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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。

○鳥獣被害対策実施隊 特集

○若者プロジェクトチーム

○人間ドック・脳ドックの助成制度
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平成 29 年の春に私の農地にイノシシの足跡が見つかりました。

数年前から市役所に「イノシシによる農業被害が出てから対策をしてい

たのでは遅い」、「近い将来、富里にもイノシシが来る」と声を挙げてい

たので、実際、足跡が見つかったことを市に連絡すると、すぐに当時の

農政課長が現場の視察に来ました。そこからの対応は早かったです。

同じ年の 8 月には「富里市有害鳥獣被害防止対策協議会」が設立され、

その 2 年後には、「富里市鳥獣被害対策実施隊」が発足されました。

●実施隊隊員構成56名（20~70代の幅広い年齢層）

活動としては、各隊員が自身の手の空いているときや、早朝に、２日に

1 回は、畑の周辺の山間部の巡回、わなの設置・見回りなどを行ってい

ます。隊員間ではすぐに連絡が取れる体制づくりができており、地域一

丸となって、対策にあたっています。隊員でない農家さんから足跡や被

害があると隊員に連絡が入り、わなを仕掛けてほしいと言った声もあり

ます。市外の方からもあるんですよ。そんなときによその畑に仕掛けて

おいたわなで捕獲が成功した時の「ありがとう」の言葉は励みになります。

「ありがとう」の言葉を励みに

近い将来、富里にもイノシシが来る
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富里市鳥獣被害対策実施隊

第 2 部捕獲部隊　わな部　部隊長

スイカ農家を営む さん小峰　弘
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事務局（市農政課）

副部隊長

副部隊長

第 1 捕獲部隊 銃器部

部隊長

隊員：成田猟友会

　　　富里支部員

隊員：農業従事者を中心とした

　　　わな猟免許所持者

第２捕獲部隊 わな部

部隊長

地域 × 市 × ＪＡ
自助・共助・公助の連携した取り組み
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電気柵を施したビニールハウス

箱わな

被害を受ける農作物

市における獣別の農作物被害金額は、アライ

グマによるものが最も多く、トウモロコシ、

スイカ、落花生など、市の主力農作物が多く

被害を受けています。イノシシによる被害が

一見少ないのは、市の行政界での予防線によ

り、まだイノシシが入り込んでないことや繁

殖が定着していないためです。定着してしま

うと、繁殖の能力が極めて高いため、農作物

への被害がこれまでとは比にならないくらい

大規模なものとなります。そのため、市内に

入り込ませないようにするための早めの対策

が大切なのです。

自分のところに被害がないとどうしても他人任せ

になってしまいます。山武市・芝山町に接してい

る南部地域だけの話ではありません。市のあらゆ

る方向からの対策が必要で、面でこの問題をとら

えることが大事です。足跡などを見かけたら農政

課に通報するなど、皆さんにも関心を持っていた

だけたらと思います。

関心を持ってほしい

令和元年から地域、隊員、行政、JA が連携し、

アライグマ・ハクビシンによる被害が深刻な地区

で、小型獣集中捕獲（80基）を実施しました。また、

山武市との行政界付近にて、捕獲許可を得た従事

者によりイノシシ捕獲を実施し、平成 30 年 8 月

～令和 3 年８月末までに累計 47 頭捕獲しました。

楽しく被害対策にあたることをモットーに活動し

ているため、世代を超えて農業に対する交流も生

まれています。この交流から「市の農業全体の活

性化」と「地域が抱える様々な問題への対処」に

つながっていくと意識しています。

活動により見えてきた成果
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市内の被害状況

9,804

2,516

鳥獣の種類
被害の現状

品目 被害数値

アライグマ

ハクビシン

カラス

タヌキ

イノシシ

スイカ、落花生ほか

トウモロコシ、ブドウほか

スイカ、落花生ほか

トウモロコシ、落花生

馬鈴薯、ネギほか

30,980 千円　185.2a

11,506 千円　223.9a

  4,568 千円　101.2a

　  520 千円　  27.3a

　  468 千円　  10.2a

市内における鳥獣種別の主な被害概要

（平成 28 年～令和 3 年 8月末）

イノシシの足跡
すいかの被害

放棄果樹・野菜残渣・放棄農作物は、イノ

シシ、アライグマ、ハクビシン等の有害鳥

獣にとって、栄養価の高い餌となるだけで

はなく、一度味を覚えた鳥獣は、より美味

しい餌を求め、出荷前の農作物に手を出し

ます。放置では無く、穴を掘り、埋め戻す

ようにしましょう。

放棄果樹・規格外野菜等の

放棄をしていませんか

この後、土を被せます

富里市

約
　 

％
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若者プロジェクトチーム

目指せ！サスティナブル ・ コミュニティ

富里の課題を解決し

第２回 の若者プロジェクトチームの活動として、７月 31 日に、SDGs について学ぶ「SDGs 学習会」を開催しました。講師には、允
治社代表の泉貴嗣さんをお迎えし、「SDGs をきっかけにこの街で暮らし続けるために自分たちが行動すべきことを考える」をテーマに、
講演していただきました。
今回は、一般の方々にも、SDGs を“自分ごと”として考えていただくため、公開学習会と
し、若者プロジェクトチームメンバー 14 人のほかに、一般参加者（オンライン参加者を含
む）19 人が参加しました。
参加者からは、「泉先生の講義は、とても分かりやすく、今まで SDGs は大規模なもの
だと考えていたが、『自分ごと』、『地域ごと』などで考えることができるということが
分かった」という声が多く聞かれました。

令和３年７月から令和４年２月までに計 16 回の活動を行う「若者プロジェクトチーム」は、公募により応募のあった市内
に在住、在学する中学生から大学生の 16 人で構成され、地域課題の解決と SDGs（持続可能な開発目標）の目標達成に向け、

「持続可能な住み良い富里市」になるように活動しています。
今回は、８月までに実施された活動内容をピックアップして紹介します。 問 市民活動推進課　 （93）1117

第３回から第５回 は、地域で活動する方々などに取材や現地調査を行い、地域の現状把握と地域課題について、メンバーで
話し合いました。

若者プロジェクトチームメンバーは、３つのグループに分かれて、地域課題の解決に向けて奮闘しています。
未来の富里のために活動する「若者プロジェクトチーム」の活動に、応援・ご協力をお願いします。

このようなことも SDGs の取組の一つです。
「地域資源の地産地消を徹底すること」
地域で収穫したものを購入し、食べることにより、
地域のお店は維持することができ、街の元気が保た
れ、車で遠くから材料を移動させることがないこと
により、二酸化炭素の排出量も抑えることができます。

SDGs 目標 11
　住み続けられるまちづくりを
SDGs 目標 12　
　つくる責任　つかう責任
SDGs 目標 13　
　気候変動に具体的な対策を

「自分ごと」として捉えよう！みんなでできるＳＤＧ s

若者プロジェクトチームロゴマークが完成！

「若者プロジェクトの活気あふれる活動を表すデザイン」を若者プロ
ジェクトチームメンバー全員に描いてもらい、その中からメンバー
の投票により「シュリさん」が作成したロゴマークが基本ロゴに選
ばれました。色をつけるなどのアレンジを加え最終的なロゴマーク
が完成しました。ロゴマークは、今後の事業に活用していきます。 英語表記日本語表記
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衆議院議員の任期が、令和３年 10 月 21 日（木）に満了日を迎えます。
選挙期日は、現在ところ未定（令和 3 年 9 月 15 日時点）ですが、市民の皆さまが安心して投票できるよう各投票所におい
て新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底したうえで、選挙を実施します。
当日投票所の混雑緩和のため、期日前投票も積極的にご利用いただくようお願いします。

