
○ 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。
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よいしょ！

　　よいしょ！

「高松入の天王様」は、明治時代に埼玉県から富里市十倉

字高松入地区に移り住んだ人々が伝えたと言われています。

毎年７月15日に、麦わらで作った神輿を子どもたちが担い

で、地区の家々を廻ります。元気な掛け声とともに神輿を

地面に打ちつけ、紙を振りかけ、疫病を追い払います。

よ
い
し
ょ！

　
　
よ
い
し
ょ！

高松入の天王様（富里市十倉字高松入地区）

こちらから「高松入の天王様」
の動画が視聴できます。



　 2　　　広報とみさと　2021.9.1  　　 

自然災害から大切な命を   

９月１日は「防災の日」／８月30日～9月5日は「防災週間」

自助　自らの安全は自ら守る（自ら取り組む）

その１

その３

その２

その４

家族で話し合おう

家具などの転倒・落下防止

備えよう

避難するときは

〇災害時の家族一人ひとりの役割分担
〇非常持ち出し品のチェックと入れ替え
〇災害時の連絡方法や避難場所などの確認

家具などの転倒や落下は、ケガ・逃げ遅れなどの原因
にもなります。家具などは壁や天井に固定し、上には
物を置かないようにしましょう。
また、出入り口や通路には物などを置かず、寝室にも
倒れやすい家具などは置かないようにしましょう。

災害発生直後は、食料や日用品の購入が難しくなります。
日頃から必要な備蓄をしておきましょう。

まずは自分の安全を確保しましょ
う。電気のブレーカーを落とし、
ガスの元栓を閉め、最小限の物を
持ち避難しましょう。
1人で避難はせず、隣・近所の方
に声をかけ、助け合いながら行き
ましょう。

備蓄の点検

非常用持ち出し品の準備

〇水・食料など（おおむね3日分）
〇携帯トイレ　〇トイレットペーパー
　など

〇懐中電灯・ろうそく　〇携帯ラジオ　〇乾電池　
〇救急箱　〇常備薬　〇マスクや体温計などの衛生用品
〇貴重品（現金、通帳類、証明類、印鑑など）
〇その他、生活用品など

普段から食べ物や日用品を少し多めに買い、日常生活で
消費した分だけ、買い足しながら備蓄する方法です。

ローリングストックも大切です

防災・防犯メールの登録を

市域で発表された気象情報や災害情報、緊急性が高い防犯情報
と防災行政無線で放送をした内容などの情報を、いち早く入手
できます。登録は無料（通信料は別途必要）で、手続きは簡単です。

携帯電話やパソコンから、次のアドレスに送信し、返信され

るメールの内容に沿って登録をしてください。

info-tomisato@sg-m.jp

※迷惑メール対策をしている場合は、事前に「@sg-m.jp」　
　のドメインから受信を許可する設定にしてください。
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■日時・場所　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00
　※相談時間はおおむね 45 分
　① 9 月 12 日（日）北部コミュニティセンター
　　※午後は依頼主宅も可
　② 10 月４日（月）市役所分庁舎１階　
　　※午後は依頼主宅も可
　③ 11 月 14 日（日）中部ふれあいセンター
　　※午後は依頼主宅も可
■定員　各回 10 組　■費用　無料
■持ち物　建築確認申請時の平面図など、住宅の間取りが分かる
　もの（建築確認通知書など）
■申込　開催日の 3 日前（木曜日）までに電話で予約

①耐震診断費補助金
■補助金額　経費の 3 分の２（上限８万円）
■受付期間　12 月 24 日（金）まで
②耐震改修費補助金
■補助金額　経費の 3 分の１（上限 50 万円）　
■受付期間　11 月 30 日（火）まで
③危険ブロック塀撤去費補助金
■補助金額　経費の２分の１または塀の長さ１m 当たり　　　
　８千円を乗じた額のいずれか少ない額（上限 10 万円）　
■受付期間　11 月 30 日（火）まで
　※予算額に達した時点で終了となります。
　　詳しくは問い合わせてください。

住宅耐震相談会 木造住宅耐震診断費・耐震改修費・

危険ブロック塀撤去費補助事業

～耐震事業について～ 問・申込先　都市計画課　 （93）5148

自然災害から大切な命を   

もしもに備え、飲料水を各ご家庭で備蓄しましょう。
【水道水を保存容器で備蓄する方法】
１．密閉できる保存容器を用意しましょう。
２．水道水のつめ方
　　〇容器内部に空気が残らないようにしましょう。空気が残っ　　　
　　　ていると、空気中の細菌で汚染される場合があります。
３．保存方法と保存期間
　　〇直接日光が当たらない、暗い場所で静置します。
　　〇保存期間は３日間が目安です。期限を過ぎたら雑用水な　　
　　　どに使用し、新しい水道水と入れ替えてください。
■生活用水の確保
　お風呂の残り湯を、トイレなどで使える生活用水として活用　　
　できるよう、日頃から心がけておきましょう。

災害時にペットを守るため、以下の準備をしましょう。
○ペットの餌やトイレ用品など
○ケージやキャリーバッグの用意など
○マイクロチップや迷子札などの取付
○狂犬病予防接種や各種ワクチンの接種
○ケージの出入りや決まった場所でのトイレの訓練
○その他の避難先の確保（遠くの親戚など）
※市では避難所（建物内）にペットを入れることはできません。
※避難所でのペットの飼養は飼い主の自己責任になります。

問防災課　 （93）1114

自然災害は、いつどこで起こるか分かりません。

被害を軽減するために、日頃から災害に備え、対応力を

高めることが大切です。

「防災の日」を機会に、適切な行動がとれるよう家庭や地

域での防災対策を再確認しましょう。

守るために

警戒レベル 新たな避難情報

５ 緊急安全確保

４ 避難指示

３ 高齢者等避難

２ 大雨・洪水注意報等

１ 早期注意情報

避難情報の表現

戸別受信機を販売中５月 20 日から、「避難勧告」という表現が廃止となり、「避難
指示」に一本化されています。「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。

台風シーズン前に情報取得の準備をしま
しょう。
市では、防災行政無線の放送内容が屋内
でも聞ける「戸別受信機」を販売してい
ます。
詳しくは問い合わせてください。

