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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。

○年末年始の業務案内

○令和2年度の決算

○被災木の受け入れ

TOPIC
さつま芋とピース♪

10 月 14 日、浩養小学校１・2 年生の児童による
「さつま芋の収穫体験」　＜場所：十倉厚生園＞
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地域のつながり

浩養小学校と十倉厚生園（障害者支援施設）の交流は、
十倉厚生園が開設された平成11年度から始まっています。
児童の「人を思いやる心」を養ってもらいたいと、当時
の浩養小学校の先生から申し出があり、交流がスタート
しました。
交流当時は、さつま芋掘りを中心に年数回程度の交流を
していましたが、現在は、運動会やマラソン大会、バザー
など、年度ごとに交流する機会が増えていきました。今
年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、さつま芋
体験しか行えていませんが、例年であれば、年10回程
度の交流を行っています。

浩養小学校 十倉厚生園
「心豊かな人づくりをめざして」 「一人ひとりの自立と笑顔のために」

●十倉厚生園との交流で、子どもたちに変化は？
　当初はどんな人たちと交流するのか多少の不安があっ
　たようですが、実際に活動してみると障害がある人・
　ない人といった違いは何もないと実感したそうです。
●交流で期待することは？
　小学生という早い段階から交流することで、障害があ　
　る人・ない人という壁を作らず成長してほしいと思いま　
　す。また、さまざまな差異を受け入れて、共に暮らして
　いく社会（インクルーシブ社会）を実現したいという
　意識を高めることを願っています。
●今後の交流について
　コロナ禍の影響もあり、昨年度から行える交流が限られて
　おり、今回のさつまいも掘りも十倉厚生園の方と一緒に体
　験することはできませんでしたが、今後についても、感染
　対策を行いながら徐々に再開していきたいと考えています。

●浩養小学校との交流で、利用者に変化は？
　地域の子どもたちと交流する機会が増え、交流を楽し
　みにしている利用者が増えました。
●交流で期待することは？
　児童の皆さんが、障害を持つ人たちと交流することで、
　障害に対し理解するきっかけとなり、子どもたちだけ
　でなく、地域の方にも理解していただけることを期待
　しています。
●今後の交流について
　これまで「お互いに無理のない範囲で」を基本に交流
　を行ってきましたが、今後も変わらず継続し、地域福
　祉の一翼を担っていきたいです。
　交流のおかげか分かりませんが、浩養小学校の卒業生　
　がこれまでに3名、職員として勤めてくれました。

×

聞いて
　みました !

浩養小学校 十倉厚生園

森重利
としひさ

悠さん（1 年生） 関根志
し ず ま

寿真さん（２年生）

ふかくほらなくても、おお
きなさつまいもやちいさな
さつまいもがとれて、うれ
しかったです。
おみそしるにしてたべるの
がたのしみです。

大きいさつまいもが
とれたのがうれし
かったです。
さつもいもをやきいも
にして食べたいです。
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○年末年始は大変混雑します。混雑時期を避けて搬入するよう、ご協力をお願いします。
　また、混雑時は、左折による車両入場にご協力ください。
○「市内で発生したごみ」であることを確認するため、免許証などの提示をお願いします。

問クリーンセンター　 （93）4529
　※電話番号の押し間違いが発生しています。電話番号を今一度お確かめください。

○休みの期間中は、収集開始日までごみを家庭で保管してください。
○年明けの収集時間は遅くなることが予想されますのでご了承ください。
○資源ごみは、自治会などの回収運動を利用するか、クリーンセンターに直接搬入してください。

年末は12月29日（水）の正午まで　　年始は1月４日（火）から

ごみ収集
北部地区 南部地区

日吉台地区
A B A B

12月収集最終日

可燃ごみ 28日 29日 29日

不燃ごみ 13日 15日 14日 16日 17日

ガラスびん、ペットボトル
有害ごみ、紙パック

20日 22日 21日 23日 24日

クリーンセンターへの直接搬入

休業期間 施設名など

12月27日（月）～1月4日（火） 図書館／社会体育館

12月28日（火）～1月4日（火） 北部コミュニティセンター／中部ふれあいセンター

12月29日（水）～1月3日（月）
市役所（※）／中央公民館／水道事業所／

市民活動サポートセンター／福祉センター／さとバス・デマンド交通

休業の施設など

※戸籍の届出（出生・婚姻・死亡など）は、市役所で受け付けています。

１月収集開始日

可燃ごみ ４日 ５日 ４日

不燃ごみ 10日 12日 11日 13日 14日

ガラスびん、ペットボトル
有害ごみ、紙パック

７日 ５日 ４日 ６日 ７日

お手続きはお早めに

年末年始の業務案内

ごみ収集など
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令和２年度

決算
令和２年度の決算が９月議会で審議され認定されました。
決算は、市民の皆さんから納められた貴重な税
金などが、どのように使われたのかを示すもの
で、まちづくりの記録でもあります。
一般会計を中心に、概要をお知らせします。 市公式ホームページ

（令和２年度決算）問 財政課　 （93）1115

一般
会計

歳入から歳出を差し引いた収支は12.8 億円で8.9 億円の黒字に

教育、福祉、土木など、市の基本的な経費を計上する会計のこと。国の施策で取り組んだ「特別
定額給付金給付事業」などや市独自の施策で取り組んだ「高齢者生活スマイル支援事業」など、
新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ結果、歳入歳出の規模が過去最大となりました。