＜詳しい日程などは、広報とみさと選挙特集号でお知らせ＞

問 選挙管理委員会　 （93）1111

衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査

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。

■募集期間　令和３年 10 月１日（金）～ 11 月 15 日（月）
■応募資格　○富里市に在住・在勤・在学している人
　　　　　　○連携協定を締結している大学に在籍している人
■応募規定　
　○「20」と「富里（漢字・ひらがな・カタカナ・アルファ
　　ベットいずれの使用も可）の文字を使用し、富里市が市
　　制施行 20 周年であることがわかるデザインであること。
　○カラーの場合は、白黒・単色でも使用できるデザインで
　　あること。
　※富里市公式キャラクター「とみちゃん」は使用できません。

※賛同店舗によっては、新型コロナウイルスの影響
により、営業時間の変更などしている場合があります。

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

はじまりのメッセージ　
※メニューの提供のみ

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

問  市民活動推進課　 （93）1117

令和 4 年　富里市は20 周年を迎えます

富里市市制施行 20周年記念

kikaku@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

問・提出先　企画課　 （93）111811/15（月）
まで

■応募方法　
　応募用紙に必要事項を記入の上、企画課に持参、郵送
　またはメールで送付。
　※応募規定や応募方法の詳細は、募集要項をご覧ください。

※募集要項と応募用紙は、企画課、日吉台出張所、市民
活動サポートセンターに備え付けているほか、市公式
ホームページからダウンロードもできます。

■選考結果　
　令和４年１月に、市広報紙と市公式ホームページでお知
　らせします。

富里市は、令和４年４月１日に市制施行 20 周年を迎えます。
この節目の年を市民の皆さんと一緒に祝い、市民の皆さんが富里への誇りと愛着を深め、富里市が更なる発展に向かう契機と
するために、令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日までの１年間で 20 周年記念事業を予定しています。
詳しくは今後、お知らせしていきます。

ロゴマーク募集 市制施行 20 周年を、市民の皆さんと心をひとつにして盛り上げるためのシンボルとして、ロ
ゴマークを募集します。採用作品は、市広報紙や市公式ホームページ、記念事業の周知など
で幅広く活用する予定です。ぜひご応募ください。
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昭和 62 年に当時の民生委員児童委員からの声がけで、理容師としてボランティア活動を開始しました。
平成 6 年に「あゆみの会」を結成し、それ以降、27 年間活動を続けています。
散髪道具のほか、お湯やごみ袋など必要な物を全て持参し、市内介護施設に偶数月に訪れ、入所者のヘアー
カットやひげ剃りを行っています。また、マザーズホームでは、子ども達のヘアーカットを年4回程行っています。
活動中、大変なこともありますが、待っていてくれる人がいるから、長年頑張ることが出来ました。ヘアー
カットだけでなく、肩を揉みながら話を聞くなど、コミュニケーションを大切にしています。

○今後の抱負など一言
　ヘアーカット後に「さっぱりした」と喜んでくれる、みんなの笑顔が嬉しく、とても
　やりがいを感じ、活動する生きがいになっています。
　これからも体力が続く限り、活動を続けていきたいです。
○その他

　現在会員募集中（理容師免許をお持ちの方のみ）です。詳しくは問い合わせてください。荒野 080（5536）7232

vol. ５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。

あゆみの会 みんなの笑顔が生きがい

代表　荒野暢子さん

～ みんなでつくるまちづくり～

富里市区長会紹介

問市民活動推進課　 （93）1117

市区長会は、市内地域行政の合理化と能率化に努め、市民の福祉を推進し、市政
に対する積極的かつ建設的な協力を行い、併せて会員相互の親睦と連携を図るこ
とを目的として、昭和 32 年２月 11 日に発足しました。会員は区・自治会の代
表者 74 人で構成されています。

■主な活動

市各種事業への
協力・参加

ゴミゼロ運動、ポイ捨て“ ナイナイ”キャンペーン、
回覧物等の配布など

住民代表者として
各種委員会などに

委員の派遣

協働のまちづくり推進委員会、環境審議会、就学区域審議会、
社会福祉協議会など

区・自治会への
加入促進ＰＲ

広報とみさと掲載（年 2 回）、転入者に市民課窓口で加入促進
のチラシ配布、開発事業者へ事前協議時に加入促進依頼など

■主な事業

視察研修会
会員の知識向上・親睦を深めるために、日帰り視察・宿泊視
察研修（１泊２日）を実施

市内施設見学会 &
意見交換会

施設見学会を通じて、問題点や悩みなど会員間の情報交換を
行う場として開催

各地域への助成 各地域での活動を促進するために、学区活動助成金を支給

令和３年度富里市区長会役員

会　　長　　髙山　茂久（東七栄）
副  会  長　　佐藤　松之（スカイハイツ）
　　　　　　高谷　正敏（大和ニュータウン）
　　　　　　山本　　猛（立沢台）
理　　事　　瀬良　光弘（日吉台 3 丁目）
　　　　　　屋敷　幸吉（七栄人形台）
　　　　　　青山　文彦（七栄第四）
　　　　　　長谷川英利（根木名ニュータウン）
　　　　　　進藤陽一郎（新中沢）
　　　　　　中野　良治（東立沢）
　　　　　　皆川　　髙（高松入）
　　　　　　竹内　幹夫（二区）
会計監査　　三𣘺　眞一（日吉倉）
　　　　　　大木　俊郎（七栄第一）
　　　　　　上村　　豊（花輪台）
　　　　　　栗原　恒治（吉川）

自治会に加入しましょう！

市内には区・自治会など現在 113 の自治組織（以下「自治会」）があります。これ
らの自治会は、地域のコミュニティづくりのために住民の皆さんで自主的に設立され
た組織です。自治会では、住みよい地域づくりを目指し、美化活動、防災・防犯活動、
レクリエーション活動などの実施のほか、地域のいろいろな課題の解決に取り組んで
います。特に、通学路の交通安全など地域の問題に注目し、市と協議しながら解決す
るよう積極的に取り組んでいます。また、市政情報も自治会を通じてお知らせしてい
ます。自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長へ問い合わせてくだ

さい。自分がどの自治会になるのかわからないときなどは市民活動推進課（ 93-
1117）に問い合わせてください。

▲ホテル三日月（勝浦市）での視察研修
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人間ドック・脳ドック費用の助成制度

市では、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人を対象に、人間ドック・脳ドック費用の一部を助成しています。
なお、助成を受けた人については、検査結果を市に提出し、今後の保健指導などに活用します。

■対象　次の条件をすべて満たす人。
　国民健康保険の人
　○受検日時点で満 40 歳以上
　○市税などを滞納していない世帯に属している
　後期高齢者医療制度の人
　○市税などを滞納していない世帯に属している

※検診項目が重複するため、人間ドックの助成を受ける人
は、助成年度の特定健康診査または後期高齢者健康診査は
受診はできません。人間ドックの助成か健康診査のどちら
か一方になります。
※脳ドックは２か年度連続して助成を受けることはできま
せん。

■助成額
　人間ドック・脳ドックそれぞれ検査費用の２分の１
　( 限度額各２万円 )

■その他
　プレミアムドックなどの特別な検査を希望する場合や、申
　請承認後に検査日の変更、キャンセルをする場合は、必ず
　事前に国保年金課に問い合せてください。

