公
売を見送る場合もあります。

インターネット公売i

問 納税課 （93）3895
　（インターネット公売専用）

紙おむつ等購入助成券i

■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。令和 3 年度分の市民
　税が課税されている人は８月から
　対象外となります。
■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

令和元年度台風第 15 号などの影響
により、住宅に損害を受けた人が、
補修や建替えなどのため金融機関か
ら資金を借り入れた場合に、利子の
一部を補助する、災害復興住宅資金
利子補給事業の申請期限を令和４年
３月 31 日（木）まで延長しました。
詳しくは問い合わせてください。

8/31（火）

市民税・県民税（普通徴収）第２期

国民健康保険税　第2期

後期高齢者医療保険料　第2期

介護保険料　第2期

納期内納付にご協力ください

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。また令和 2 年
度の税制改正により、納税義務者が
亡くなった場合は、固定資産に関す
る現所有者の申告が必要となります。
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兼固定資
　産現所有者申告書
　（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）

問 課税課 （93）0444

固定資産の所有者が
亡くなったときの手続きi

災害復興住宅資金利
子補給事業の申請期
限延長について

i

問 防災課 （93）1114

便利なコンビニ交付
マイナンバーカードを作ると、住民
票の写し・印鑑登録証明書がコンビ
ニで取得することができます。その
ほかにも、オンラインで行政手続き
などができるようになります。

マイナンバーカードを
作りましょうi

問 市民課 （93）4086

市内在住者、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。
奨励費の交付には条件があります。
詳しくは問い合わせてください。

スポーツの全国大会等
出場者奨励費交付i

問 生涯学習課 （92）1597
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■日時　８月 12 日（木）
              13：30 ～ 15：30
■場所　中央公民館１階ロビー
■内容　陶芸
■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

募 就労・進路相談

問 都市計画課　
　〒 286-0292（住所不要）

（93）5147　FAX  （93）5153
E toshikeikaku@city.tomisato.
　 lg.jp

         日にち

 区分
8/9

（月・祝）
8/10
（火）

8/11
（水）

8/12
（木）

8/13
（金）

8/14
（土）

可燃ごみ収集 休み 休み 通常収集

ガラスびん

ペットボトル

有害ごみ

紙パック

休み 休み 北部地区Ｂ 南部地区Ｂ

日吉台／

北部地区Ａ

（8/9 の振替）

南部地区Ａ

（8/10 の振替）

クリーンセンター

直接搬入
閉所 通常

■クリーンセンター直接搬入時間　※日曜日、祝日を除く
　〇月～金曜日　8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00　〇土曜日　8：30 ～ 12：00
　なお、お盆前後は大変混みあいます。ご注意ください。

お盆期間中のごみ収集とクリーンセンターの受け入れ
問  クリーンセンター　 （93）4529

成田国際空港株式会社が、空港関連
企業や周辺企業で働く従業員などへ
の総合的なサポートを行う雇用相談
窓口「ナリタＪＯＢポート」を開設
しました。
詳しくは、ホームページをご覧いた
だくか、問い合わせてください。
■受付時間　
　平日の
　10：00 ～ 16：00
■場所　
　成田空港第 2 駐車場ビル（南側）
　2 階事務室 P2021 

成田国際空港内に雇用
相談窓口ができましたi

問 ナリタ JOB ポート
　 （34）6502

都市計画に関する縦覧

都市計画（案）の案件名
成田都市計画地区計画（御料葉山地
区）の策定　原案の縦覧
■縦覧期間　
　８月 10 日（火）～ 24 日（火）　
　８：30 ～ 17：15
　（土・日曜日、祝日を除く）
■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　
　利害関係者（法人を含む）
　※地区計画区域内の土地所有者、　
　借地権を有する人に限る。
■意見書の提出　
　８月 31 日（火）までに下記のいず
　れかの方法で提出
　○都市計画課に持参　
　○メール　○ＦＡＸ
　○郵送（31 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。