諸収入等 9億3,621万円

市税 
65億 956 万円

国庫支出金・県支出金 

103億 977 万円

地方交付税・各交付金

29億 5,559 万円

繰越金 15億8,179万円

歳入総額 230 億 2,822 万円 歳出総額 217 億 4,590 万円

前年度比62億6,736万円増（37.4%増） 前年度比 65 億 6,683 万円増（43.3% 増）

構成比

28.3%

構成比

11%

構成比

12.7%

構成比

3.2%

構成比

44.8%

自
主
財
源

依
存
財
源

39
 ・
 3％

60
 ・
 7％

歳入ー歳出 12 億 8,232 万円
うち、8.9 億円を繰越し、4.5 億円を積立

市民１人
当たり負担額
13.1万円

市民１人
当たり使用額

43.9万円

構成比

52.5%

構成比

11.5%

構成比

7.9%

構成比

7.3%

構成比

12.2%

構成比

8.6%

市民税、固定資産税など市民が納め
た税金

財産収入や寄附金など

前年度決算剰余金

市が行う特定の事業に対して、国や県
から交付されるお金

国や県が徴収した税金の中から、市の
状況に応じて交付されるお金

借入金

障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、
生活保護、福祉医療、国民年金など

人事、企画、財政、
戸籍、交通安全
など

市債の元金、利
子の支払いなど

※各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しないところがあります。
※令和３年９月 30 日時点の人口を基に算出しています。

学校教育、社会
教育など

母子保健、
廃棄物処理など

市債 7億 3,530 万円

民生費

114億 1,695 万円

総務費 
25億 278 万円

公債費 
17億 1,452 万円

教育費 
15億 9,451 万円

農林水産業費・商工費14億 200 万円

衛生費12億 4,248 万円

土木費10億1,532万円・消防費6億６,741万円

議会費1億6,990万円・災害復旧費2,003 万円
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特別
会計

3つある特別会計はいずれも赤字なし

特定の歳入を特定の歳出に充てるため、一般会計と区別が必要な事業の会計のこと。

企業
会計

いずれも収益的収支は黒字

利用料金などの収益で運営している会計のこと。なお、資本的収支における不足額は、損益勘定留保
資金などで補填しました。

資産

一般会計の基金残高は増加、
公有財産は有価証券及び出資による権利以外は減少

基金は、年度間の財源の変動に備えて積み立てており、災害など必要やむを得ない理由で財源不足が
生じた際に活用する財政調整基金と、特定の目的のために活用する目的基金があります。公有財産は
市が所有している土地や車両などのことを指します。

国民健康保険

水道事業 下水道事業

介護保険 後期高齢者医療

　　歳入　58億 9,530万円
ー）歳出　57億 2,524万円

　　差引　1億7,005万円

【収益的収支】　　
　　歳入　9億 7,545万円
ー）歳出　9億 2,377万円

　　差引　5,167万円

【収益的収支】　　
　　歳入　9億 7,948万円
ー）歳出　8億 4,355万円

　　差引　1億3,593万円

【資本的収支】　　
　　歳入　1億円
ー）歳出　3億 4,712万円

　　差引ー2億4,712万円

【資本的収支】　　
　　歳入　1億2,329万円
ー）歳出　3億  694万円

　　差引ー1億8,365万円

　　歳入　29億 6,812万円
ー）歳出　29億 2,936万円

　　差引　3,875万円

　　歳入　5億 434万円
ー）歳出　5億 430万円

　　差引　　4万円

加入者が保険税を出し合い、病気
やケガをしても軽い負担で治療を
受けられる保険制度

【主な整備内容】
安全な水道水の安定的な供給のため、施設・
水道管路の更新工事を実施。

【借金残高】

15億4,644万円
【借金残高】

19億832万円

【主な整備内容】
安定した下水処理を行うため、老朽化した
下水道管路の工事を実施。

〇処理区域内人口　3万2千人
〇普及率　65.8％

〇給水人口　3万9千人
〇普及率　80.2％

65歳以上または40～64歳の特定
疾病患者のうち介護が必要になった
人を社会全体で支える仕組み

75歳以上の方々の医療費を社会
全体で支える医療制度

区分 令和2年度末現在高

土地 136万 7,241㎡
（昨年度137万 8,314㎡）

建物 12万 2,077㎡
（昨年度12万 2,082㎡）

有価証券及び
出資による権利

19億 1,058万 6千円
（昨年度19億 910万円）

物品（車両など）
※重要物品のみ

284点
（昨年度286点）

公有財産の状況一般会計の基金残高の推移

19.4億円

※各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しないところがあります。

※各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しないところがあります。

0億円

5億円

10億円

15億円

20億円

その他基金

財政調整基金

R2R1H30H29H28

11.6

3.8

10.6

4.4

11.3

5.6

5.5

6.4
12.2

7.2
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財政状況 財政健全化法に基づく指標では財政は健全性を示しています。

市の健全化判断比率

一般会計の市債残高

資金不足比率

『市債＝借入金』 計画的に抑制しています。

市の数値は、２つの表のとおり全ての財政指標が早期
健全化基準を下回り、昨年度に続き財政の健全性（健
全段階）を示しています。
今後も市では、財政と経営の健全化に取り組んでいき
ます。

指標名称 市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率
財政運営の深刻度を示す

比率

赤字

なし 13.38 % 20.00 %

連結実質赤字比率
市全体としての赤字の程度

を示す比率

赤字

なし 18.38 % 30.00 %

実質公債費比率
財政負担を見るための比率

7.7% 25.0 % 35.0 %

将来負担比率
将来の負担を示す比率

24.5％ 350.0 %

特別会計の名称 市の数値 経営健全化基準

水道事業会計
赤字

なし

20.0%

下水道事業会計
赤字

なし

知
都市計画税ってなんだろう？

何に使っているんだろう？

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街
化区域内の土地と家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていた
だく税金です。

令和２年度は、都市計画道路３・４・２０号成田七栄
線の整備を行う街路事業や、一般会計から下水道事業
会計への負担金等、また、七栄北新木戸地区の整備を
行う土地区画整理事業や、過去に整備した街路事業な
どに係る地方債償還金に使われました。