■申込からの流れ
①医療機関に個人で予約をしてください。

※助成金申請希望の人は、助成条件の審査・処理のため、　
必ず人間ドックなどを受検する前に申請をしてください。
助成条件を満たしていない場合は，受検費用は全額自己負
担となります。
※検査料、検査項目などは、医療機関によって異なります
ので、各医療機関へ直接問い合わせてください。

②予約後に、保険証を持参し、国保年金課または日吉台出張
　所で申請の手続きをしてください。
③市から送付する「承認書」と保険証などを持参し、受検し
　てください。
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。
　契約医療機関以外の場合は、費用の全額を支払い、後日、
　次のものを持参して、国保年金課の窓口で助成金の請求手
　続きをしてください。
▼助成金請求時の持ち物
○保険証　○承認書　○領収証　○助成金請求書
○受検者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※人間ドックを受検した人は、次の書類も持参してください。
○検査結果の写し　○質問票

【助成額】

検査費用の 2分の 1
（限度額各 2万円）

医療機関名 所在地 電話番号 人間ドック 脳ドック

日吉台病院 富里市日吉台 1 丁目 6-2 0476（92）0001 ○ ー

成田富里徳洲会病院 富里市日吉台 1 丁目 1-1 0476（85）5313 ○ ○

高根病院 芝山町岩山 2308 0479（77）1133 ○ ○

成田赤十字病院 成田市飯田町 90-1 0476（22）2311 ○
○

( ※ )
国際医療福祉大学　

成田病院
成田市畑ケ田 852 0476（35）5602 ○ ○

聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台 2 丁目 36-2 043（486）0006 ○ ○

亀田総合病院附属 

幕張クリニック
千葉市美浜区中瀬 1-3 043（296）2321 ○ ○

千葉しすい病院 酒々井町上岩橋 1160-2 043（481）8111 ○ ○

※成田赤十字病院では、脳ドックだけの受検はできません。詳しくは病院に問い合わせてください。

問 国保年金課　●国民健康保険の人⇒国保班　 （93）4083

　　　               ●後期高齢者医療制度の人⇒高齢者医療年金班　 （93）4085
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パブリックコメントとは
計画案の内容などを公表し、皆さんから提出された意見を考慮して意思決定を行う制度です。提出された意見と意見に対する市
の考え方や、意見を考慮して案を修正したときは、内容と理由を公表します。

閲 覧 方 法
計画（案）および基本構想（素案）は、担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンターで閲覧できるほか、市公式ホームペー
ジでも閲覧できます。

意見書の提出方法 　
意見書（様式自由）に住所・氏名・電話番号を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
○担当課、日吉台出張所、市民活動サポートセンターのいずれかに持参
○ＦＡＸ　○電子メール　○郵送（当日の消印有効）

現在、市では 2 つの計画（案）についての意見を募集しています

あなたの声を市政に
パブリックコメント

成田都市計画地区計画（御料葉山地区）の策定　案の縦覧

■案件名
　○成田都市計画地区計画（御料葉山地区）の策定　案の縦覧
■縦覧期間
　10 月１日（金）～ 10 月 15 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
■意見書提出期限
　10 月 15 日（金）まで（当日の消印有効）

市街化調整区域の土地利用方針に即したまちづくりに関する都市計画（地区計画）提案が民間企業から
ありました。
市では、この提案を市都市計画提案検討委員会へ諮り、都市計画決定するものと判断し、この度、地区
計画の案を作成したので、次のとおり縦覧します。

■意見書を提出できる人
　住民及び利害関係人

問・提出先　都市計画課　 （93）5147
　　　　　　　　   　 FAX  （93）5153　　　　

toshikeikaku@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

  富里市ＤＸ（デジタル・トランスフォー

  メーション）推進計画（案）

デジタル技術の進展によるライフスタイ
ルの変化やコロナ禍による行政サービス
の在り方など、社会全体を取り巻く環境
が変化している中、市民の皆様が便利さ
を実感できる行政手続のオンライン化な
ど、更なるデジタル化の推進に向けた「富
里市ＤＸ推進計画」の案を作成しましたので、意見を募集し
ます。

計画（案）の閲覧・意見募集期限　
10 月１日（金）～ 10 月 20 日（水）

問・提出先　
広報情報課　 （93）1119　FAX（93）7810

kohojoho@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

kikaku@city.tomisato.lg.jp
〒 286-0292（住所不要）

  次期総合計画における基本構想（素案）

令和４年度を初年度とする、新たなまちづくりの指針となる
総合計画を策定しています。
総合計画を策定するにあたっては、令和元年８月に実施した
市民意識調査や、公募市民によるまちづくり市民会議の提言
を基に、まちの将来像や政策の方向性を定める「基本構想」
の素案を作成しましたので、意見を募集します。

基本構想（素案）の閲覧・意見募集期限　
10 月１日（金）～ 10 月 20 日（水）

問・提出先　
企画課　 （93）1118　FAX（93）9954
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【事例】
①父が亡くなり葬儀を行う予定だが、出席者は家族のみで７人しかいないのに、葬儀社から新型コロナ対策のため３密
　を避けて大ホールで行うと言われた。小ホールとは何十万円も費用に差がある。（女性）
②夫の葬儀をした際、通常の葬儀費用に加え、新型コロナ対策として衛生管理費を請求された。支払ったが、新型コロ
　ナ対策を理由にこのような請求は認められるのか。（女性）
アドバイス
〇葬儀では費用に関するトラブルが多くみられますが、コロナ禍の感染対策などで、通常ではかからない費用がさらに
　追加されるなどのケースがあります。
〇葬儀社との打ち合わせは喪主だけでなく、親族などと複数人で行い、申し込む前に見積書で納得できる内容や費用で
　あるかを、よく確認しましょう。
〇困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
■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。

コロナ禍の葬儀　感染対策で高額になることも

はい、こちら 消費生活センターです！
消 費 生 活
相談コラム
198

問 消費生活センター　 （93）5348

給水装置・水道メーターの点検は定期的に

漏水を放置していると水道料金が高額になったり、陥没事故に繋がります。

市が管理する水道本管（道路などに敷設）から、各家庭に引き込まれている給水管など（水道メーターは除く）は、お客様の財産です。
そのため、宅地内の給水装置からの漏水などに伴う修理費用は，所有者または利用者の負担となります。
漏水を長く放置しておくと、水道料金が高額になったり、陥没事故の原因となる可能性もありますので、定期的に点検しましょう。

最寄りの市指定給水装置工事事業者または漏水当番（今月の当番は20ページに掲載）に相談してください。

水道料金の減免制度

宅地内で漏水があった場合、水道料金の一部が減免される制度が
あります。
〇地中（発見が特に困難な場所）の給水管からの漏水であること。
〇漏水を発見後、速やかに修理を行い完了していること。
詳しくは、ご相談ください。

水道水の放射性物質測定結果

９月14日の測定では、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回実施し、安全
な水の確保に努めます。今までの測定結果は市公式ホーム
ページでお知らせしています。

ご自宅内の蛇口（外水栓も含む。）を全て閉めても、水道メーターのパイロット
（八角形の銀色のコマ）が回転していたら漏水の可能性があります。

要確認！

気になる点があったら・・・

問 上下水道課　 （93）3340
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情報ネット Tomisato information

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

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

i
■日時　10 月 24 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

既存の単独浄化槽、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

浄化槽は、微生物の働きで、トイレ
や台所などからの排水をきれいにし
て放流する、生活排水処理設備です。
浄化槽の保守点検・清掃、定期検査
が法律で義務付けられています。浄
化槽の維持管理を怠ると浄化されな
い汚水が側溝や排水路を通り、川な
どを汚染する原因になります。大切
な生活環境を守るため、浄化槽の適
正な維持管理をお願いします。