■日時　８月 12 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

問 ・申込先　ちば北総地域若者サポー
　トステーション （37）6844

問 「とみさと元気アップ」商品券
　  専用ダイヤル

　 （90）1130

「とみさと元気アップ」商品券

８月31日で使用期間終了i
「とみさと元気アップ」商品券の使用
期間が 8 月 31 日（火）で終了します。
お手元に未使用の商品券がある人は、
必ず期間内にご使用ください。
使用期間を過ぎた商品券は、いかな
る理由があっても使用できませんの
で、ご注意ください。

※間違い電話が発生しています。
　電話番号を今一度お確かめください。

i
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情報ネット Tomisato information

■日時　
　８月 15 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　
　８月８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　
　８月 21 日（土）
    13：30 ～ 15：30
■場所　
　成田市中央公民館講堂
　＜成田市赤坂 1-1-3 ＞
■講師　
　大森　五月さん（千葉県発達障害
　者支援センター主任相談員）
■申込み　
　８月 10 日（火）まで

発達が気になる子ども
へのアプローチ

問 ・申込先　
　印旛地区自閉症協会事務局

　 （35）6251
E a_inbachiku_c2002@yahoo. 
　co.jp

募

■日時　９月 28 日（火）
   　　　 10：00 ～ 12：00
■場所　
　成田市役所 6 階中会議室
■内容
　女性を取り巻く環境、自己分析と
　適職理解、応募書類と面接など
■対象　
　在職・求職中を問わず、就職活動
　中の女性
■定員　
　20 人　
■申込み　
　８月 16 日（月）から
■その他
　託児あり
　（９月３日（金）までに要予約。）

女性のための
再就職支援セミナー

問 ・申込先
　商工観光課  （93）4942

募

ＮＰＯ法人あい愛では、歩いて見守り
活動を行っています。
ノルディックウォーキングの経験がな
い方でも歓迎です。ご自身の健康づく
りも兼ねて、参加してみませんか。
ポールのない方は、貸し出ししています。
詳しくは、問い合わせてください。
■日時　
　8 月４日（水）、９月１日（水）
　9：30 ～ 11：30
　※毎月第１水曜日に開催。
　　（変動月もあり）
■場所　
　市福祉センター
■費用　
　各回 500 円　
■持ち物　
　室内履き、靴を入れる袋、飲み物

歩いて見守り活動に
参加しませんか

問 あい愛ケアプラン （35）6360

募

市と「高齢者見守りネットワーク事
業」の協定を締結している（株）セ
ブン - イレブン・ジャパンが、高齢
者の雇用を推進するため、仕事説明
会を開催します。
■日時　
　９月 7 日（火）
　10：00 ～ 11：30
　受付 9：40 ～
■場所
　市役所分庁舎 2 階大会議室
■対象
　おおむね 60 歳以上　
■定員
　15 人程度
■申込み
　電話

シニア従業員の
お仕事説明会 in 富里

問 ・申込先
　商工観光課  （93）4942

募

県と県社会福祉協議会の後援で、社
会福祉法人千葉いのちの電話 第 33
期ボランティア相談員を募集します。
■対象
　20 歳以上（令和 3 年 4 月現在）で、
　基礎研修講座と宿泊研修に出席で
　きる人。資格・経験は問いません。
■研修期間　
　令和 3 年 10 月～令和 4 年 3 月
■費用　
　受講料などが必要となります。
　詳しくは問い合わせてください。
■申込み
　9 月 17 日（金）まで（消印有効）

千葉いのちの電話
第33期ボランティア相談員

問 ・申込先
　（福）千葉いのちの電話事務局

　 043（222）4416
　（月～金曜日 9：00 ～ 17：00）
　〒 260-0012
　千葉市中央区本町 3-1-16 CID ビル

募
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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