良好良好

市街化区域※内に
住んでいる人が
対象なんだ！

※市街化区域
…日吉倉・七栄・
　御料の一部、
　日吉台、美沢の　
　全域

市債とは、主に市が公共施設の整備などの建設事業を行う
ために必要な資金を、国や金融機関など外部から調達する
いわゆる借入金のことを言います。
将来にわたって計画的に元金と利子を返済していけるよう
にするため、市債の発行については、過度な将来負担を招
くことのないよう慎重に行っています。
市債残高については、左のグラフのとおり、計画的に抑制
出来ていることがわかります。

一般会計の市債残高の推移

っていますか？都市計画税の使い道

まちづくりのインフラ
整備等に使われている
目的税なんだね！

0円

120億円

140億円

160億円

180億円

R2R1H30H29H28

173.1
168.8

162.7
154.3

145.4 億円
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令和 2年度に実施した主な事業

人と自然が調和し、安全安心なまち

市民と行政の気持ちの共有による自立したまち

教えあい、みんなで学ぶ、心の豊かさと愛を育むまち

大規模自然災害等に備えるために、様々な災害被害を
想定し、事前に備えるべき目標を定め、災害に負けな
い強靭な富里市を作り上げるため「富里市国土強靭化
地域計画」を策定した。

富里市協働のまちづくり推進計画に基づく各種事業を実施し、協
働のまちづくりの推進を図った。
（協働のまちづくり推進委員会　５
回開催、市民活動支援補助金交付　
2団体）

交通の安全を確保するため、交
差点や通学路などに交通安全施
設の設置や路面標示を行った。

文化財の保存と活用の計画的な推進を図るため、「富里市文
化財保存活用地域計画」を作成した。また、本計画は令和3
年7月に文化庁の文化審議会文化財分科会にて認定された。

国土強靭化地域計画策定事業

協働のまちづくり推進事業

交通安全施設整備事業

文化財事業

新型コロナウイルス感染症対策

市独自の富里支援パッケージを第１弾～第４弾まで実施
【主な事業】
〇小規模事業者緊急経営支援事業
〇小中学校児童生徒学習支援事業
〇高齢者生活スマイル支援事業
〇地域活性「とみさと元気アップ」商品券事業　
〇クラスター対策ＰＣＲ検査事業　　　　　　　など

手をつなぎ、みんなで目指す、明るく元気なまち

みんなが活躍し、農・商・工がともに輝く活力あるまち

市民のこころをむすび、可能性を未来につなぐまち

安心して妊娠・出産・子育てができるように、子育て
世代包括支援センターを開設した。開設後は、子育て
にかかわる様々な相談に応じ、必要な情報やサービス
の提供を行った。
（母子健康手帳を交付の際、保
健師の面接を実施　72件）

すいか生産意欲の向上を図ることで、すいかの栽培面積・
生産者の減少を抑制し、富里すいかの銘柄保持と元気の
ある富里市の実現に繋がった。（申請者数　199人）
また、すいかを守るため「富里市すいか条例」を制定した。

富里ＩＣに接している七栄新木戸地区において、市の
玄関口に相応しい魅力的なま
ちづくりを目的に、敷地造成
と道路などの整備工事を実施
し、事業の推進を図った。

子育て世代包括支援センター運営事業

すいかの里生産支援事業

七栄新木戸地区土地区画整理事業

日大芸術学部と連携し、本市の
特産である「すいか」と「にん
じん」をテーマにしたポスター
を作成し、知名度向上のため、
電車中づり広告を行った。 ▲日大芸術学部作成

スマイル富里魅力発信事業

公共施設の電気料金を削減し、そこで得た利益をまちづく
りに還元する官民連携事業とし
て、千葉県初の取組となる『合
同会社とみさとエナジー』を設
立した。

『合同会社とみさとエナジー』を設立
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富里市中小企業等感染症対策協力金を交付します

富里市中小企業資金融資制度のお知らせ

 中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業及び個人事業
 主で、かつ、対象業種に該当し、交付の申請をした時点に
 おいて次のいずれかに該当する事業者であること。
　①市内に本店、支店又は事業所がある法人
　②市の住民基本台帳に記録されている個人事業主
　③市外に居住する者であって、市内に事業所を有する個人事業主

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・個人事業主の皆様が実施する感染症防止対策に対して、市独自の
協力金を交付します。事業活動の感染症防止対策、経営維持・継続にご活用ください。

中小企業者が経営上必要とする事業資金の調達を円滑にし、中小企
業の振興を図るために設けられた制度です。融資期間中に支払った
利息に対し、貸付利率の年２. ０％の利子補給を実施していますの
で、ぜひご活用ください。
融資条件・取り扱い金融機関などの詳細については、問い合わせて
ください。

事業者につき　　万円～　　万円

年　　　　　　　の利子補給を実施

１ １ ４

２.０%

■交付金額
　〇交付対象者①　１事業者につき４万円
　〇交付対象者②　１事業者につき２万円
　〇交付対象者③　１事業者につき１万円

■申請期間　令和４年２月 28 日（月）まで
■申請方法　交付要件、申請方法については、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。

【事例】
①インターネットで「チャットで相談にのるだけ」とのアルバイトを見つけて副業サイトに登録した。相手の男性に相
　談の報酬以外に 20 万円贈ると言われ、個人情報交換のための手続料として、プリペイドカードなどで次々に高額な
　金額を払ってしまった。（10 歳代　女性）
②ＳＮＳで知り合った人から、「オンラインサロン」に入会し、毎月２万円支払えば資産形成の勉強会ができ、毎月の
　支払い分は在宅で稼げると勧誘され、入会した。しかし全く儲からないため解約を申し出たが、１年契約なので途中
　解約できないと言われた。（学生　男性）
アドバイス
〇「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やＳＮＳの情報を安易に信じないようにしましょう。
〇「オンラインサロン」をお金儲けのノウハウを伝えるツールまたはサロン自体を儲ける手段として利用している手口
　が見られます。オンラインサロンは、会員以外はアクセスできず、事前に中身を確認できません。
〇令和 4 年４月から「18 歳で成人」となります。未成年者は原則として、契約をするにあたって親権者などの同意を
　得る必要があり、同意を得ず成された契約は取り消すことができますが、成人すると一人で契約できる反面、原則と
　して一方的にやめることはできません。契約をする前に家族など周りの人に相談するようにしましょう。
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。