問 環境課 （93）4945

10月１日は浄化槽の日i

令和 3 年 3 月 2 日以降に、まだ狂犬
病予防注射を受けていない犬の所有
者は、動物病院などで注射を受けさ
せ、獣医師が発行する「狂犬病予防
注射済証」と、手数料 550 円を環境
課または日吉台出張所に持参し、「狂
犬病予防注射済票」の交付を受けて
ください。
また、犬を飼うときは、環境課で新
規登録の手続きが必要になります。

（手数料 3,000 円）

問 環境課 （93）4945

飼い犬の狂犬病予防
注射はお済みですか？i

有料広告

スペース

有料広告

スペース

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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i

■日時　10 月６日（水）
　　　　11：00 ～

【訓練放送の内容】
チャイム音＋「これはＪアラートの
テストです。（３回）こちらは防災富
里です。」＋チャイム音
※他の地域でも、同時刻に同様の訓
練が実施されます。

10 月６日（水）

全国一斉の情報伝達訓練

問 防災課 （93）1114

建築基準法では、私たちの生命や健
康、財産を守るため、建物などの安
全性の確保に関する、敷地や構造な
どについての、さまざまな基準を定
めています。建物を建てる場合は、
建築基準法などの法令で定める基準
や手続きを守り、適正に工事を進め、
完了したときは、その建物が法令に
基づき安全なものであるか検査を受
けましょう。
また、新築時は適法でも、改修や用
途（使い方）の変更により違反にな
る場合がありますので、改修などの
時は事前に建築士に相談しましょう。

問 都市計画課 （93）5148

10月15日～10月21日
違反建築防止週間i

総務省では、行政相談制度について
広く国民の皆さんの理解と認識を深
め、行政相談を気軽に利用していた
だくため、行政相談週間を定めています。
富里市行政相談所
■日時　毎月第 4 火曜日
　　　　10：00～14：30
　※ 11 月は第 4 火曜日が祝日とな
　るため、30 日（火）に開催
■場所　福祉センター 2 階会議室
※都合により変更する場合がありま
すので、「市公式ホームページ」など
で確認してください。

問 総務課 （93）1112

10月18日～10月24日
行政相談週間i

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

令和３年 10 月から、マイナンバー
カードを健康保険証として利用する
ことが可能になる予定です。マイナ
ンバーカードを健康保険証として利
用するためには、マイナポータルで
健康保険証の利用登録をする必要が
あります。利用登録することで、令
和２年度以降の特定健診結果が閲覧
できるようになったり、限度額用認
定証がなくても、自己負担限度額を
超える窓口負担が免除されます。

（国保税滞納世帯を除く）

マイナンバーカードが
健康保険証として利用
できるようになります

i

問 国保年金課 （93）4083

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

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

■日時　10 月 11 日（月）
※８日（金）までに入金確認をお願
いします。

10 月分の
学校給食費振替日i

問 学校給食センター （93）2550

i
FAX からの 119 番通報

119 番（局番なし）で送信できます。
FAX119 番送信用紙は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
メール 119 番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
郵送または FAX で送るか、消防署
または北分署に持参してください。
音声によらない 119 番通報

（Net119 緊急通報システム）

スマートフォンやタブレットなどの
携帯端末を利用し、119 番通報でき
ます。画面をタッチする簡単な操作
で 119 番通報ができます。
申請書は、消防署、北分署、社会福
祉課で配布しています。また、市公
式ホームページからもダウンロード
できます。

FAXやメール、音声に
よらない119 番通報

問 消防署 （92）1311

とみさとフードバンクとは、市社会
福祉協議会が主体となり、緊急的に
食品を必要とする世帯や団体に対し、
支援を行うものです。
市社会福祉協議会窓口と市生活支援
課窓口で、食品などの寄付を受け付
けています。寄付できる食品はすべ
て未開封で、賞味期限が明記された、
穀類や保存食品などです。詳しくは
問い合わせてください。

とみさとフードバンク
にご協力をi

問 市社会福祉協議会
　 （92）2451　FAX（92）2495
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11/ １（月）

市民税・県民税（普通徴収）第３期

国民健康保険税　第４期

後期高齢者医療保険料　第４期

介護保険料　第４期

納期内納付にご協力ください

例年、源泉徴収義務者を対象として
開催していた説明会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、動画
配信などでの情報提供に変更し、説
明会は令和 3 年以降、取りやめとさ
せていただきます。
給与所得者の扶養控除等申請書や、
法定調書などの年末調整関係用紙は、
国税庁のホームページからダウン
ロードできます。

問 成田税務署法人課税第二部門
　 （28）5151
　※音声案内「２番（税務署）」を選択

令和3年分以降の年末
調整等説明会の取りやめi

軽油は県内で買いましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売
店の所在する県の収入になり、教育・
福祉・道路整備などに使われます。
Ｎｏ！不正軽油宣言

不正軽油の製造・販売・使用は、軽
油引取税の脱税だけでなく、県民の
健康や地域の環境に悪影響を与える
悪質な犯罪行為です。
不正軽油の流通を防止するために、

「買わない」「売らない」「使わない」
を徹底し、不正軽油の販売や使用の
防止にご協力をお願いします。

問 佐倉県税事務所軽油取引税課
　 043（483）1116

軽油の購入は県内で
軽油取引税についてi

国民年金の任意加入期間に加入していな
かったため、障害基礎年金などを受給し
ていない障害者を対象とした制度です。
制度の詳細は、問い合わせてください。
■対象
　①または②に該当し、国民年金に
　任意加入していなかった期間内に
　初診日があり、現在、障害基礎年
　金の１・２級相当の障害の状態に
　ある人。ただし、65 歳に達する日
　の前日までに障害の状態に該当す
　る人に限る。
　①平成 3 年 3 月以前に国民年金任
　　意加入対象であった学生
　②昭和 61 年 3 月以前に国民年金
　　任意加入対象であった厚生年金
　　などに加入していた人の配偶者
■支給額
　○障害基礎年金 1 級に該当する人
　　月額　52,450 円
　○障害基礎年金 2 級に該当する人
　   月額　41,960 円

問 幕張年金事務所　 043（212）8621

特別障害給付金i

65 歳になると自動的に年金が支給さ
れると思っていませんか？本人から
請求がないと、年金は支給されません。
65 歳になったら、年金請求書の提出
を忘れないようにしましょう。
また、希望により 60 歳から受給す
る「繰り上げ請求」や、66 歳以降に
受給を開始する「繰り下げ請求」も
できます。
国民年金には、このほかに障害基礎
年金や遺族基礎年金などがあります。
受給するには、いずれも請求手続き
が必要です。

問 幕張年金事務所　 043（212）8621

国民年金の受給方法i

日本年金機構は、年金相談などを身
近な場所で利用してもらうため、ね
んきんサテライト成田を開設してい
ます。
■受付日時　8：30 ～ 17：15
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
■場所　スカイタウン成田２階
　　　　＜成田市花崎町 828-11 ＞
■内容
　厚生年金保険・国民年金関係の届
　書などの受付、年金相談
　※年金相談は混み合う場合があり
　ますので、事前予約をお願いします。
　予約するときは、基礎年金番号の
　わかる物（年金手帳・年金証書など）
　を用意してください。