市内の学童クラブで
働きませんか？募

問 子育て支援課 （93）4497

夏休み明けに、小学校２年生～中学
校１年生を対象に、第２回「とみの国」
検定が各学校で行われます。
合格に向けて、休み中にしっかり練
習しましょう。

「とみの国」検定を
実施しています

問 学校教育課 （93）7659

小さな親切を見たら、また、人から
親切にされたらお知らせください。
ささやかながら実行章を差し上げます。

小さな親切運動
さわやか会

問 小さな親切運動さわやか会
　 （93）7554

毎年８月１日は、水資源の有限性や水の貴重さ、水資源開発の重要性に対する関心
を高め、理解を深めるための「水の日」です。
また、この日から１週間を「水の週間」としています。
この週間をきっかけに、「水」の大切さについて、皆さんも考えてみませんか？

限りある貴重な資源「水」

問上下水道課　 （93）3340

台所    蛇口のこまめな開け閉めで、水の使用時間を５分間短縮
　　　  →約 30 リットルの節水
洗濯　  お風呂の残り湯を利用
　　　  →約 100 リットルの節水
洗面　  歯を磨いているとき蛇口を開けっ放しにしない
　　　  →１回で約 17 リットル節水
風呂　  シャワーのこまめな開け閉めで、 水の使用時間を３分間短縮
　　　  →約 36 リットル節水
トイレ  レバーを使い分ける。大レバーで１回に約 11 ～ 15 リットル、
　　　  小レバーで１回に約２～３リットルの水が流れます。
　　　  →レバーの使い分けで１回につき約９～ 12 リットル節水

８月は１年で最も水道が使われる月です。
限りある資源を大切に使うため、節水を心掛けましょう。

■職種、募集人数
　○一般行政初級
　　５名程度（うち障がい者若干名）
　○消防　若干名
■１次試験　
　印旛郡市職員採用共同試験
　○日程　９月 19 日（日）
　○会場　佐倉市立佐倉中学校
　　　　　＜佐倉市城内町117-10＞
■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　
　８月 10 日（火）までに、申込書
　を総務課人事給与班へ提出（郵送
　可、 10 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年度第2回

富里市の職員募集募

問 総務課 （93）1113
 　〒 286 － 0292（住所不要）

あなたの資格を活かせます！
詳しくは、各園に問い合わせてくだ
さい。
■公立こども園
　○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

　　 (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

i

募
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広場

北部地域包括支援センター
日吉台 4-6-14
申込 （36）7725

絵手紙教室

■日時　8 月４・18日（水）
　　　　 10：30～12：00
■費用　1 回 500 円
書道教室

■日時　8 月 25 日（水）
　　　　10：00 ～ 12：00
■費用　1 回 1,000 円

南部地域包括支援センター
特別養護老人ホーム九十九荘向い
申込 （90）6331

小物づくり

■日時　8 月 12 日（木）９：30 ～
■内容　季節の小物作り
■費用　問い合わせてください。
■申込み　８月６日（金）まで
■その他　
　準備のお手伝いをしていただける人
　も募集しています。

い いき き

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内
申込 （85）5572

オンライン講座

■日時　8月24日（火）10：00～
■内容　
　〇介護保険の仕組み
　〇介護予防～フレイルにならな
　　いために～栄養編
　〇成年後見制度
■申込み　８月 20 日（金）まで

【事例】
友人から、ネットビジネスで稼げる話があると誘われ、カフェに行った。そこで会った男性から「仕入れものをネットオークション
やフリマサイトで転売すれば儲かる。まずは、50 万円払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がない」と言うと消費
者金融に連れて行かれ、指示されるままに借金をし、その場で男性に渡した。その後、数回男性からノウハウを聞いたが、役に立つ
内容ではなかった。全額返してほしいが、その後、連絡が取れなくなった。（大学生　女性）
アドバイス
・インターネット通販などで仕入れた商品を、フリマサイトやネットオークションで販売する「転売ビジネス」のトラブルが寄せら
　れています。儲けるためのノウハウ・サポート・会員登録などで高額な費用が必要と言われたら要注意です。「簡単に儲かる」、「す
　ぐに元が取れる」などと説明されても、安易に信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
・「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、断り切れなくなる場合があります。「契約しない」、「やらない」と明確に伝えましょう。
・未成年の契約は、取り消しできることもあります。少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに消費生活センター  
  に相談してください。
■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。