怪しい副業・アルバイトのトラブル

「簡単に稼げて高収入！？うまい話には裏がある！」

はい、こちら 消費生活センターです！
消 費 生 活
相談コラム

199

問 消費生活センター　 （93）5348

問・提出先　商工観光課　 （93）4942　
〒 286-0292（住所不要）
※感染症拡大防止のため、原則、郵送にて提出してください。

交付対象者 

ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「酒
類提供の制限」「営業時間の短縮要請」のあった飲食店等及
び千葉県飲食店感染防止対策認証事業による認証店（申請中
も含む）を除く。

市公式
ホームページ

市公式
ホームページ

問 商工観光課　 （93）4942
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令和４年４月入園希望の申込み受付を行います。第1希望園の受付日で予約してください。申請書類は、子育て支援課で配布します。また、
市公式ホームページからもダウンロードできます。書類の受付には、必ず児童同伴で来庁してください。受付日に来庁できないときは、
事前に連絡してください。最終締切日は 12 月 10 日（金）です。

保育園・こども園（保育利用）の入園申込み　※要予約 問  子育て支援課　 （93）1174

■受付時間　○午前の部　8：45 ～ 12：00　○午後の部　13：00 ～ 17：15
■受付場所　すこやかセンター 2 階会議室１　■持ち物　印鑑、母子健康手帳
■その他　○市外の保育園を希望する場合は、市区町村によって提出期限が異なりますので、早めに問い合わせてください。
　　　　　○保育園は保護者の就労などにより、保育が必要な児童をお預かりする児童福祉施設です。集団生活に慣れさせるため、　
　　　　　　就学前教育などの目的では入園できません。

施設名 入園年齢 受付日

認定
こども園

末広幼稚園　※令和 4 年 4 月開園予定　
七栄 647-41　 （93）6556

1 歳児クラス（令和 4 年 4 月 1 日時点で 1 歳
の児童）～

12 月 10 日（金）
まで

葉山こども園　
御料 1009-32　 （93）1215

生後 57 日～
12 月 2 日（木）

12 月 6 日（月）向台こども園　
中沢 1023　 （93）2951

生後 57 日～

保育所

富里保育園　
七栄 299-4　 （93）0155

生後 57 日～
12月10日（金）

までこひつじ保育園　
御料 116　 （93）1048

生後 57 日～

あい・あい保育園富里園　
七栄 644-93　 （37）3596

生後 4 か月～ 12 月６日（月）

青空保育園　
日吉倉 776-1　 （91）6151

生後 57 日～ 12 月 7 日（火）

小規模
保育施設

ことり保育園日吉台園　
日吉台 1-2-1 セレブリティ成田 105　 （37）6441

生後 57 日～ 3 歳に達する年度の 3 月末まで

12月10日（金）

まで

ひよしだい保育園　
日吉台 5-25　 （93）4408

生後 3 か月～ 3 歳に達する年度の 3 月末まで

PuPu保育園富里園
久能 276-1　 （85）8595

生後 57 日～ 3 歳に達する年度の 3 月末まで

日吉台にこにこパーク保育園　
日吉台 5-27-5　 （93）4408

1 歳児クラス（令和 4 年 4 月 1 日時点で 1 歳
の児童）～ 3 歳に達する年度の 3 月末まで

被災木の受入れについての

　　　　　　　　相談を受付中！
水道管の防寒対策をしましょう！

令和元年の台風により、風倒木被害を受け、処理できず
森林に放置されたままになっている被災木など多く見受
けられます。
市では、被災木をエネルギー資源として有効活用するた
め、受入れなどの相談を受け付けています。
直接、農政課窓口まで相談してください。

毎年、冬は水道管の凍結による漏水トラブルが多く発生
しています。
長期間家を留守にして水道を使用しなかったり、気温が
マイナス４度以下になると、防寒が不十分な水道管や水
道メーターは凍ったり、管が破裂したりします。
宅地内の「水道管」や「水道メーター」の維持管理は、
使用者が行うことになっていますので、トラブルが発生
する前に、水道管の防寒対策をしましょう。

〇保温材や毛布、布などで蛇口の上
　まで水道管を完全に包む。
〇メーターボックスの中に毛布や布
　きれなどを入れて保温する。

問  農政課　 （93）4944

問  上下水道課　 （93）3340

森林再生
プラン

防寒の仕方
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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

●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。

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

マイナポータルを活用して、控除証
明書などの必要書類のデータを一括
取得し、所得税申告書へ自動入力す
ることが可能となりました。令和４
年１月からは「ふるさと納税」や「地
震保険料控除証明書」、２月上旬から
は「医療費（令和３年分については、
令和３年９月～ 12 月分）」のデータ
が新たに取得可能となります。
利用するには、マイナンバーカード
の取得とマイナポータルの利用者登
録が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページ「マ
イナポータルを活用した年末調整及
び所得税確定申告の簡便化」をご覧
ください。

マイナポータルを活用し
所得税の確定申告を簡単にi

この季節は、空気が乾燥します。そ
のため、特に強風の日は、一度発生
した火災は周囲へ燃え広がりやすく
なります。
乾燥注意報や強風注意報が発令され
ているときは、たばこなどの火の取
り扱いには気を付けましょう。