問 〇予約受付専用番号
　 　 0570（05）4890
　 〇ねんきんサテライト成田

　　 （24）5715

ねんきんサテライト
成田i

心身障害者を扶養している保護者が、
掛金を納めることで、保護者に万一
のことがあったとき、障害者に終身
一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは、問い合わせてください。
■対象
　次のいずれかに該当する障害者（児）
　の 65 歳未満の保護者
　①身体障害者 1 ～ 3 級の人
　②療育手帳所持者
　③精神または身体の永続的な障害
　　があり、その程度が①または②
　　と同程度と認められる人
■掛金
　１口 9,300 ～ 23,300 円
　※加入時の保護者の年齢により、
　2 口まで掛けられます。
■給付内容
　1 口加入　月額 2 万円
　2 口加入　月額 4 万円

問 社会福祉課　 （93）4192
　　　　　　　　FAX（93）2422

心身障害者扶養年金i
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市立小学校入学予定児の健康診断

■日時・場所
就学予定校 期日 受付時間 場所

日吉台小学校 10 月   ８日（金）

教育委員会から
の通知に記載さ
れています。
必ず確認してく
ださい。

各学校

富里小学校 10 月 12 日（火）

富里南小学校 10 月 15 日（金）

浩養小学校 10 月 22 日（金）

根木名小学校 10 月 26 日（火）

七栄小学校 10 月 29 日（金）

富里第一小学校 11 月　９日（火）

■対象　平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生まれ

　※対象者には「就学時健康診断票」などを送付しています。

■その他　次のときは、学校教育課へ連絡してください。

　〇本人や家族に、発熱や風邪症状がある
　　（参加はできません。体調が回復後の実施となります）
　〇現在、新型コロナウイルス感染症に感染した家族がいる。または保健所の指示
　　により、療養もしくは自宅待機している
　〇診断日までに通知書が届かない
　〇記載事項に誤りがある　　〇その他、当日参加できない理由がある

問   学校教育課　 （93）7659

令和４年 4 月に小学校へ入学する児童を対象に、各小学校で内科・歯科などの健康
診断を行います。
今年度は、各学校を会場として実施しますので、お間違えのないようにお越しください。

高齢者のインフルエンザワクチンは、
予防効果の観点から 12 月 31 日ま
でに接種してください。年末は医療
機関の休みに注意してください。

■対象

　① 65 歳以上の人（対象者には９
　月下旬に予防接種の予診票を送付
　しています。）
　② 60 ～ 64 歳の人で、心臓、腎
　臓または呼吸器の機能に自己の身
　辺の日常生活が極度に制限される
　程度の障害を有する人（身体障害
　者手帳１級相当）、ヒト免疫不全ウ
　イルスにより免疫機能に日常生活
　がほとんど不可能な程度の障害を
　有する人（身体障害者手帳１級相
　当）。
※予防接種の予診票が必要となりま
す。接種前に健康推進課まで問い合
わせてください。

■接種期間　

　12 月 31 日（金）まで

■接種場所　

　県内契約医療機関

■費用

　自己負担 1,500 円（生活保護受給
　者は、受給証明書を持参してくだ
　さい。）
　※満 65 歳以上の人が対象です。
　65 歳の誕生日以降に接種してくだ
　さい。

問 健康推進課　 （93）4121

高齢者インフルエンザ
ワクチン接種i

私立幼稚園の利用者の、教育時間の
食事の提供に係る実費徴収額のうち、
副食費の一部を市が補助します。

■対象　

　下記のいずれかの要件を満たす人
　①当該年度市民税所得割額が　　
　　77,100 円以下の世帯
　②第 3 子以降（小学校 3 年生まで
　　の子どもから順に数えて）の子ども

　③生活保護世帯

■請求方法　

　申請書と幼稚園が発行する給食費
　領収書（副食費の金額が分かるもの）
　を添えて、子育て支援課に提出

■その他　

　副食費の支払いは年１回です。
　申請書は、子育て支援課窓口で配
　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。

問 子育て支援課　 （93）1174

副食費補助の請求手続きは
お済みですか？i

極左暴力集団は、善良な市民を装い、
マンションやアパートに潜んでいま
す。アジトを発見するには、皆さん
の協力が不可欠です。
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
　換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
○部屋へ出入りする時、周囲を異常
　に気にしている
○近隣の住民と接しないようにしている
少しでも「変だな」と感じたときは

成田警察署まで連絡してください。

問 成田警察署　 （27）0110

極左暴力集団の非公然
アジトの摘発にご協力をi

千
葉
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富里市公式 LINE 発信中

※ 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。

■日時　10 月 14 日（木）
    　　   13：30 ～ 15：30
■場所　中央公民館集合
■内容　農作業体験
■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

募 就労・進路相談

■日時　
　10 月 14 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

認知症の人や、認知症の人を支える
家族の交流の場です。介護者同士で
の情報交換や「家族の会世話人」の
人を交え、思いや悩みを話しませんか。
■日時　10 月 22 日（金）
　　　　 10：00～12：00
■場所　北部コミュニティセンター
■対象　
　認知症の人、介護している家族
■定員　　20 人
■申込み　10 月 15 日（金）まで

問 北部地域包括支援センター
　 （36）7725

認知症高齢者を
かかえる家族交流会募

個々の労働者と使用者の間で生じた
解雇・パワハラ・労働条件の不利益
変更などの、労働関係のトラブルに
ついて、労働委員会の委員が間に入
り、双方の歩み寄りによる円満な解
決を目指す「個別的労使紛争のあっ
せん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者
どちらからでも申請できます。　

問 千葉県労働委員会事務局
　 043（223）3735

ご存じですか？労働委員会

個別的労使紛争のあっせんi

問 ・申込先
　千葉県くらし安全推進課

　 043（223）2271

千葉県では、「多重債務問題対策強化
月間」の一環として、借金やヤミ金
融に関する無料相談会を、富里市を
会場に開催します。
多重債務でお悩みの人を対象に、弁
護士・司法書士・警察官が無料で相
談を受けます。
■日時
　10月22日（金）
　10：00～16：00
　（受付は 15：00 まで）
■場所
　市役所分庁舎１階会議室１、
　２階会議室３
■内容
　①借金に関する相談は、弁護士ま
　　たは司法書士が対応します。
　②ヤミ金融に関する相談は、警察
　　本部生活経済課警察官が対応し
　　ます。
　③原則として事前予約とし、相談
　　時間は１件あたりおおむね１時
　　間とします。

令和3年度「借金及びヤミ
金融に関する無料相談会」募

発信内容

・広報とみさと発行　

・イベントなどの情報

登録してね !!
問 広報情報課 （93）1119

■日時　10 月 17 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　10 月 10 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
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■日時・内容　
　① 11 月 13 日（土）
　　14：00 ～ 15：45
　　「原始古代の印旛沼」遺跡から見
　　た印旛沼と人とのかかわり
　② 11 月 27 日（土）
　　14：00 ～ 15：45
　　「中世の印旛沼」印旛沼周辺を拠
　　点とした千葉氏一族と城郭　
　③ 12 月 11 日（土）
　　14：00 ～ 15：45
　　「現代の印旛沼」特定外来生物カ
　　ミツキガメの生態や現状と課題
■場所　
　ミレニアムセンター佐倉ホール
　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞
■定員　
　各 45 人（先着順）　
■申込み　
　電話またはメールで 10 月 15 日
　（金）～ 12 月 9 日（木）までに申
　込み