転売で稼ぐ！簡単には儲かりません

はい、こちら 消費生活センターです！
消 費 生 活
相談コラム

197

問 消費生活センター　 （93）5348

問・申込先　生涯学習課　 （93）7641　FAX  （91）1020

第54回富里市文化祭　作品・参加者を募集！

■申込条件　感染症対策にご協力いただける個人や団体。参加者説明会（９月７日（火）予定）に代表者が出席可能なこと。
■申込方法　８月 15 日（日）までに、中央公民館１階の生涯学習課窓口で行ってください。ＦＡＸ、郵送も可（消印有効）
　　　　　　※過去の参加団体への通知はしません。

8/15（日）
まで

第 54 回富里市文化祭を 11 月３日（水・祝）～７日（日）に中央公民館で開催します。
得意なジャンルで参加して、日ごろの練習成果や自慢の作品を披露してみませんか？

※行事部門（来場者参加型の体験教室や大会など）は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

俳句・短歌・生け花・書道・絵画（30 号以内）・写真（キャ
ビネ版以上・組写真含む）・手工芸・陶芸などで、個人
作品は原則１点、団体での応募は生涯学習課で調整を行
います。

展
示
部
門

講堂のステージで歌や踊り、楽器の演奏などを発表する
ことができます。個人参加は原則１曲、団体参加は最長
25 分。（準備・片付け含む）1 曲 25 名を上限とします。

発
表
部
門

11/6（土）のみ
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８月の個別予防接種 母子保健班

※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６月生まれ
ＢＣＧ　令和３年３月生まれ
４種混合　令和３年５月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年７月生まれ
日本脳炎　平成 30 年７月生まれ

プレパパママ教室 母子保健班

日時・内容　
　８月 28 日（土）
　① 9：00 ～ 11：00、② 13：00 ～ 15：00
　　妊娠中の生活、ママと赤ちゃんのお口の手入れ & 栄養、
　　お風呂の入れ方、妊婦体験（パパ）
場　所　すこやかセンター 3 階
対　象　令和３年 10 ～ 12 月出産予定の初産婦の人
定　員　各時間８組
費　用　250 円（テキスト代）　
申　込　８月 25 日（水）までに電話

ストップ！ザ・むし歯 母子保健班

６月４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。

　　秋葉　琉
る み

美　　　雨郷　悠
は る き

輝　　　新井　　希
のぞみ

　　石井　美
み う

翔　　　石田　鈴
れ な

奈　　　伊藤　美
み ゆ

優

　　井上瑛
え り な

莉七　　　氏家　花
は な か

香　　　内田　大
た い が

翔

　　大橋　律
り つ と

登　　　小野　　元
げん

　　　小堀　蓮
れ な

奈

　　齋藤　　蓮
れん

　　　佐々木結
ゆ い

衣　　　新福　　唯
ゆい

　　神宮　大
や ま と

和　　　杉野あかり　　　杉本　紗
さ な

奈　　　

　　鈴木絵
え み な

心奈　　　竹中　梨
り の

乃　　　田中　美
み ほ

穂　　　

　　土屋みちる　　　椿　　和
わ か な

奏　　　柾木　庵
い お り

瑠　　　

　　柾木　璃
り あ

杏　　　松本　　郁
かおる

　　　宮本　　紬
つむぎ

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜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。

８月の健康カレンダー
日（曜日） 行　　　事 場 　所 受付時間

２（月） 育児相談（要予約）

すこやかセンター

13：30 ～ 14：30

３（火）
１歳 6 か月児健診（令和２年１月生まれ）
※感染症対策のため、人数を調整し個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

６（金）
3 歳児健診（平成 30 年２月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00
13：00 ～ 13：30