問 消防署　 （92）1311

火の取り扱いに注意i

大規模な地震が発生したとき、火災
による被害拡大を軽減することを目
的に、区・自治会、自主防災組織が
消火栓を活用した初期消火活動を行
えるよう、初期消火マニュアルを作
成しました。
詳しくは、市公式ホームページで確
認するか、問い合わせてください。
消火栓を使用できる条件
○ 専用資機材の購入
○ 年 1 回以上の資機材を使用した初

期消火訓練を行う（訓練を行う場
合は、必ず消防職員の立ち会いが
必要です。）

問 消防署　 （92）1311

消火栓を使用した
初期消火マニュアルi

住宅用火災警報器について

基本的な設置場所は寝室で、2 階に
寝室がある場合は階段にも設置が必
要です。
住宅用火災警報器は、設置から 10
年を目安に交換し、数か月ごとに警
報音が鳴るかどうか点検しましょう。

問 消防本部予防課　 （92）1313
悪質な訪問販売にご注意ください

消防職員が住宅用火災警報器の販売
で個人宅を訪問したり、特定の業者
にあっせん・販売・点検を依頼する
ことはありません。

問 消費生活センター　 （93）5348

住宅用火災警報機を
設置しましょうi

市では、緑化推進事業（緑の募金）
を活用して、区・自治会を通じて各
戸に門松カードを配布します。区・
自治会に加入していない人は農政課
窓口にて配布します。また、市公式
ホームページからダウンロードし、
利用いただくこともできます。

問 農政課　 （93）4944

門松カードを配布i

問 成田税務署 （28）5151

◎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 
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年末のし尿くみ取り・
浄化槽清掃業務i

■日時　12 月 10 日（金）
※９日（木）までに入金確認をお願
　いします。

12月分の
学校給食費振替日i

問 学校給食センター （93）2550

　特許庁の地域ブランドに
認定されました。
　落花生の産地八街市より
心を込めた煎りたての味を
お届けします。

※本紙を持参してお届け先1件につき、
３，８００円以上お買い上げで、送料無料です。

（12月31日まで）クール便と沖縄は別途です。

TEL　043（443）5355
FAX　043（443）7771

㈲高安商店
　　　　　八街市八街は51

八街産落花生

確定申告は、自宅からスマートフォ
ンでも行えます。
確定申告に向け、今から準備（マイ
ナンバーカード・ＩＤ・パスワード
の受領）を行いましょう。

自宅で手続き　
スマホ申告i

▲申告作成はこちらから

i

■日時、場所　
　12 月 12 日（日）※雨天決行
　（荒天などで中止の場合あり）
　○９：00 ～ 11：30
　　市役所正面玄関前駐車場
　○ 13：00 ～ 15：00
　　北部コミュニティセンター第2駐車場
■その他　
　搬入時は、マスクの着用をお願い
　します。事業ごみやその他のごみ
　は回収できません。

資源ごみの拠点回収

問 環境課 （93）4946

問 成田税務署 （28）5151

し尿くみ取り・浄化槽清掃の休業期間
12月29日（水）～令和４年１月３日（月）
※年始は、１月４日（火）から
年内のくみ取りを希望する人は、12
月 10 日（金）までに該当する地区の
許可業者に申し込んでください。早め
の申し込みにご協力をお願いします。

○㈲下総衛生　 （93）1101
　対象地区：日吉台、日吉倉、久能、大和、
　七栄、根木名、十倉（大堀）、御料（葉山）

○大成企業㈱　 （93）3379
　対象地区：新橋、中沢、新中沢、高松、
　立沢、立沢新田、高野、十倉（大堀
　を除く）、御料（葉山を除く）、美沢

問 環境課 （93）4945

■対象品目　
　○紙類（段ボール、雑誌、新聞、
　　紙パック、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

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。
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

家屋を新築・増築、または取り壊し
たことを市に連絡していない場合、
必要な証明書が発行できないことや、
家屋が存在しないのに課税されてし
まうことがあります。
※登記済みの家屋で滅失登記をした
　場合は、市への連絡は不要です。

問 課税課 （93）0444

家屋の新築・増築、
取り壊したときはi

県では、自動車税（種別割）の未納
額の縮減のため、給与・預貯金・生
命保険・自動車などの差押えを強化
しています。自動車税（種別割）が
未納の人は、至急納付してください。
新型コロナウイルスや災害などによ
り一時に納付できない人は、納税が
猶予される場合がありますので、相
談してください。

問 佐倉県税事務所
　 043（483）1150

自動車税の滞納処分
を強化i

世界の学校に通えない子どもや読み
書きができない子どものために、学
びの場と機会を提供する「世界寺子
屋運動」の一環として、書き損じは
がきと使用済み切手を回収しています。
■回収場所
　生涯学習課窓口（中央公民館１階）

書き損じはがきや使用
済み切手はありませ
んか？

i

問 富里ユネスコ協会事務局
　 （生涯学習課内）

　 （93）7641
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法務省と全国人権擁護委員連合会で
は、本年も 12 月４日～ 10 日を「第
73 回人権週間」と定め、人権尊重の
普及・高揚の啓発活動を全国的に展
開しています。
人権問題ではないだろうかと感じて
いることや、子どものいじめ問題で
の悩みごとなど、法務局へ相談して
ください。
人権相談所を開設します
人権擁護委員がいじめや差別、嫌がら
せなどの相談に応じます。
■日時
　12 月６日（月）～ 10 日（金）
　10：00 ～ 16：00
■場所　千葉地方法務局佐倉支局

　　　　＜佐倉市表町 1-20-11 ＞

12月４日～10日
人権週間i

北朝鮮当局による人権侵害問題に関す
る国民の認識を深めるとともに、国際
社会と連携しつつ北朝鮮当局による人
権侵害問題の実態を解明し、その抑止
を図ることを目的として、平成 18 年
6 月に「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法
律」が施行されました。
一人ひとりが、この問題について関
心を持ち、認識を深めましょう。