印旛沼環境基金
公開講座

問 佐倉市生活環境課
　 043（484）4278

 　 E seikatsukankyo@city.  
　　 sakura.lg.jp

募

時代の転換期に子どもを育む
～脳はもちろん、道具も環境も

　カラダの一部～
■日時　
　11 月９日（火）10：00 ～
　受付　９：50 ～　
　　　　中央公民館 1 階ロビー
■場所　
　中央公民館講堂
■講師　松井完太郎さん（国際武道
　大学体育学部教授・副学長）　
■申込み　
　10 月 20 日（水）までに、電話、
　ＦＡＸ、メールのいずれかで申込み
　（ＦＡＸ、メールの場合は住所、氏
　名、連絡先を明記）

令和3年度市生涯学
習・家庭教育講演会

問 生涯学習課　
　 （93）7641 FAX（91）1020

　 E syakai-edu@city.tomisato.lg.jp

募

■募集人数　３人以内
■応募対象　市内在住または市内在
　勤の 20 歳以上で、年 5 回程度の
　会議に出席できる人
■任期　令和 3 年 11 月 15 日～
　　　　令和 5 年 11 月 14 日
■報酬　会長：１回 7,500 円
　　　　委員：１回 7,000 円
■申込み　10 月 15 日（金）（消印
　有効）までに、申込書に、「安心し
　て子育てができる環境づくりにつ
　いて」をテーマとしたレポート（任
　意様式 400 字以内）を添付し、子
　育て支援課窓口・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。
■その他
　窓口以外で提出した人は、提出した
　旨を必ず電話で連絡してください。
　申込書は子育て支援課窓口、日吉
　台出張所の窓口に備え付けている
　ほか、市公式ホームページからも
　ダウンロードできます。

子ども・子育て会議
市民委員募集募

問 子育て支援課 （93）4497
E kosodate@city.tomisato.lg.jp
 　〒 286 － 0292（住所不要）

■日にち　12月19日（日）雨天決行
■場所　成田市宗吾霊堂本堂裏
■種目　
　10 マイルの部（計２部門）
　　〇男子　一般・学生
　　〇女子　一般・学生
　※ 70 歳まで
　10 キロの部（計９部門）
　〇男子　高校生、30～80歳年代別
　〇女子　高校生・学生、一般
■申込み　10 月 31 日（日）まで
■その他　
　申込み方法など、詳しくは「ラン
　ネット」で検索してください。

関東10マイル・10キロ
ロードレース大会参加者募集募

問 千葉県印旛陸上競技クラブ　木村
　 080（3027）7690

発信内容

・広報とみさと発行　

・イベントなどの情報

10 月 10 日（日）に開催を予定して
いた、「2021 とみさとスポーツ健康
フェスタ」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。

2021とみさとスポーツ健康
フェスタ中止のお知らせi

問 生涯学習課 （92）1597

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
　○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
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新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

市内の幼稚園、認定こども園では、令和４年４月に入園する園児を募集します。願書の
交付及び受付は、各園で行います。
なお、認定こども園の２号認定（満４歳以上で保育を希望）は、広報とみさと 11 月号
で保育園の募集と一緒にお知らせします。

令和４年度幼稚園及び認定こども園（１号認定）

問子育て支援課　 （93）1174

■公立幼稚園・公立こども園

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

公
立
幼
稚
園

浩養幼稚園　十倉 185 ー 54

（94）0054
４歳児
５歳児

25 人
  ９人

願書交付
10月18日（月）～10月29日（金）９：00 ～ 16：00

（土曜日、日曜日、祝日を除く）

願書受付
11 月 10 日（水）、11 日（木）９：00 ～ 16：00

富里幼稚園　七栄 636 ー１

（93）2387
４歳児
５歳児

70 人
37 人

公
立
こ
ど
も
園

葉山こども園　御料 1009 ー 32

（93）1215
４歳児
５歳児

３人
２人

向台こども園　中沢 1023

（93）2951
４歳児
５歳児

４人
２人

○入園資格は①と②を満たす幼児です。
　①富里市に住民登録をし、かつ居住している幼児
　②４歳児：平成 29 年４月２日～平成 30 年４月１日までに生まれた幼児
　　５歳児：平成 28 年４月２日～平成 29 年４月１日までに生まれた幼児
○応募者が募集人数を超えた場合は、抽選になります。
○抽選は 11 月 16 日（火）15：00 ～　各園で公開で行います。

園児募集

■私立幼稚園・私立こども園（予定）

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

私
立
幼
稚
園

太子幼稚園　日吉倉 483

（93）3291

３歳児
４歳児
５歳児

20 人
若干名
若干名

願書交付　10 月 15 日（金）～
願書受付　11 月１日（月）

日吉台幼稚園　日吉台５ー 25

（93）4408
３歳児
４歳児

50 人
10 人

願書交付　10 月 15 日（金）～
願書受付　11 月１日（月）・２日（火）

私
立
こ
ど
も
園

末広幼稚園　七栄 647 ー 41

（93）6556
（※令和4年4月から認定こども園に変更予定）

３歳児 29 人
願書交付　10 月 15 日（金）～
願書受付　11 月１日（月）
※保育認定児の募集は、11 月号でお知らせします。

○詳細は、各幼稚園へ直接問い合わせてください。

現在、市では市民の皆さんに安心してワクチン接種を受けていただけるよう、市内医療機関での「個別接種」、市が実施する「集
団接種（すこやかセンター）」での接種を実施しています。
ワクチン接種することで重症化が軽減されると言われています。ワクチン接種を積極的にご検討ください。
なお、市内医療機関での「個別接種」をはじめ、現在も予約受付可能ですので、インターネット予約サイトまたはコールセンター
にてご予約ください。

富里市新型コロナワクチン
接種コールセンター

0570（034）415インターネット予約サイト→

（予約受付QRコード） 受付時間：８:30 ～ 17:15



広報とみさと　2021.10.1　　　17

11月は「市税収納強化月間」

市税・保険料の納付には

　便利な口座振替がおすすめです

 問い合わせ先　
●納税課　 （93）0433　

●国保年金課　 （93）4083

市では、税負担の公正・公平性の確保と各種行政サービスの維持を目的に 11 月を収納強化月間として、市税などの未納がある
人を対象に電話催告や休日納付相談を強化します
11 月は毎週日曜日に以下の取り組みを行います。

口座振替は、指定口座から納期限の日に、自動的に引き落として納税する便利な制度です。
納め忘れることがなく、金融機関などへ納付に出かける手間が省けるなどのメリットがあります。
一度申し込むと翌年度以降も自動的に継続されます。

○休日電話催告
　市税の納付遅れや滞納額の増加を防止す
　るため、納期限までの納付が確認されな
　い方に、お電話でお知らせします。
　なお、特定の金融機関や口座番号への振
　り込み指示は行いません。

■日時　11 月 7 日（日）、14 日（日）、21 日（日）、28 日（日）　9：00 ～ 16：00
■場所　国保年金課
※休日は正面玄関が施錠されていますので、すこやかセンターの休日夜間受付の入口を利用してください。
■納付相談などの対象　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

■口座振替ができる金融機関
　千葉銀行・みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫・
　銚子信用金庫・佐原信用金庫・銚子商工信用組合・中央労働金庫・富里市農業協同組合・ゆうちょ銀行

○休日納付相談
　仕事の都合で平日に納付できない人や特
　別な事情で市税の納付が困難な人の休日
　納付相談を実施しています。（納付書がな
　い人でも納付できます）

問 ・申込先　納税課　 （93）0434

申込み方法

開始希望期の

概ね 2 週間前までに
申込み

開始希望期の

概ね 2 か月前までに
申込み

①キャッシュカードで申込み
　キャッシュカード、免許証など本人確認ができるものを
　口座名義人本人が持参し、暗証番号入力などの手続きを
　行うと即時に申し込みができます。　
　納税課、国保年金課、日吉台出張所で手続きが可能です。
　※法人カード、代理カードなど利用できないカードがあ
　ります。