10（火）
２歳児歯科（平成 31 年３月生まれ）
※対象者には個別に通知

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 14：00

20（金）
乳児健診（令和３年３月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

ベビーマッサージ&
ママヨガ教室 母子保健班

日　時　８月 26 日（木）
　　　　① 9：45 ～　② 10：45 ～
　　　　※兄弟姉妹と一緒に参加するときは①に申し込んでくだ
　　　　さい。
場　所　すこやかセンター 3 階
対　象　令和３年２月～４月生まれ
　　　　（初めての参加に限ります）
定　員　各時間７組　　
持ち物　母子手帳、バスタオル
費　用　１組 500 円

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
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健康広場

成田赤十字病院　公開健康講座

※詳しくは成田赤十字病院社会課に問い合わせてください。
日　時　８月 21 日（土）14：00 ～ 15：30
場　所　赤坂ふれあいセンター＜成田市赤坂 2-1-14 ＞
定　員　50 人
内　容　せぼねの骨折 SOS　～大けがでなくてもおこる？
　　　　知っておきたい背中・腰の骨折のこと～
講　師　萬納寺　誓人さん
　　　　（成田赤十字病院第三整形外科部長兼脊椎脊髄センター長）
申込み　成田赤十字病院社会課に電話　 （22）2311
　　　　または成田赤十字病院ホームページから受付。

生活習慣病予防医療講演会 成人保健班

内容・日時・講師　
　①糖尿病予防講演会「血糖値・HbA1c が気になる方へ
　　～コントロールするための正しい知識～」
　　10 月９日（土）10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）
　　成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科部長
　　橘　香穂里さん
　②脂質異常症予防講演会「気になるコレステロールと
　　動脈硬化の関係～生活改善のポイントについて～」
　　10 月 23 日（土）10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）
　　成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科医師
　　山賀　政弥さん
共通事項　
場　所　すこやかセンター　　定　員　各回 20 人
申込み　前日までに電話

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 7 月現在）

ワクチン接種について

   対象者      
 　　スケジュール

７月上旬 ７月中旬 ７月下旬 ８月上旬以降

基礎疾患を有する方

高齢者施設などの従事者

60 ～ 64 歳の方

12 歳～ 59 歳の方

厚生労働省新型コロナワクチン

コールセンター

千葉県新型コロナワクチン

副反応等専門相談窓口

富里市新型コロナワクチン

接種コールセンター

0120（761）770 03（6412）9326 0570（034）415

受付時間：９:00 ～ 21:00
　　　　　（土・日曜、祝日を含む）

受付時間：８:30 ～ 17:15
　　　　　（土・日曜、祝日を含む）

受付時間：24 時間対応
　　　　　（土・日曜、祝日を含む）

ワクチン接種

接種券送付 予約開始・ワクチン接種

※基礎疾患がある方は、ワクチン接種を受ける前に、かかりつけ医にワクチン接種について相談してください。
　かかりつけ医が接種医療機関である場合は、かかりつけ医でワクチン接種を受けましょう。

６５歳以上の方で予約がお済でない方
政府が推奨する７月末を過ぎても、随時予約はできますが、ワクチン接種を希望
する方は、早めに予約・接種をしていただくようご協力をお願いします。
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富里市地区保健推進員コラム（富里小・七栄小地区）