ペットの避難準備
問環境課　 （93）4945

飲料水の確保

問上下水道課　 （93）3340

詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。
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9 月 9 日は救急の日

問消防署　 （92）1311救急業務や救急医療に対しての理解と認識を深めるとともに、救急医療関係者の意
識の高揚を図るため、昭和57年から毎年９月９日は「救急の日」と定められています。

上半期（１～６月）の救急出動件数1,001件

急な病気やけがをしたとき、該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応（「いますぐ救急車を呼びましょう」、
「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」、「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」または「引き続き、注意し
て様子を見てください」）が、緊急性をイメージした色とともに表示される無料アプリがありますので、ぜひ活用しましょう。

■スマートフォンから
　「App Store」や「Google play」で
　「Ｑ助」で検索してダウンロード可能です。

全国版救急受診アプリ「Q助」

～救急車の適正な利用を～

現在、市消防署では、３台の救急車で救急出動に備えています。
昨年の上半期（999 件）に比べると、出動件数は微増しており、その中には、
緊急性がないと思われる救急出動もあります。そのために、命の危険がある重症
患者への対応が遅れてしまうことも考えられます。
尊い命を救うために、救急車の適正な利用をお願いします。

０
H29 H30 R2 H31

（R1)

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

富里市救急出動件数

2,280
2,296

2,341

2,014

～～

（件数）

■Web から
　総務省消防庁ホームページの「Q 助」Web 版
　で利用できます。

富里市傷病程度別搬送状況（令和2年度）

中等症
45.5％

軽症
44.4％

重症
9.0％

死亡
1.1％

資料：令和２年度版消防年報（富里市消防本部）

あなたの判断で

「救える命」があります

少し指を切った、歯が痛いなど緊急性が

低い場合は１１９番通報せず、病院を受

診しましょう。あなたの判断が、真に救

急車を必要としている方の命を救います。
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下水道への速やかな接続を
公共下水道が整備された区域内では、土地の所有者や借地権者は、速やかに排水設備を設置することが、
法律により義務付けられています。整備地区内でまだ下水道に接続していない人は、早急に接続をお願い
します。整備区域内のくみ取り式などのトイレは、公共下水道が整備されてから３年以内に水洗トイレへ
改造しなければなりません。
また、整備区域内では、浄化槽を使用している人も、直接下水道に接続することが必要です。

自然と暮らしを守るためにできること
■台所では
　下水道管やマンホールに油や食材などが付着すると、下水道管
　の詰まりや故障の原因となります。天ぷら油などの食用廃油や
　野菜くずなどを流さないようにしましょう。
■水洗トイレでは
　トイレットペーパー以外の異物を流さないようにしましょう。
　土砂や木片なども、下水道管の詰まりや故障の原因となります。
　また、廃油などの揮発性の高い危険物は、下水道管の中で爆発
　する危険性がありますので、流さないようにしましょう。
■宅内排水設備の管理は
　宅内ますは、個人の管理です。定期的に点検し、清掃しましょう。
　特に、飲食店などを営業している人は、こまめに清掃をしましょう。

接続するときは市へ届出を
公共下水道へ接続するときは、市への届出が必要です。
接続にあたり、工事が一定の技術水準で正しく行われないと故
障の原因となりますので、必ず市指定下水道工事店へ依頼して
ください。

井戸水を使用している人は
家庭で使った井戸水を、井戸メーターを設置せずに公共下水道
へ流している人で、使用人数に変更があった時は、下水道使用
料も変更になります。必ず届出をしてください。
また、井戸メーターを設置している人は、定期的にメーターを
交換してください。（計量法により有効期間は８年）
※交換費用は個人負担です。

市では、９月 10 日の「下水道の日」を中心に、公共下水道が整備された地域で、まだ下水道に接続していない家屋を対象とした、接
続のお願いの戸別訪問などを行います。
この機会に、下水道の意義や役割を一緒に考えてみませんか。

９月 10 日は下水道の日

下水道　雨水も汚水も　すーいすい 問上下水道課　 （93）5349（　　 　 ）令和３年度
下水道推進標語

▲市の下水用マンホール蓋

進
捗 問  商工観光課　 （93）4942

令和 4 年度

ＯＰＥＮ！
今月は、（仮称）「末廣農場」の基本コンセプトによる、
主な導入機能をお知らせします。 毎月、進捗状況を

お知らせしていきます。
9 月

10 11 12 1 2 3

観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」の

　　　　　　　　　　　　　整備 を 進めています

富里に来たら

　「最初に」訪れる場所

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

成田国際空港近接地という地理的優位性を活かし、

（仮称）「末廣農場」を窓口として地域への観光に繋げます。

建物は、旧岩崎久彌末廣農場別邸公園と調和した

意匠とします。

物販施設では、地元産の野菜や畜産物を販売すると

ともに、休憩スペースを併設します。また、近隣住

民の災害時の避難所に限定せず、観光客を含めた本

市への来訪者が避難し、情報共有ができる一時的な

避難場所としての機能を併せ持ちます。

多様な団体によるイベントを開催し、観光プロモー

ションを充実させます。
「イベント」スペース

日本大学芸術学部による
観光・交流拠点のイメージ図

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

詳細は、市公式ホー
ムページにも掲載
しています。
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市街化区域の用途地域を変更しました

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
用途地域を令和 3 年 7 月 30 日に変更しました。用途地域を変更した地区の面積は、約 62 ヘクタール（市街化区域の
約 13％）となっています。

市公式
ホームページ

低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた
住宅などが建てられます。

住居の環境を守るための地域で
す。3,000 ㎡までの店舗、事務所、
ホテルなどが建てられます。

主に住居の環境を守るための地域
です。10,000 ㎡までの店舗、事
務所、ホテル、カラオケボックス
などが建てられます。

※建ぺい率：敷地面積に対する建築面積の割合　　　　　　　建ぺい率（％）＝（建築面積÷敷地面積）× 100
※容積率：敷地面積に対する建物の立法的な容積比率　　容積率（％）＝（延べ床面積÷敷地面積）× 100