②口座振替依頼書
　口座振替依頼書（①または②）に必要事項を記入・押印し、　
　申込書の種類に応じて提出してください。
　Ａ．専用ハガキ
　　市役所（納税課など）と日吉台出張所に備え付けてあります。
　　郵送または納税課窓口に提出してください。
　Ｂ．Ａ４サイズの申込書（３枚複写）
　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。納税課または、
　　市内金融機関に提出してください。
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10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８月生まれ
ＢＣＧ　令和３年５月生まれ
４種混合　令和３年７月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年９月生まれ
日本脳炎　平成 30 年９月生まれ

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　10 月 23 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　会場 50 人、web100 人
講　師　青墳　信之（成田赤十字病院　副院長）
内　容　見逃してはいけない貧血
　　　　～原因と治療、輸血療法、献血についてのお話し～
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。

ストップ！ザ・むし歯
母子保健班

８月６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。

青野　聡
そ う た

太　　  　秋山　二
ふ た ば

葉　  　　阿部　歩
あ ゆ み

実

岩田　紗
さ ら

空　　  　内田　　旭
あさひ

　  　　小沢　奏
か な た

太

加藤　伶
れ な

奈　　  　鎌形　凌
りょうご

伍　　  　川合　　粋
すい

木田　彩
あ や と

仁　　  　木舟　友
ともかず

和　  　　小竹　風
ふ う か

花

鎮目陽
ひ な と

菜人　　  　清水　律
り つ き

希　　　  杉田　　零
れい

髙𣘺　柊
と う ま

真　　　  富沢　優
ゆ い

衣　　　  平野　永
え い き

氣

藤﨑　瑛
え い た

大　　　  松岡　　諒
りょう

　　　  鿄川　冬
と う ま

真 　　

山田　雅
ま さ や

也　　　 吉井　湊
み な と

斗　　　　　　　　  　　

　　　　                   　　   ＜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。

10月の健康カレンダー
日（曜日） 行　　　事 場 　所 受付時間

１（金）
3 歳児健診（平成 30 年４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

４（月）
健康相談（要予約） 9：30 ～ 11：30

育児相談（要予約） 13：30 ～ 14：30

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

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

８（金）
乳児健診（令和３年５月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

12（火）
2 歳児歯科健診（令和元年５月生まれ）
※対象者には個別に通知

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 14：00

第39回「目の愛護デー」
無料電話相談 成人保健班

「目の愛護デー」を記念して、千葉県眼科医会会員が目の健康につ
いての相談にお答えします。
日　　時　10 月 10 日（日）９：00 ～ 16：00
電話番号　043(242)4271（当日のみ）
相 談 料　無料
問い合わせ先

千葉県眼科医会事務局　 04（7186）7425（毎週火・金曜日）

自死遺族のための相談支援 成人保健班

場所　千葉県印旛健康福祉センター（印旛保健所）
　　　＜佐倉市鏑木仲田町８番地１＞
１．「わかちあいの会ひだまり」＜予約不要＞
　　～同じような体験を持つ方の集いの場～
　　日時　偶数月第３金曜日　13：30 ～ 16：00　
　　対象　大切な方を自死で亡くされた方
２．自死遺族支援「対面相談」＜事前要予約＞
　　日時　奇数月第３金曜日　13：00 ～ 16：00　
　　対象　自死遺族の人（原則として千葉県在住の人）
　　内容　１面接 50 分
問い合わせ先
　社会福祉法人千葉いのちの電話事務局

　 043(222)4416（月～金曜日　9：00 ～ 17：00）
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運動講習会

健康づくりのために、筋トレやウォーキングを行っている人も多
いのではないでしょうか。
家庭でできる筋トレやウォーキングの正しい方法を体験すること
で、より効果的なものにするための講座です。
ぜひこの機会に参加してみませんか。

日　時　①11月9日（火）
　　　　　気軽にできる筋力アップトレーニング
　　　　②11月16日（火）
　　　　　効果的なウォーキング
　　　　※①②とも9：30～11：30
場　所　すこやかセンター
講　師　①健康運動指導士　石井千代江先生
　　　　②健康運動指導士　金坂　孝先生
参加費　無料
定　員　15人（要申込）
　　　　（定員になり次第締め切ります）
持ち物　汗拭きタオル、飲み物、運動ができる服装、靴
　　　　※更衣室はありません。
その他　マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

健康広場

富里市地区保健推進員コラム（根木名小地区）

ロコモティブシンドローム予防 ～自宅でできる運動について～ 

ロコモティブシンドローム（和名：運動器症候群、略称：ロコモ）は、運動器が衰え、日常生活の「立つ」「歩く」などといった機能が低下し

ている状態のことをいいます。運動器とは、骨や関節、筋肉のほか、脊髄や神経が連携し、体を動かす仕組みのことです。ロコモが進むと筋力・

バランス能力の低下などにより日常生活が制限され、さらには介護が必要になる可能性が高くなります。

ロコモを予防するために日々の生活へ運動を取り入れていきましょう。今回は自宅でできる運動についてご紹介します。

①床につかない程度に、片脚を上げる。

②片脚立ちを左右1分ずつ、1日3回が目安。

※支えが必要な場合は、机に両手をついて行う。

＜お詫びと訂正＞広報9月号15ページ掲載のかんたん野菜レシピの材料に誤りがありました。【誤】ごま→【正】粒黒胡椒

①肩幅より少し広めに足を広げて立ちます。つま先は30度

　くらいずつ開く。

②ひざがつま先より前に出ないように、また膝が足の人差し指

　の方向に向くように注意して、お尻を後ろに引くように身体

　をしずめる。

　深呼吸をするペースで、5～6回繰り返す。1日3回が目安。

※スクワットができないときは、イスに腰かけ、机に手をつい

て立ち座りの動作を繰り返す。

バランス能力をつける「片脚立ち」

下肢筋力をつける「スクワット」

生活習慣病予防セミナー 成人保健班

場　所　すこやかセンター
定　員　各20人（先着順）　　　
費　用　各回材料費として500円　
その他　それぞれの講座は、単独でも受講できます。

成人保健班

テーマ 内容 日時

脂質異常症・
肝機能

〇気づかないうちに進行。
動脈硬化から血管を守るに
は
〇調理実習

11月30日（火）
9：30～13：00

糖尿病
〇糖尿病を防ぐライフスタ
イルとは？
〇調理実習

12月9日（木）
9：30～13：00

高血圧・腎機能

〇食塩の目標摂取量を知っ
て減塩生活を始めません
か？
〇調理実習

12月15日（水）
9：30～13：00

野菜たっぷり
&バランス食

〇調理実習「薄味でも美味
しく食べる工夫」

12月22日（水）
10：00～12：30

口の健康と
全身の関係

〇人生100年時代に向け
て！<健口>生活を見直し
ませんか？
〇調理実習

令和4年1月21日（金）
9：30～ 13：00

ＯＢ会
〇これまでの復習
〇調理実習

令和4年1月28日（金）
9：30～ 13：00

姿勢はまっすぐに

して行う

つま先は

30度くらい開く

膝が出ないように

注意

必ずつかまるものが

ある場所で行う

ポイント　
〇動作中は息を止めないで行う。
〇ひざの負担を避けるために、ひざは90度以上曲げないようにする。
〇筋肉に力が入っているか、意識しながらゆっくり行う。
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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日（火）、18・25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
12日（火）
10：00～ 15：00