12月10日～16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間i

問 千葉地方法務局佐倉支局
　 043（484）1222

検索：法務省　北朝鮮人権侵害問題

車いすを必要とする高齢者や心身障
害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

新型コロナウイルス感染予防対策と
して、１件の予約につき１台配車す
る「デマンド交通３密対策事業」を
実施していましたが、国の方針及び
感染状況や医療提供体制等の状況を
踏まえ、12 月 15 日から乗り合いで
の運行方法に戻します。
なお、感染の拡大が見られる場合に
は、速やかにデマンド交通３密対策
を講じます。

デマンド交通の乗り
合わせを再開i

問 企画課 （93）1118

年末年始は人の動きが慌ただしく、
思いがけない犯罪に遭いやすい時期
です。特別警戒期間中は、防犯パト
ロールなどを強化しますが、各自が犯罪
の被害に遭わないよう注意しましょう。
市と富里市防犯指導員連合会では、
成田警察署と連携しながら、防犯を
呼びかけます。青色回転灯を搭載し
た防犯パトロール車両による、パト
ロール活動も市内全域で実施しています。
一人ひとりが防犯対策の見直しを
○空き巣を防ぐために、短い外出で
　も必ず施錠をしましょう。
○自動車盗を防ぐために、短い間で
　も窓を閉め確実にドアロックをし
　ましょう。
○「電話 de 詐欺」を防ぐために、1
　人で判断せず、家族や警察に相談
　しましょう。

問 市民活動推進課　 （93）1117

年末年始特別警戒i

その一杯　愛車も走る凶器に　早変わり
年末は、お酒を飲む機会も増え、飲
酒運転に起因する交通事故の発生が
懸念されます。さらにこの時期は、
日没が早く日の出も遅いことから、
夕暮れ時から夜間、明け方における
交通事故が増加する傾向にあります。
交通事故防止を心がけましょう。

12月10日～19日
冬の交通安全運動i

自立支援教育訓練給付金
就労に結びつく雇用保険制度の指定教育
訓練講座を受講した人に支給されます。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が、高
等学校卒業程度認定試験の合格を目
指す場合に、民間事業者などが実施
する対象講座を受講するための支援
をします。
詳しくは問い合わせてください。

ひとり親家庭
自立支援給付金事業i

問 子育て支援課 （93）4497

国保加入者の
療養費などの給付i

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

第十一回特別弔慰金
の支給i

問 社会福祉課 （93）4192

問 国保年金課 （93）4083

国民健康保険の被保険者が、次の事
由により、いったん医療費を全額負
担した場合には、申請により審査で
認められた保険給付分の払い戻しが
受けられます。申請から支給まで 2
～ 3 か月程度かかります。
○旅行先や急病で、やむを得ず保険
　証を持たずに治療を受けたとき
○医師が必要と認めたコルセットな
　どの治療用装具を作ったとき
○医師が必要と認めたはり・きゅう・
　あんま・マッサージ師の施術を受
　けたとき
○資格証明書を提示して治療を受け
　たとき
○海外渡航中に治療を受けたとき
　※治療目的の渡航は対象外

問 県くらし安全推進課
　 043（223）2263
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令和４年度固定資産税（償却資産）申告

問 課税課　 （93）0444

償却資産とは、会社、個人で経営の工場や店舗、あるいは農業経営に使用している
構築物、機械、備品などをいいます。
令和４年１月１日現在で償却資産を所有しているときは、令和４年１月 31 日（月）

までに申告をしてください。

業種 償却資産の例

共通 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、内装、看板、舗装
路面、ブラインド、ＬＡＮ設備など

製 造 業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤など

印 刷 業 各種製版機及び印刷機、裁断機など

建 設 業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト（軽自動車税の
対象を除く）、発電機など

料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など

小 売 業 陳列棚・陳列ケース（冷凍機または冷蔵機付を含む）、自動販売
機など

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニル包装設備
など

不動産貸付業
( 駐車場 ･ ｱﾊﾟｰﾄなど )

受変電・発電機・蓄電・中央監視各設備、門など外構工事、駐
車料金自動計算装置、舗装路面、機械設備など

ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク
など

売電事業 太陽光パネル、架台、パワーコンディショナー、表示ユニット
など

農業 ビニールハウス、農耕用車両（小型特殊自動車以外）、保冷庫、
農業用機械など

サラリーマンの妻など、厚生年金に
加入している配偶者に扶養されてい
る 20 歳～ 60 歳までの人は、国民
年金の第３号被保険者となります。
第 3 号被保険者の保険料は、年金制
度全体で負担しますので個人で納め
ることはありませんが、届出が必要
です。
届出は、健康保険の扶養の届出と一
緒に配偶者の勤務先へ届出すれば、
勤務先経由で年金事務所に提出され
ます。該当するときは、忘れずに届
出をしてください。
第 3 号被保険者に該当するとき
○結婚して扶養に入ったとき（未成
　年で結婚した人は20歳になったとき）
○自分の収入が減り、配偶者の扶養
　に入ったとき
○配偶者が厚生年金（会社員や公務
　員など）に加入して扶養に入った
　とき

国民年金
第3号被保険者の届出i

年金生活者支援
給付金制度i

問 幕張年金事務所
　 043（212）8621

年金生活者支援給付金は、公的年金
等の収入やその他の所得額が一定基
準以下の、年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給
されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要で
す。ご案内や事務手続きは、日本年
金機構（年金事務所）が実施します。
現在、給付金を受け取られている人
のお手続きは不要です。
請求手続き
①新たに対象になる人には、日本年
　金機構から「年金生活者支援給付
　金請求書」が送付されます。
②年金を受給しはじめる人は、年金
　の請求手続きと併せて年金事務所
　または市町村で請求手続きをして
　ください。
日本年金機構や厚生労働省を装った
不審な電話や詐欺にご注意ください。