地区番号
変更前 変更後

用途地域 建ぺい率（％） 容積率（％） 用途地域 建ぺい率（％） 容積率（％）

①、②、③
第一種低層住居
専用地域
第一種住居地域

50

60

100

200
第二種住居地域 60 200

④、⑤、⑥、
⑦、⑧

第一種低層住居
専用地域

50 100 第一種住居地域 60 200

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

①

②

③

④

⑤

⑧

⑥

⑦

問都市計画課　 （93）5147

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

凡例
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町内の方から声がけされたのをきっかけに草刈りを始め、平成 27 年から日吉台 1 丁目地域の公道・緑
道・公園の除草作業を有志に呼びかけて月 1 回実施しています。また、日頃から個人でも地域の環境美
化にも努めています。
除草作業時には飛び石防止がある草刈り機を使用し、早朝は機械音を考慮して鎌で除草作業を行うなど、
周辺にも配慮しながら活動しています。

アダプトプログラムに参加したことをきっかけに、平成 25 年から日吉台 1 丁目地域でポイ捨て
のゴミ拾いや、公園や通学路、大通り沿いの植樹枡に季節の花植えを実施しています。また、日々
天候を考慮しながら水やりを行い、地域の環境美化に努めています。
活動中、労いの声がけをいただいたり、きれいになった公園に集まる子ども達を見ることをモチ
ベーションに、楽しく活動しています。

平成 27 年から日吉台第 2 公園の環境整備・維持のため、自走式草刈り機の寄贈や、
テーブルベンチの設置、自己所有する重機で砂場の整備などをしています。町内の
方からの声がけで美化活動を始め、月 1 回の草刈りの他、状況に応じて個人でも公
園の環境美化を実施しています。公園で遊ぶ子どもたちが転ばないように、木の根
を重機で除去をするなどし、安心して遊べるようにしています。

○今後の抱負など一言
　人手が足らない状況で、今後も継続して活動していくためにも、自治会だより
　に除草作業スケジュールを掲載するなどして積極的に声がけをし、活動に
　参加してくれる人を増やしていきたいです。
　また、地域のゴミ問題にも引き続き取り組んでいきたいです。

○今後の抱負など一言
　後継者不足を解消し、この活動が今後も続くよう積極的に声が
　けしていき、これからも仲間と楽しく活動していきたいです。

○今後の抱負など一言
　活動を始めた 6 年前に比べると、子ども連れの方々が公園を訪れることが増えてきて、子ども達が笑顔
　で遊ぶ姿に、公園を整備することのやりがいを感じています。自分ひとりでは活動を続けることは
　難しく、一緒に活動する仲間がいたから続けることができました。
　これからも、子ども達が安心して遊べるように公園等の整備に関わっていきたいです。

vol. ４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。

織田　邦彦さん

村松　彰さん

渡瀬　英雄さん

地域の環境美化に努めています

市民起点　―それは、行政の立ち位置から市民の皆さまを考えるの
ではなく、「市民の皆さまと同じ立場に身を置き、物事を考える」こと―
　新型コロナウイルス感染症では、市民の皆さまの感染拡大防止へ
のご協力に心から感謝いたします。現在、国は、コロナ感染予防に
傾注し、その切り札としてワクチン接種に力を注いでいます。
　富里市でも、二転三転する国の方針に困惑しながら、「安心そして
速やかに」を念頭に、市内医療機関との調整や集団接種訓練の実施
など、万全な体制の構築を目指した一方で、国が示すワクチンの配
分計画では、年代別などで区分し、段階的な予約から始まり、接種
へ移行せざるを得ない状況となっていました。
　市民の皆さまから見れば、接種はもちろん、早くに予約ができる

市民に求められる行政の姿市長コラム
－Message  from  the  mayor－

vol.1

富里市長　五十嵐　博文

ことが「心の支え」になることから、富里市はワクチンの確保を
はじめ、接種体制の仕組みを精査し、一斉の予約の開始、そして
接種へと移行しました。
　これらの市独自の判断ができたのも、医療機関の協力はもとよ
り、行政の考えに捉われない、「市民起点」がもたらしたものと考
えます。
　行政改革とよく言われますが、市民起点があればこそ、実のあ
る改革へとつながることからも、今後はさらに、「市民起点」を重
んじた市政を実践していくことで、真に市民の皆さまに求められ
る、行政の姿に近づけることが大切であると思っています。
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有料広告を募集しています。　
　問 広報情報課　  （93）１１１9

秋の全国交通安全
運動i 9 月 21 日は

世界アルツハイマーデーi

問 千葉県くらし安全推進課交通安全
　  対策室 043（223）2263

市では、認知症の相談や支援を行って
います。詳しくは問い合わせてください。
認知症や介護のご相談
〇北部地域包括支援センター
　＜富里市日吉台４- ６-14 ＞

　 （36）7725
〇中部地域包括支援センター
　（龍岡ケアセンター内）　
　＜富里市七栄 653-73 ＞

　 （85）5572
〇南部地域包括支援センター　
　＜富里市立沢新田 192- ３＞

　 （90）6331

認知症のご相談や支援
〇認知症初期集中支援チーム
　（龍岡ケアセンター内）　
　＜富里市七栄 653-73 ＞

　 （37）5568

認知症カフェ
〇あい愛オレンジカフェ
　（福祉センター）

　 （35）6360
■日時　毎月第３水曜日に実施
　13：30 ～ 15：30
■会費　100 円

〇キャロットクラブ

　 080（5456）2796
■日時　
　現在、新型コロナウイルス感染症
　の感染拡大のため、休止中です。
　詳しくは問い合わせてください。

次代を担う子供のかけがえのない命
を交通事故から守ることは社会全体
の責務です。しかし、小学生が犠牲
となる悲惨な事故や、飲酒運転など
悪質運転による事故は、依然として
発生しています。
市民一人ひとりが交通ルールの遵守
と正しい交通マナーを実践しましょう。
■期間  9 月 21 日（火）～ 30 日（木）

■日時　９月 10 日（金）
　※９日（木）までに入金確認をお
　願いします。次回10月分の振替は、
　10 月 11 日（月）です。

９月分の
学校給食費振替日i

問 学校給食センター （93）2550

9 月 21 日は
国際平和デーi

毎年 9 月 21 日は国連が定めた平
和の記念日「国際平和デー」で、世
界の停戦と非暴力の日としてこの日
１日敵対行為をやめるよう呼びかけ
ており、全ての国と人々が世界恒久
平和の実現への決意を表すとともに、
平和の大切さや尊さを考える重要な
１日です。
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。