すこやかセンター
2階会議室

市民活動推進課
（93）1117

８日（金）までに予約

年金相談
21日（木）
10：00～ 15：00

市役所分庁舎
1階会議室

国保年金課
（93）4085

心配ごと相談
５・12・19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

26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）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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10 日（日）・24 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、10 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

24 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

　図書館ホームページもご覧ください。
※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。

10月の映画会

教誨師　
出演　大杉連、玉置玲央　ほか
■日時　20 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

４（月）、11（月）、18（月）、25（月）、28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　
４日（月）、11 日（月）、18 日（月）、25 日（月）
※施設の利用や申請は、問い合わせてください。

休館日　4 日（月）、11 日（月）、18 日（月）、 25 日（月）
公民館棟・講堂棟使用申請受付（令和３年 11 月分）
※受付時間　１日（金）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 4 日（月）、中央公民館窓口に掲示します。）
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子育て広場

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
15 日（金）10：00 ～ 11：30

妊娠・子育てプチ相談（要予約）
６日（木）14：45 ～ 15：45（０～５歳児対象）

21 日（木）10：30 ～ 11：40（妊婦・1 歳未満対象）

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
１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。

青空保育園

申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」（要予約）

定員：７組

毎週火・木曜日

９：00 ～ 11：30

ミニミニ運動会（要予約）

定員：８組
19 日（火）　９：30 ～ 11：00

日吉台幼稚園

申込 （93）4408

未就園児園庭開放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）
６日（水）11：00 ～ 11：45

子育て教室「ちびたんくらす」
12 日（火）10：15 ～ 11：45

かぼちゃのバックを作ろう、身体測定

子育て広場 20 日（水）11：00 ～ 11：45

※詳しくは、各施設に問い合わせてください。

子育ての援助を受けたい人（利用）と子育ての援助がで

きる人（提供）を結ぶ会員組織です。入会を希望する方

に随時、説明を行っています。

■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　

　利用会員…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

　提供会員…市内在住で健康な人（基礎研修あり）

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

低所得の子育て世帯に対し生活支援をするため、児童一人に

つき５万円の給付金を支給しています。

支給対象者に該当する方は、子育て支援課窓口または郵送に

よる申請手続きが必要です。

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。

ひとり親世帯分

■支給対象者　次の①または②に該当する方

　① 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。

　② 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方と同じ水 

 　　準となっている。

※令和 3 年 4 月分の児童扶養手当を支給している方には、給

付金の支給を完了しています。

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方を除き、①から③に該

当する人で、アまたはイの要件を満たす方。

　① 令和３年４月分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。

問  子育て支援課　 （93）4497

子育て世帯生活支援特別給付金

■支給対象月　令和３年６月～９月分

■振込日　　　令和３年 10 月８日（金）

※９月 17 日までに「現況届」を提出されていない人は、

今回の振込日には手当が支給されません。

詳しくは問い合わせてください。

10月は児童手当の支給月です

問  子育て支援課　 （93）4497

（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

※令和３年４月分児童手当または特別児童扶養手当の支給を

受けていて、市民税均等割非課税の方には、給付金の振込み

を完了しております。
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とみさと Hot News !

第34回全国小学生ハンドボール大会に松井陽音さん出場

７月28日から８月１日までの日程で、京都府にて開
催された第34回全国小学生ハンドボール大会にＨＣ
市川の松井陽音さん（日吉台）が出場されました。
松井選手の今後の活躍が期待されます。

　道の駅の要素を秘めた観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」が、い
よいよ工事着手に目途が立ち、市民の皆様が期待を寄せていた施設
が、完成に向け動き出しました。
　以前の計画では、市は一定の条件を付し土地を貸出し、民間によ
り建設、そして経営を行うものでした。しかし、民間側からすれば、
利益あってこその進出で、建設までを行うのであればなおさらであ
り、市の意向となかなか合致できないのが現実でした。
　そこで改めて原点に戻ったとき、「地域による地域のための拠点」
を成し遂げるには、市が施設を建設し、指定管理者制度によって、
民間のノウハウを活用することで、きめ細やかで質の高いサービス
提供による経営が期待できることから、公設民営（市が設置し民間
が経営）こそが実現方策と判断しました。しかし、建設には、市の
負担も大きくなり、コロナ禍では国の支援も不透明でしたが、積極

（仮称）「末廣農場」への思い市長コラム
－Message  from  the  mayor－

vol.2

富里市長　五十嵐　博文

的な国への働きかけにより「コロナ禍脱却、そして将来に向けた
一手」として認められ、補助金の導入により現実味が帯びたもの
です。
　「富里市には何もない」と言われることもありますが、点在する
豊富な資源を（仮称）「末廣農場」に集約し発信することで、富里
市の素晴らしさが感じられる施設を目指しています。そして何よ
りも、市民の皆様をはじめ、多くの関係者に関与いただき、全て
の皆様に愛され育てていただける施設になってほしいと思います。
　ところで、（仮称）「末廣農場」の名称ですが、1912年に旧三
菱財閥の3代目社長であった岩崎久彌氏が、この七栄の地に末廣
農場を開場し、後に千葉県における近代農業発祥の地とされたこ
とから、その歴史への敬意と伝承の思いを込めたものになっています。

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」の工事期間等をお知らせ
します。 毎月、進捗状況を

お知らせしていきます。
10 月

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

 

案 内 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。

■工事期間：令和３年10月中旬～令和４年３月下旬（進捗状況等により、工期が変更になる場合があります。）
■工事内容：建築工事

外観イメージ図

【お詫びと訂正】9月号、19ページ掲載の「富里高校は文武両道で活躍！」で紹介した、陸上部所属学生の名前に誤りがありました。
　【誤】林武弘さん→【正】林武広さん　　訂正してお詫び申し上げます。
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人口：49,511 人（前月比－ 34）
　男：25,233 人（前月比－ 29）
　女：24,278 人（前月比－ 5）
世帯数：23,726 世帯（前月比－ 20）

市の人口
2021.8.31現在

産品
ふるさと
富里市

すいかマシュマロ
ＪＡ富里市産直センター

※夏季を除く

富里まんまるゴーフレット
ＪＡ富里市産直センター

富里市ふるさと産品とは

■取扱店

市の特産物により製造・加工された製品などから、郷土を象徴する特産品として「ふるさと産品」に認定し、市内
の産業の振興と市民のふるさと意識の高揚を図るため、現在、21 商品あります。
ぜひ、「富里市ふるさと産品」をご賞味いただき、ご家庭やお土産などにご利用ください。

　〇ＪＡ富里市産直センター 1 号館・２号館　
　※「夏は、やっぱりすいかだね。」のみ、菓子工房ル・コックにて販売。

はすっ娘
株式会社ケー・イー食品開発

夏は、やっぱりすいかだね。
菓子工房ル・コック

富里すいかスムージー
株式会社千葉うまかっ部屋

富里すいか氷削り
株式会社千葉うまかっ部屋

Ｒ

とみちゃんピーナッツバターサブレ

三笠焼とみちゃん
株式会社ケー・イー食品開発

富里スイカの水ようかん
株式会社ケー・イー食品開発

ハムとウインナー
堀江ファーム

純米焼酎「十三の里」
守屋酒造株式会社

フルーツ&キャロット
ＪＡ富里市産直センター

にんじんドレッシング
ＪＡ富里市産直センター

とみの里せんべい
ＪＡ富里市産直センター

問  富里市ふるさと産品育成協議会（商工観光課内）　 （93）4942

味と想いは

日本一

※夏季限定 ※イベント時販売

※イベント時販売

▲推奨マークが目印

株式会社千葉うまかっ部屋