～イスに座ってできるストレッチ体操について～

新型コロナウイルス感染症で、外出自粛が続き、運動不足に注意が必要です。

そこで、今回は「イスに座ってできるストレッチ体操」についてご紹介します。

問 健康推進課　 （93）4121

①大きく深呼吸を２～3回行いましょう

⑧最後に全身をゆっくりと手で叩いてほぐし、大きく深呼吸をして終了です

～ストレッチ体操～

②首の運動

③肩の運動

④体の運動

⑥ももの運動 ⑦つま先・かかと交互上げの運動

⑤手首の運動

首を前後左右に倒し、左右にねじる動作をそれぞれ５秒間行います。その後、右回り、左回りに２～３回まわします。

肩の上げ下げをそれぞれ３秒かけて行い、この動作を

10回程度行いましょう。

右側を反対側に伸ばし、左手を右ひじに添え、左手で

右胸に押し付けます。これを左右５回ずつ、２回繰り

返しましょう。

イスの背もたれの右側を両手でつかみ、右側に体

をひねります。この時、首も一緒にひねりましょう。

５秒間行い、左側も同じように行います。

右足を前に伸ばし、膝を曲げないようにして、ゆっくりと両

手をつま先の方に伸ばします。息は止めないようにして５秒

間、伸ばしましょう。左側も行い、それぞれ２回行いましょう。

まず、つま先を上げて、その後にかかとを上げるのを繰

り返し、これを10回行いましょう。

手もとをグー、伸ばした方をパーで交互に10回

行います。その後、グーとパーの動作を反対にし

て行いましょう。

→ → →

→ → → → →

→

→
→

→

やってみよ
う!!

※横からのイメージ
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相　談　名 日　　時 場　　所 問い合わせ 申込など

法律相談
16 ・23・30 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

交通事故相談
10 日（火）
10：00 ～ 15：00

市役所分庁舎
1 階会議室

市民活動推進課
（93）1117

６日（金）までに予約

年金相談
19 日（木）
10：00 ～ 15：00

北部コミュニティ
センター

国保年金課
（93）4085

心配ごと相談
３・10・17・31 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

24 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
６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（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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８日（日）・22 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）
　　　　　※個人番号カード・旅券の交付は、８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等

【問い合わせ】市民課　 （93）4086

22 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

【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。

8月の映画会

ファーストラブ　
出演　真木よう子、上白石萌歌　ほか
■日時　８月 18 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

2（月）、10（火）、16（月）、23（月）26日（木）、30日（月）

information
Library図書館だより

（92）1211中央公民館 （92）1597社会体育館

休館日　

２日（月）、９日（月・振休）、16 日（月）、23 日（月）、

30 日（月）

※施設の利用や申請は、問い合わせてください。

休館日　２日（月）、８日（日・祝）、９日（月・振休）、 16 日（月）、

　　　　23 日（月）、30 日（月）

公民館棟・講堂棟使用申請受付（令和３年９月分）

※受付時間　３日（火）９：00 ～ 17：15、４日以降  8：30 ～ 17：15

※３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。）
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子育て広場

子育てで、「ほんの少し誰かに手を貸してほしい」
と思ったことはありませんか。
子どもの預かりや保育施設までの送迎など、セン
ターが仲介して提供会員がお手伝いします。

■日時　月曜～金曜日（祝日除く）
　　　　９：00 ～ 16：00
■場所　子育て支援課
■対象　市内在住または在勤で同居している１歳～
　小学校６年生までの児童がいる親族の人

18 歳までの児童をもつ母子・父子家庭世帯の方が、保険医
療機関の診療や調剤を受けたとき、その自己負担額を一部助
成しています。
通知が届いた方は、令和３年８月 31 日（火）までに更新の
手続きをしてください。

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

20 日（金）10：00 ～ 11：30

妊娠・子育てプチ相談（要予約）
※妊婦・０～５歳児対象

５日（木）10：30 ～ 11：40
17 日（火）14：45 ～ 15：45

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

6 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。

若草児童館
申込 （93）8226

じどうかん食堂（要予約）
「カラフルそうめん、夏野菜のサラダ」

21 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」
25 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

毎週火・木曜日（※ 12 日は休み）
９：00 ～ 11：00

リフレッシュ講座「ビーズでリング作り」
定員：5 組

24 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」
6 日（金）10：15 ～ 11：45
魚釣りをしよう、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）

4 日（水）、18 日（水）、27 日（金）
11：00 ～ 11：45

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。

児童扶養手当の「現況届」
通知が届いた方は、毎年８月１日現在の状況を「現況届」
に記載して、必要書類を添えて必ず提出してください。（対
象者には７月に発送しております。）
手当を受給している方は、届出がない場合、11 月分以降
の手当が支給できません。

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入会説明
ひとり親家庭の医療費助成の更新手続き

問  子育て支援課　 （93）4497
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とみさと Hot News !