問 市民活動推進課 （93）1117

警察相談ダイヤル「♯ 9110」では、
防犯や生活安全に関することなど、各
種相談に応じています。そのほか、警
察署に設置されている総合相談窓口で
も相談に応じています。
110 番は、事件や事故など緊急通報
の場合のみ利用してください。

9 月 11 日は
警察相談の日i

問 成田警察署 （27）0110

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、近隣に思
わぬ被害を与える場合があります。
所有者は、日頃から土地の状況を把
握しておくなど、適正管理を心掛け
てください。

現在実施している生活困窮者自立支
援金の申請期限が、８月 31 日から
11 月 30 日に延長されました。
詳しくは、市公式ホームページなど
でお知らせします。

空き地の管理は
適正にi

新型コロナウイルス
感染症生活困窮者
自立支援金の申請延長

i

問 環境課 （93）4945

問 生活支援課 （93）4193

「広報とみさと」毎号に掲載する広告
を募集しています。
配布部数　19,300 部
掲載料・規格

1 枠　10,000 円
　　　（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）
2 枠　20,000 円
　　　（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）

色　2 色（黒と市の指定色）
締切　掲載希望月の前々月 25 日

広報とみさと有料広告

問広報情報課　 （93）1119

飲酒運転根絶
～飲酒運転は、絶対しない・させない・許さない～

有料広告

スペース

「広報とみさと」に広告を

のせてみませんか？ 

詳しくは問い合わせてく

ださい

[ 問合わせ先 ] 広報情報課

　 （93）１１１９
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市では、協働のまちづくりを推進す
る一環として、市民の皆さまにボラ
ンティアをより身近に感じていただ
くため、「ボランティア手帳」を市民
活動サポートセンターと富里市ボラ
ンティアセンターで配布しています。
これまで、ボランティアにあまり関
わってこなかった人は活動を始める
きっかけとして、ボランティア手帳
を活用してください。

中沢区で土砂災害防止法に基づく防
災訓練を実施します。
市内では、中沢区を含め 10 地区で
土砂災害警戒区域に指定されている
箇所があります。
災害に備えるため防災訓練に参加し
ましょう。
■日時　９月５日（日）
　　　　９：00 ～
■場所　富里第一小学校
■対象　中沢地区在住の人
■その他　新型コロナウイルスの感
染状況等により、急遽訓練が中止と
なる場合があります。

問 市民活動推進課 （93）1117

問 防災課 （93）1114

ボランティア手帳を

配布していますi
富里市土砂災害防災

訓練を実施しますi

市消防本部では、ＡＥＤ貸出事業を実
施しています。主に市民が参加する行
事などを主催する団体に、ＡＥＤを無
料で貸し出します。（保有台数１台）
詳しくは市公式ホームページをご覧
いただくか、問い合わせてください。

問 消防総務課 （92）1314

ＡＥＤを無料で

貸し出しますi

9/30（木）

固定資産税・都市計画税　第３期
国民健康保険税　第３期

後期高齢者医療保険料　第３期
介護保険料　第３期

納期内納付に
ご協力ください

■対象品目　
　○紙類（段ボール、雑誌、新聞、
　　雑紙）
　○布類（衣類、布類、革製品）
出し方など詳しくは、今後、お知ら
せしていきます。
また、収集日程は、「2022 年度版　
富里市ごみの出し方と分別収集日程」
に掲載します。

令和4年4月から

紙類・布類の収集場所
での分別収集を開始

i

問 クリーンセンター （93）4529

i
■日時、場所　
　9月26日（日）
　○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
　※雨天決行（台風等により中止に
　　なる場合があります）
■当日回収できる資源ごみ
　新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙
　パック、雑がみ、衣類、飲料用ア
　ルミ缶、小型電子機器（パソコン、
　スマートフォン、携帯電話、デジ
　タルカメラ、ビデオカメラ）
■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

i
■臨時休館日時　
　9月18日（土）9：00～13：00
臨時休館中は、施設の利用と図書の
貸出・返却ができません。

北部コミュニティセンター

臨時休館のお知らせ

問 富里北部コミュニティセンター
　管理運営委員会 （93）3755

市では、市民活動団体などが講師と
なり、市民活動団体などの専門知識
や活動、協働の取組事例を提供する
出前講座を実施しています。

「地域の集まりに来てほしい」、「市
民団体の活動内容について知りた
い」、「専門知識を勉強したい」など、
５人以上の団体またはグループで活
用いただけます。
講座メニューや申込方法など、詳し
くは問い合わせてください。

市公式　　　　
ホームページ

架け橋～市民活動出
前講座～を実施中i

問 とみさと市民活動サポートセンター 
　 （93）4123
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「とみさと元気アップ」商品券取扱店
舗の換金は９月 29 日（水）までです。
取扱店舗で、まだお手元に未換金の
商品券がある人は、必ず期間内に換
金してください。
換金期間を過ぎた商品券は、いかな
る理由があっても換金には一切対応
できませんので、注意してください。

「とみさと元気アップ」商品券

9月29日（水）で換金終了i

問 商工観光課 （93）4942

対象者には、9 月中旬に祝金の受取
方法などを記載した通知を送付しま
す。
■対象者　市内在住（9月15日時点）
　で、今年度中に 100 歳になる人。
　（大正 10 年 4 月 1 日～大正 11 年
　3 月 31 日生まれ）

長寿祝金を贈呈i

問 高齢者福祉課 （93）4981

所得税や住民税の申告が必要ない人
でも、国民健康保険税の納税義務者

（世帯主）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。
そのため市では、課税の公平性の確
保と平等な保険給付を図るため、申
告が済んでいない人や給与支払報告
書が提出されていない人などに「国
民健康保険税申告書」を発送してい
ます。
申告書は、国民健康保険税の軽減措
置や高額療養費の支給などの判定基
準となります。
申告書の提出がないと、軽減措置な
どを受けることができなくなります
ので申告書を受け取ったら必ず提出
してください。