問 ねんきんダイヤル（ナビダイヤル）
　 0570（05）4092

入院や外来診療のとき、ひとつの医療機関で月額の医療費が高額になり、自己負担
額を超える場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、支払い
が自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証 ｣ は国民健康保険税の滞納がない世帯に属する被保険者に、市役
所の窓口で交付します。入院や高額な外来診療の前に、必ず申請をしましょう。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている被保険者は「限度額適
用認定証」を交付されていなくても、カードに対応している医療機関などであれば、
カードを提示することで、自己負担限度額以上の請求は発生しません（国民健康保
険税滞納世帯を除く）。
※自己負担限度額は世帯の所得や年齢により異なります。詳しくは問い合わせてください。

問 国保年金課　 （93）4083

入院や高額な外来診療の前に申請を

国民健康保険の限度額適用認定証

農産物の放射性物質検査

採取日 品目 栽培方法 放射性
セシウム 134

放射性
セシウム 137 合　計

10/19 にんじん 露地 検出せず 検出せず 検出せず

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は 100 ベクレル毎キログラムです。

問 農政課　 （93）4943
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情報ネット Tomisato information

■日時　12 月 13 日（月）
    　　   13：30 ～ 15：30
■場所　福祉センター
■内容　クリスマス会
■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 募就労・進路相談

■日時　12 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

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 ハローワーク成田
　 （89）1700

ハロートレーニングは、希望する仕
事に就くために必要な職業スキルや
知識を習得することができる公的制
度です。
受講者の世帯収入などによって、訓
練受講中の生活支援のための給付金
があります。
詳しくは問い合わせてください。
■内容
　事務実務、ＩＴ、製造、介護、
　デザイン、システム開発、住宅リ
　フォーム、ＣＡＤ　など
■費用
　受講料は無料ですが、テキスト代
　などの自己負担あります。
　※在職者や学卒者向けコースは有料

ハロートレーニング
（公的職業訓練）i

創業プラン作成
スクールi

経験豊かな中小企業診断士が講師と
なり、創業計画の作成をしっかりサ
ポートします。受講料は無料です。
最終日には創業経験者の先輩社長に
よる講演も行います。
■日程　令和４年１月 15、22、29 日、
　　　　２月５日（土）
■対象　
　これから創業を考えている人、創
　業して間もない人　
■申込み
　千葉県信用保証協会のＷＥＢサイ
　トより申し込んでください。

問 県信用保証協会　創業サポートチーム
　 043（311）5001

■日時　令和4年１月 21 日（金）
　　　　13：00 ～ 15：35
■場所　酒々井町役場分庁舎 2 階
　　　　第 2 多目的室
　　　　＜酒々井町中央台 4-11 ＞
■対象　就職を希望している
　　　　15 ～ 44 歳の人
■内容　応募書類の書き方セミナー、
　　　　面接準備セミナー
■定員　10 人
■費用　無料
■申込み　令和 4 年 1 月 7 日（金）
　までに電話で予約

就職活動に関わる
セミナー

問 商工観光課 （93）4942

認知症と共に歩む　診断と治療
認知症は、高齢期に誰でもおこる可能
性があります。今回の講演会は、専門
医から認知症について学ぶことができ
ます。
■日時　12 月 18日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　北部コミュニティセンター　
　　　　2 階大会議室
■定員　70 人
■講師　榊原隆次さん（東邦大学医療
　　　　センター佐倉病院内科学神経
　　　　内科教授）

里親制度の普及啓発や里親委託の推進
のため、説明会を開催します。
■日時
　令和４年１月 15 日（土）
　14：00 ～ 16：00
■場所
　千葉市文化センター
　＜千葉市中央区中央２－５－１＞

認知症講演

里親制度説明会

問 北部地域包括支援センター
　 （36）7725

問 子ども家庭サポートセンターちば
　「オレンジの会」

　 0470（28）4288

募

募

令和 4 年富里市成人式

■日時　令和 4 年１月９日（日）　受付 10：00 ～
　　　　式典・アトラクション 10：30 ～　
■場所　中央公民館講堂
■対象　
　平成 13 年４月２日～平成 14 年４月１日に生まれた人
　※市内に住民票がない人で、成人式への参加を希望される
　　場合は、12 月 20 日（月）までに問い合わせてください。
■その他
　当日、8：30 ～ 16：00（最終受付 15：30）まで、
　「旧岩崎久彌末廣農場別邸公園」に記念写真の撮影
　スポットを設置します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　内容などが変更になる場合があります。

問 生涯学習課　 （93）7641

懐かしい仲間や恩師と再会し、新成人の新たな門出をお祝いします。
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■日時　12 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　
■申込み　12 月 12 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

「ナリタエアポートクリスマスフェス
ティバル」を今年も開催します。
昨年、好評でした「クリスマスフェア」
は 12 月 10 日～ 25 日まで、周辺
市町の協力店舗にて実施します。
周辺市町の特産品等が当たる抽選会
にもぜひご応募ください。
また、ミニツリーの装飾品やクリス
マスを題材にした作品を、空港周辺
の幼稚園・保育園の園児の方に制作
していただき、成田空港内や空港周
辺市町で展示します。展示会場では
NAA グッズが当たる W チャンスイ
ベントも実施します。
実施店舗や賞品など、詳しくは、成田
国際空港ホームページをご覧ください。