６月23日、ＪＡ富里市と、ジェフユナイテッド株式会
社を訪問し、富里スイカとフルーツ&キャロット（ニン
ジンジュース）を贈呈しました。
また、返礼として、全選手サイン入りのユニフォームを
いただきました。

左から）森本代表取締役社長、五十嵐市長、
ＪＡ富里市根本代表理事組合長

ジェフユナイテッド市原・千葉へ
富里スイカなどを贈呈

６月30日、株式会社千葉ジェッツふなばしに、富里ス
イカ（プレミアムブラック）を贈呈しました。
この贈呈式は、富里の農産物や産品の振興と併せて、地
域振興を掲げる千葉ジェッツふなばしの取り組みの一環
として行われました。今後も球団と市、ＪＡ富里市が市
の農産物活用など、農業分野での連携を推進します。

左から）田村代表取締役社長、五十嵐市長、
ＪＡ富里市根本代表理事組合長、佐藤取締役事業本部長

千葉ジェッツふなばしへ
富里スイカを贈呈

東京2020オリンピック　千葉県聖火ランナー久保田剛さんが
市長を表敬訪問

６月６日に開催されたジェフユナイテッド市原・千葉
のホームゲームにおいて、市農業後継者対策協議会と
ＪＡ富里市による物産展を実施しました。
当日は、富里スイカやお米の抽選会などもあり、足を
運んだお客さんを楽しませました。

７月１日から７日まで、市役所１階の富里市観光ブー
スに七夕かざりをしました。
旧岩崎久彌末廣農場別邸公園から切ってきた笹に、市
民の皆さんに書いて
いただいた短冊を飾
りました。ご協力い
ただきありがとうご
ざいました。

ジェフユナイテッド市原・千葉ホームゲームにて

富里市の物産展を開催
七夕かざりを行いました

皆
さ
ん
の
願
い
が

　

叶
い
ま
す
よ
う
に

７月２日、幕張メッセ駐車場での点火セレモ
ニーに参加された久保田剛さん（富里福葉苑）
が、７月９日に市長を表敬訪問し、セレモニー
当日の様子について和やかに歓談されました。
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ホームページ とみちゃん

人口：49,548 人（前月比－ 7）
　男：25,255 人（前月比－ 9）
　女：24,293 人（前月比＋ 2）
世帯数：23,723 世帯（前月比＋ 11）

市の人口
2021.6.30現在

市からの緊急情報や防災行政無線
情報、防犯情報などをメールで配信。

市の活動、市内で活動している団体や地域の情報を発信中。
Facebook に「いいね！」をして、まちづくりに参加し
ましょう！

妊婦さんや子育て中のママパパ向けに、様々な情報を発信中。
今後は、健康づくり情報も配信していきます。

「広報とみさと」
や市内のイベント
情報などを配信。
登録は友達追加を
するだけです。

市の魅力や市長メッセージ、健康情報など、
様々な動画を配信中。
チャンネル登録をお願いします。

Youtube ユーザー名

「千葉県富里市　Tomisato City」

info-tomisato@sg-m.jp
【登録方法】
上記アドレスに空メールを送信。

市からの情報

防災・防犯メール

とみさと市民活動サポートセンター 健康推進課SNS

市公式ＬＩＮＥ

市公式 Youtube

市の魅力発信に関する情報などを
「とみちゃん」がお知らせ中。

図書館の主催行事や本の紹介などを
お知らせ中。

とみちゃん公式twitter

富里市立図書館

公式 twitter

見てね！

Facebook Instagram Instagramtwitter

見てみよう！

市では、広報紙以外にもホームページやＳＮＳなどを利用して、様々な行政情報を発信していま
す。市民の皆さんが「知りたい」と思う情報を、正確かつ迅速に発信することに努めていますので、
登録などをしていただき、ぜひ定期的にご覧ください。

とみぽくん