国民健康保険の
所得申告i

問 国保年金課 （93）4083

国民年金には、次の 3 つの基礎年金
と 2 つの独自給付があります。
基礎年金
〇老齢基礎年金
〇障害基礎年金
〇遺族基礎年金
国民年金加入者だけの独自給付
〇寡婦年金
〇死亡一時金
詳しくは、市公式ホームページをご
覧いただくか、問い合わせてください。

国民年金の種類i

問 国保年金課 （93）4085

国民年金や厚生年金などで老齢を支
給事由とする年金は、「雑所得」とし
て区分され、所得税の課税対象とさ
れています。（障害年金・遺族年金は
課税されません。）
課税対象となる受給者には、日本年
金機構から扶養親族等申告書が送付
されますので、提出期限までに必ず
提出してください。
令和４年分「扶養親族等申告書」が
送付される人
65 歳未満…
　年金額が 108 万円以上
65 歳以上…
　年金額が 158 万円以上
　退職共済年金（JR、JT、NTT、
　農林共済）の受給者であって、　老
　齢基礎年金が支給されている人の
　場合は、退職共済年金の支給額が
　80 万円以上）

扶養親族等申告書は
期限までに提出をi

問 扶養親族等申告書ナビダイヤル
　 0570（081）240
　050 から始まる電話の場合

　（東京） 03（6837）9932

総務省では、10 月 20 日現在で「社
会生活基本調査」を実施します。
この調査は、国民の生活時間の配分
と自由時間における主な活動につい
て調査し、社会生活の実態を明らか
にすることにより、各種行政施策の
基礎資料を得ることを目的として実
施されます。
調査対象者の皆さまは、調査へのご
協力をお願いします。

■調査方法

　10 月上旬頃から、調査員が「調　
　査員証」を携行し、調査をお願い
　する世帯を訪問します。

■調査地域　

　七栄の一部と日吉台の一部
　※調査対象世帯には、９月中旬頃
　から調査をお知らせするリーフレット
　が配布されます。

令和3年社会生活基
本調査を実施しますi

問 広報情報課 （93）1119

市公式
ホームページ

担い手に貸し付ける農地を探してい
ます。貸し付けたい農地がある場合
は、問い合わせてください。出し手
と受け手の間に立って、（公社）千葉
県園芸協会が農地の貸し借りを行い
ます。
詳しくは、農政課、または（公社）千

葉県園芸協会農地部（ 043-223-
3011）まで問い合わせてください。

農地の出し手を
募集中i

問 農政課 （93）4944

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
作ろうi

問 市民課 （93）4086
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■対象者　原爆被爆者の実子で、県内
　に住所を有し、受診を希望される人
■期間　令和4年2月28日（月）まで
■申込期限　
　令和 4 年 1 月 31 日（月）（必着）
■申込方法　受診を希望される人の
　住所・氏名・生年月日・電話番号
　と被爆者である親の住所・氏名・
　生年月日・被爆者健康手帳番号・
　被爆二世健康記録簿配布希望の有
　無を書いて、郵送で申し込んで　
　ください。
　受診書等は後日送付いたします。
　なお、検査の種類によっては一部
　自己負担があります。

令和3年度原爆被爆二世
健康診断を実施しますi

問 ・申込先
〒 260-8667　
千葉県健康福祉部
健康福祉指導課援護班 

043（223）2349

■日時  11月27日（土）
　　　　10：00～
■場所　千葉経済大学・短期大学
　　　　（千葉市稲毛区轟町3‐59‐5）
■費用　○甲種　6,600 円
　　　   ○乙種　4,600 円
　　　   ○丙種　3,700 円
■申込　電子申請か書面申請のいず
　れかの方法で申し込んでください。
　▼電子申請（24 時間対応）
　　9 月 21 日（火）9：00 ～
　　10 月 1 日（金）17：00
　　【電子申請室専用電話】

　　 0570（07）1000（有料）
　▼書面申請（郵送）
　　（一財）消防試験研究センター　
　　で受付
　　9月24日（金）～10月4日（月）
　　9：00 ～ 17：00（土・日・　
　　祝日を除く）
■その他　試験願書は、市消防本部
　予防課でも配布しています。

危険物取扱者試験i

問 ・申込先　
　（一財）消防試験研究センター千葉

県支部  043（268）0381

普通救命講習会
受講者募集

■日時　９月 19 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　９月 12 日（日）まで

問 ・申込先　
　消防署  （92）1311

募

■日時　10 月 13 日（水）
　〇法令・政令　9：30 ～
　〇物理化学　13：45 ～
■場所　ふれあいプラザさかえ
　　　　＜栄町安食 938‐1 ＞
■定員　70 人
■費用　受講料 3,700 円、
　　　　テキスト代 4,500 円
■申込　9 月 27 日（月）～
　　　　10 月 1 日（金）

後期危険物取扱者
試験受験者講習会i

問 ・申込先　市危険物安全協会（市
消防本部予防課内）  （92）1313

申込み不要でどなたでも参加できます。
■日時　９月４日（土）
　　　　13：30 ～ 16：00
■場所　佐倉市中央公民館
　　　　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
■内容　手話学習会　

■日時　９月 18 日（土）
　　　　13：30 ～
■場所　志津公民館
　　　　< 佐倉市上志津 1672-7>
■内容　聞こうかい・語ろう会

■日時　10 月２日（土）
　　　　13：30 ～ 15：45
■場所　佐倉市中央公民館
　　　　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞
■内容　手話学習会　　

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

千葉中途失聴者・難聴者
協会定例会のご案内i

就労・進路相談

■日時　９月９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

 （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

令和３年 5 月、姫路市内で火災が発
生した際に従業員が消火器を使用し
ようとしたところ、消火器が破裂し
負傷するという事故が発生しました。
古くなった消火器や腐食した消火器
は破裂する危険があるため、使用を
控えてください。
不要となった消火器を廃棄する場
合は、消火器リサイクル推進セン
ターホームページ、または電話 03-
5829-6773 で確認してください。

問 消防予防課 （92）1313

古くなった消火器は
破裂する危険がありますi
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情報ネット Tomisato information

9 月 19 日（日）に開催を予定して
いました、令和３年富里市成人式は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大 ( ステージ４) により、再度延期と
させていただきます。
再延期後の開催日程につきましては、
改めてご案内させていただきます。

令和3年成人式
の再延期
（令和3年1月10日延期分）

i

10 月下旬に開催を予定していました
「富里市英語スピーチコンテスト・パ
フォーマンス発表会」は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止のため、
中止とさせていただきます。

富里市英語スピーチコン
テスト・パフォーマンス
発表会の開催中止

問 生涯学習課 （93）7641

i

毎年 11 月３日に開催しています「富
里市福祉まつり」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、中止と
させていただきます。

第34回富里市福祉
まつりの開催中止

問 社会福祉協議会 （92）2451

i

■日時　各回９：30 ～ 12：30

　①10月２日（土）、②10月９日（土）
　③10月23日（土）、④10月30日（土）
　⑤ 11 月 13 日（土）
　　※全５日間のコース

■場所　富里市商工会館

■内容　経営の基礎、経営戦略、雇

　用と労務管理、資金計画、ビジネ
　スプランの作成、創業資金調達の
　知識が身につくカリキュラム

■対象　起業、創業をお考えの人、第

　二創業をお考えの人、創業後間もな
　い人で、全カリキュラム受講できる人。

■定員　15 人　■受講料　無料

■申込　受講申込書をメール、ＦＡＸ

　いずれかで富里市商工会へ提出。

創業セミナーi

問 市商工会 （93）0136
　　　　　　FAX（92）1971

　  sogyo@tomisato.or.jp

■日時　10 月５日（火）
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　佐倉市立臼井公民館集会室
　　　　＜佐倉市王子台１－ 16 ＞
■対象　おおむね 40 ～ 65 歳の人
　　　　（在職・求職中問わず）
■内容　再就職活動を始めるために、
　仕事の探し方、応募書類の書き方、
　面接対策
■定員　30 人
■費用　無料
■申込　電話で予約

令和 3 年度富里市
創業支援セミナー
ホームページ

中高年向け
再就職支援セミナーi

問 商工観光課 （93）4942

■日時　
　令和 4 年６月 24 日（金）まで
 　9：00 ～ 17：00
　※ 16：30 までに入館
　※土・日・祝日・年末年始休館
■場所　（公財）印旛郡市文化財セン
　ター　考古資料展示室
　＜佐倉市春路 1‐1‐4 ＞
■料金　無料
■申込　事前予約制

令和3年度最新
出土考古資料展

問 ・申込先　（公財）印旛郡市文化センター 
　 043（484）0126

i

■日時　９月７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）
■内容　ニュースポーツ（バドポン
　など）の体験
■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

i

■開催日　10 月 10 日（日）

■種目　

　①歴史散歩（健康ウォーキング）
　②綱引き大会小学生の部
　　（小学 4 年生～６年生）
　③綱引き大会一般の部
　　（中学生以上）
　④スポーツ体験ゲームコーナー

■申込　9 月 30 日（木）まで

■その他　種目により定員や対象の

　要件、集合場所などが異なります。
　詳しくは、問い合わせてください。

2021とみさとスポーツ
健康フェスタi

問 ・申込先
生涯学習課（社会体育館内）　

　 （92）1597

■日時　９月 29 日（水）
　　　　14：00 ～ 16：15
■場所　北部コミュニティセンター
　　　　大会議室
■内容　第一部　講演「コロナフレイル」
　　　　講師　
　　　　リハビリアンドケアシステム
　　　　作業療法士　山本美愛さん
　　　　第二部　ちょきん体操演習
■定員　60 人
■持ち物　飲み物、フェイスタオル、
　動きやすい服装
■申込　9 月 17 日（金）まで

北部健康教室

問 ・申込先
　市北部地域包括支援センター

　 （36）7725
　FAX （36）7726

i

問 生涯学習課 （93）7641
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■日時　9月9日（木）
               13：30～15：30
■場所　福祉センター
■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

あなたの資格を活かせます！
保育士資格または幼稚園教諭免許を
持っていて、子育てなどでブランク
がある人や、経験がない人も歓迎し
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
　○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

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に
対し、生活を支援するため、児童 1 人につき５万円の給付金を支給します。
ひとり親世帯分

■支給対象者　次の①～③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公的年金等受給者で、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　
　児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている。

■支給手続き

　①に該当する人には、手当等指定口座に給付金の振込みを完了していますの
　で確認してください。②と③に該当する人は申請が必要です。
ひとり親世帯以外のその他世帯分

■支給対象者

　ひとり親世帯分の給付金を受給した人を除き、次の①～③のいずれかに該　
　当する人で、アまたはイの要件を満たす人
　①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている。
　②令和３年４月１日から令和４年２月 28 日までに新たに児童手当または　　
　　特別児童扶養手当の受給認定を受けた児童を養育している。
　③平成 15 年４月２日から、平成 18 年４月１日までに生まれた児童を養　　
　　育している。
　（支給要件）
　ア 令和３年度分市民税均等割非課税
　イ 令和３年１月以降の収入が市民税均等割非課税相当の収入に減少

■支給手続き

　①に該当し、アの要件を満たす人は、手当等指定口座に給付金の振込みを　
　完了していますので確認してください。上記以外の人については、申請が　
　必要です。
　※申請書などは窓口に用意しているほか、市公式ホームページからダウン　
　ロードできます。

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分及びひとり親世帯以外のその他世帯分）

防衛大・防衛医科大学生募集

i

問 子育て支援課 （93）4497

問 ・申込先　自衛隊成田地域事務所 （22）6275

試験区分 受験資格 申込受付 試験日（一次試験）

防衛大推薦
高卒（見込含）21 歳
未満で学校長が推薦す
る人

9 月 5 日（日）

～ 10 日（金）

9 月 25 日（ 土 ）・

26 日（日）

防衛大総合選抜 高卒（見込含）21 歳
未満の人（自衛官は
23 歳未満）

9 月 25 日（土）

防衛大一般 ～ 10 月 27 日（水）
11 月 6 日（ 土 ）・

7 日（日）

防衛医科大医
高卒（見込含）21 歳
未満の人

～ 10 月 13 日（水） 10 月 23 日（土）

防衛医科大看護学科 ～ 10 月 6 日（水） 10 月 16 日（土）

予備自衛官補一般
18 歳以上 34 歳未満
の人

～ 9 月 17 日（金）
10 月 2 日（土）

～ 5 日（火）
予備自衛官補技能

18 歳以上（国家免許
資格有）の人

募
詳しくは、
こちら

北総線千葉ニュータウン中央駅周辺
で交通規制が行われます。ランナー
などが沿線を通行する際には、大変
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力を
お願いします。
■交通規制の日時　
　9 月 26 日（日）
　7：30 ～ 12：30（予定）
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、応援・観戦はお控え
いただきますようお願いします。

第27回関東大学女子駅伝

対校選手権大会開催に伴う

交通規制
i

問 関東学生陸上競技連盟
　 03（5411）1488
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9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　令和３年 7 月生まれ
ＢＣＧ　令和３年 4 月生まれ
４種混合　令和３年 6 月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年 8 月生まれ
日本脳炎　平成 30 年 8 月生まれ

9/10～9/16は自殺予防週間 成人保健班

９月は学校が始まり、季節の変わり目のため気持ちに変動がある
時期になります。このような時期に自分の気持ちや周りの人の
変化に気づいた時は相談したり、お互いに声をかけ合いましょう。
誰かに相談することが解決のきっかけになります。一人で悩まず
相談しましょう。
相談窓口
〇厚生労働省

　「こころの健康相談統一ダイヤル」 0570-064-556　
　対応時間　９：00 ～ 18：30 ( 土日祝日除く )
〇一般社団法人社会的包摂サポートセンター

　「よりそいホットライン」 0120-279-338　24 時間対応
〇ちばいのちの電話事務局

　「千葉いのちの電話」 043-227-3900　24 時間対応

かみかみ歯ッピー教室 母子保健班

※対象者には通知します。
日　時　9 月 28 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　すこやかセンター　定　員　②、③各 10 組程度
対　象　令和２年 10 月・11 月生まれの子どもと保護者
内　容　むし歯予防の話、仕上げ磨きの実習
持ち物　母子手帳、バスタオル

ストップ！ザ・むし歯 母子保健班

7 月 2 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。

飯生　妃
き き

葵　　  　伊藤　泰
た い ら

良　  　　岩井　彩
あ や か

絹

大賀　菜
な な

々　　  　加瀬　想
そ う ま

真　　  　岸川　佳
か れ ん

蓮

佐々木陽
は る と

斗　　  　鈴木　羽
う た

汰　　  　鈴木　結
ゆ う と

翔

豊原　星
せ い な

那　　  　道前　悠
は る と

仁　  　　林　　花
か の ん

音

林田　蒼
そ う た

大　　  　韓　　優
ゆ う な

奈　　　  丸　　柊
と う り

利

宮野　蒼
あ お い

依　　　  ミヤヒラ　ナオミ　  森田　　澪
みお

柳田　龍
りょうま

真　　  　綿貫　花
か ほ

帆　 　 　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　  ＜五十音順・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。

9月の健康カレンダー
日（曜日） 行　　　事 場 　所 受付時間

3（金）
3 歳児健診（平成 30 年 3 月生まれ）
※対象者には個別に通知

すこやかセンター　

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

6（月）
健康相談（要予約） 9：30 ～ 11：30

育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

7（火）
１歳 6 か月児健診（令和 2 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（金）
乳児健診（令和３年 4 月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

13（月） 育児相談（要予約） 北部コミュニティセンター 13：30 ～ 14：30

14（火）
2 歳児歯科健診（平成 31 年 4 月生まれ）
※対象者には個別に通知

すこやかセンター
13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 14：00

献血 in市役所 成人保健班

千葉県内では、輸血用の血液が大変不足しています。医療に必要
な血液は人工的につくることができず献血に頼っています。
尊い命を救うため、ご協力をお願いします。
日　時　9 月 24 日（金）
　　　　① 10：00 ～ 11：45　② 13：00 ～ 16：00
場　所　すこやかセンター 1 階ロビー
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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　9 月 25 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　最後まで在宅で自分らしく過ごすために
　　　　～心がまえと地域の支援～
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。

健康広場

富里市地区保健推進員コラム（浩養小・洗心地区）

かんたん野菜レシピ～野菜が不足していませんか？～

健康的な食生活に欠かせない野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が多く含まれています。１日に必要な野菜
の量を知っていますか？野菜の摂取目標量は 350 ｇとされています。しかし、国民健康・栄養調査（令和元年度）の結果では、
野菜摂取量の平均値は 280.5 ｇであり、目標量と比較すると、約 70 ｇ（目標量の 20％）が足りていない状況です。

かんたん野菜レシピ

10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
　　　① 10 月 7 日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　オリエンテーション、妊娠中の生活、
　　　　ママと赤ちゃんのお口の手入れ & 栄養
　　　② 10 月 14 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）
　　　③ 10 月 21 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
　　　④ 10 月 28 日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　産後の生活
場　所　すこやかセンター
対　象　令和 4 年１・２・３月出産予定の初産婦の人
定　員　８組
持ち物　母子手帳　　　
費　用　250 円（テキスト代）　
申　込　10 月 4 日（月）までに電話

もぐもぐごっくん離乳食教室 母子保健班

日　時　10 月 4 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　すこやかセンター

対　象　離乳食が２回食になる頃の子どもと保護者

定　員　②、③各 10 組程度　※託児はありません。

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

材料 分量 作り方

カリフラワー
人参
セロリ
きゅうり
酢（米酢）
砂糖
塩
水
ローリエ
ごま

250g
70g

150g
150g

１カップ
大さじ３

小さじ２強
2/3 カップ

1 枚
小さじ１

①カリフラワーは小房に分ける、人参は拍子切り、セロリは筋を取り斜め
　切り、きゅうりは種をとり斜め切りに切りそろえる。

②Ａを鍋に入れてＢを加えて中火で３～４分、煮立てる。

③ ②にＣを加えて混ぜながら約１～２分煮て火を止める。

④ボールにあけて粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。

 　　　　　　　　

◇かんたんピクルス　色んな野菜を使った彩りの良い常備菜です。

　レシピ提供：八木克文さん（御料）

不足量
70g

野菜摂取平均量 280g　＋　不足量 70g　＝ 野菜接種目標量350g

プラス
1 品！

不足量を
補うために

野菜摂取平均量
280g

成人保健班

｝
｝

｝
Ｂ

Ｃ

Ａ
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相　談　名 日　　時 場　　所 問い合わせ 申込など

法律相談
13・27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
14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

10日（金）までに予約

年金相談
16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
７・14・21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

28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

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）富里総業　 （93）1152

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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12 日（日）・26 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、12 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

26 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。

９月の映画会

‐ 顔 -
出演　谷原章介、原田夏希　ほか
■日時　９月 15 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

６日（月）、13日（月）、21日（火）、27日（月）、30日（木）

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　

６日（月）、13 日（月）、21 日（火）、27 日（月）

※施設の利用や申請は、問い合わせてください。

休館日　６日（月）、13 日（月）、19 日（日）、20 日（月・祝）、

　　　　23 日（木・祝）、27 日（月）

公民館棟・講堂棟使用申請受付（令和３年 10 月分）

※受付時間　１日（水）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。）

第1回富里歴史講座　よみがえる末廣農場

日時：9 月 26 日（日）10：00 ～ 11：30
場所：図書館２階ＡＶホール　定員：40 人　費用：無料
講師：林田利之（郷土史家）
申込み：9 月 22 日（水）までに次のいずれかの方法で申し込み
○電話　○ FAX（氏名・FAX 番号明記）
○図書館カウンター
※手話通訳・要約筆記が必要な人は、9 月 15 日（水）までに
　申し込みください。



　 18　　　広報とみさと　2021.9.1  　　 

子育て広場

地域で子育ての援助ができる人（提供会員）を募集しています。
入会を希望する場合は問い合わせてください。
内容　子どもの一時的な預かりや、保育施設などへの送迎
対象　市内在住で健康な人（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）

９日（木）10：30 ～ 11：40
　※妊婦・０～５歳児対象
16 日（木）10：30 ～ 11：40
　※妊婦・１歳未満対象

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

17 日（金）10：00 ～ 11：30

子育て支援センター

（向台こども園）

申込 （37）7070

移動支援（要予約）
場所：北部コミュニティセンター

３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

保育園開放　子育てサークル
「おやこの森」

14 日（火）・28 日（火）
９：30 ～ 11：00

子育て交流の場　「にこにこサロン」 21 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

〇日吉台第 7 公園　３日（金）
　大きなシャボン玉で遊ぼう
〇若草児童館 　　９日（木）
　アロマ教室　マスクスプレー作り　　

じどうかん食堂（要予約）
「栗ご飯、とりつくね　ほか」

18 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」
８日（水）・22 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

看護講座「子どもの健康と安全を守ろう」
定員：７組

28 日（火）　10：15 ～ 10：45

日吉台幼稚園

申込 （93）4408

子育て教室「ちびたんくらす」
16 日（木）10：15 ～ 11：45

スタンプ遊び、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）

８日（水）・30 日（木）

11：00 ～ 11：45

９月は児童扶養手当の支給月です

９月 10 日（金）に、令和３年７～８月分の手当をご指定
の口座に振り込みます。（振り込まれる時間は、銀行によっ
て異なります。）
現況届を提出していない場合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。

※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提供会員募集
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とみさと Hot News !

７月 28 日、「第 39 回富里市環境美化ポスター展」上位入賞者の表
彰式が行われました。この作品展は、環境美化に対する意識の高揚
とマナーの向上を目的に行われ、市内の小学５年生から 281 点の
応募があり、入賞作品 20 点が富里中央公民館で展示されました。

最優秀賞、特選の入賞者の皆さまです。

第39回富里市環境美化ポスター展

問環境課　 （93）4946岡本莉依菜さんが最優秀賞に

左から）五十嵐市長、三瓶さん、堀川さん、岡本さん、
　　　　石澤さん、高谷会長

■書道部
８月２日から８月６日まで開催された、第 45
回全国高等学校総合文化祭書道部門に、渡邉梨
央さんの作品が、千葉県代表として出展されま
した。作品は、11 月 16 日から 21 日まで、千
葉県立美術館で展示される予定です。　

富里高校は文武両道で活躍！

7 月 7 日、令和 3 年度第 2 回富里市地域公共交通会議が
開催されました。この会議は、市民、有識者、交通事業
者の構成員により、望ましい公共交通の在り方を検討し
ています。今回の会議では、地域公共交通の現状と課題
認識や富里市地域公共交通計画の基本方針、計画策定に
係るアンケート調査手法について話し合いました。

詳しくは、
市公式ホームページを
ご覧ください。

地域公共交通会議を開催

問企画課　 （93）0434問千葉県立富里高等学校　 （92）1441

平成 30 年３月から図書館の通路壁面に展示されていた、富里中
学校美術部の作品は、歩道や通行車両からもよく見え、通行され
る方々を楽しませるだけでなく、図書館をより明るい空間に生ま
れ変わらせていただきました。
この作品を制作していただいたことに改めて感謝いたします。
現在、作品は同中学校に返却し、中学校内に掲示しているほか、
同中学校のご厚意により、図書館内貸出カウンター付近、市役所
観光ブース内にそれぞれ 1 枚ずつ特別展示していますので、ぜひ
ご覧ください。

富里中学校美術部の作品制作に感謝 問図書館　 （93）4943

▲富里中学校内での掲示 ▲図書館カウンターでの展示

■最優秀賞　岡本　莉依菜さん（富里小学校）
■特選　環境美化推進協議会長賞　
　　　　　　堀川　智優さん　  （富里小学校）
■特選　　　石澤　望さん　　  （富里南小学校）
　　　　　　三瓶　理緒さん　  （七栄小学校）

■陸上部
陸上部は全国駅伝大会などに出場するなど、これまでに多くのトッ
プ選手を輩出しています。
７月 28 日から福井県 9.98 スタジ
アムで開催された、令和３年度全
国高等学校総合体育大会の陸上男子
400 ｍに、林武弘さんが出場されま
した。
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人口：49,545人（前月比－３）

　男：25,262人（前月比＋７）

　女：24,283人（前月比－10）

世帯数：23,746世帯（前月比＋23）

市の人口
2021.7.31現在