ナリタエアポート
クリスマスフェスティバル2021

問 クリスマス・フェスティバル実行委員会事務局
　 （34）5858

募

■日時　12 月 11 日（土）
　○セミナー　14：00 ～ 14：45
　○空き家相談　14：45 ～ 16：15
■場所　北部コミュニティセンター
　　　　2 階大ホール
■内容
　空き家に関するセミナー、空き家
　の管理・相続・複数所有者、税務
　などの問題、空き家・空き地の利
　活用、解体についての相談

空き家セミナー&
総合相談会

問 空き家対策有識者会議事務局
　 043（483）7407

募

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？

募医療と介護の情報や認知症について
の情報などをまとめた「富里市認知
症ケアパス・医療介護マップ」を
㈱サイネックスと協働で発行します。
発行部数：5,000 部
地域の事業所の皆さんへ
掲載広告を募るため、㈱サイネック
スが地域の事業所を訪問します。
広告の掲載または説明を希望する事
業所は、㈱サイネックスへ直接問い
合わせてください。

発行に向けてご協力を

富里市認知症ケアパス・
医療介護マップ

i

問 ㈱サイネックス （23）6140

▲詳しくはこちらから

太陽光や風力など、自然の電気を共
同購入することで、割安な料金で利
用できるキャンペーンを実施します。
家で過ごす時間が増えている今、環境に
優しい自然の電気に切り替えませんか。
詳しくは、「九都県市　みい電」で検
索するか、問い合わせてください。

九都県市「みんなでいっしょ
に自然の電気」キャンペーン募

問 みんなでいっしょに自然の電気事務局
　 0120（267）100（固定電話）
　 0570（058）100（携帯電話）

▲詳しくはこちらから

■日時　令和 4 年１月 15 日（土）
 　　　   11：15 ～ 16：00
■場所　佐倉市民音楽ホール
　　　　＜佐倉市王子台 1‐16 ＞
■定員　173 人　■料金　無料
■申込み　12 月 20 日（月）（必着）
　までに住所、氏名、電話番号を記
　入し、往復はがきにて申込み。　
　はがき 1 枚につき 1 人まで。

問 ・申込先　（公財）印旛郡市文化財センター
　 第19回遺跡発表会応募係 
　 〒 285-0814　佐倉市春路 1-1-4

   043（484）0126

第19回遺跡発表会募

消防団員募集募

「自分たちのまちは自分たちで守る」
という郷土愛護の精神に基づき、災
害から地域を守る重要な存在が消防
団員です。
消防団員は、非常勤特別職の地方公
務員で、報酬と活動した時の費用弁
償などが支給されます。市内には 19
の分団があり、現在 365 人が活動し
ています。
■対象
　次の条件をすべて満たす人
　① 18 歳以上
　②市内在住または在勤
　③心身ともに健康
■申込み
　電話、メールで連絡してください。

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

12/27（月）

固定資産税・都市計画税　第４期

国民健康保険税　第６期

後期高齢者医療保険料　第６期

介護保険料　第６期

納期内納付にご協力ください
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情報ネット Tomisato information

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

■日時　12 月８日（水）
　　　　10：30 ～ 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　12 月９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。
■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

オンライン茶話会

■日時　12月21日（火）10：00～
■内容　「オンラインで気軽におしゃべり会」
　～皆で一年を振り返ってみませんか？～
■ミーティングＩＤ　557 255 7255
■パスワード　sawakai
■その他　zoom を使用した web
　配信です。

市長が地域やグループの活動の場に出向き、対話を通じて、皆さんとまちづくりに対する、意見交換を行います。
■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と意見交換を行います。
■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　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。なお、電話での申込みも受け付けています。　
　※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）

「まちかど市長室」

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園について

12 月の「旧岩崎久彌末廣農場別邸公園」の公開日は、毎週日曜日に加えて 12 月４日（土）・11 日（土）にも公開を行います。
なお、広報とみさと 11 月号に掲載しました公開日については、12 月 26 日（日）は、年始を迎えるにあたっての準備等のため、
公開を休止させていただきます。

また、駐車場については、「旧岩崎久彌末廣農場別邸公園敷地内」に
変更となりましたので、そちらをご利用ください。

１月以降の公開は１月９日（日）から毎週日曜日に公開を行います。
皆様のご来園を心よりお待ちしております。

問  生涯学習課　 （93）7641

隣接地

芝山方面

国道 296 号線

佐倉方面
旧岩崎久彌末廣農場
別邸公園

駐車場



広報とみさと　2021.12.1　　　17

12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 10 月生まれ
ＢＣＧ　令和３年７月生まれ
４種混合　令和３年９月生まれ
ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘　令和２年 11 月生まれ
日本脳炎　平成 30 年 11 月生まれ

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。

12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４・６月前半生まれ）
※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５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７月生まれ）
※対象者には個別に通知

12：30 ～ 13：00

13：00 ～ 13：30

14（火）
2 歳児歯科健診（令和元年７月前半生まれ）
※対象者には個別に通知

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 14：00

高齢者インフルエンザ
予防接種はお済みですか 成人保健班

予防接種を受けてから十分な抗体ができるまでに日数がかかりま
すので、早めの接種をお勧めします。
対　　象　65 歳以上の人（対象者には 9 月下旬に予防接種の予
　　　　　診票を送付済み）
実施期間　12 月 31 日（金）まで
実施場所　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。）
そ  の  他　
〇転入者などで予診票をお持ちでない人は、健康推進課に　問い
合わせてください。
〇 60 ～ 64 歳の人で、心臓・腎臓または呼吸器機能に自己の身
　辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及
　びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の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（ともに身体障害者手帳 1 級
　相当）も対象になる場合がありますので、申し出てください。

慢性腎臓病(CKD)予防講演会 成人保健班

テーマ　糖尿病の重症化予防について～あなたの腎臓は大丈夫で
　　　　すか？
日　時　令和 4 年 1 月 15 日（土）　10：00 ～ 12：00
　　　　受付 9：30 ～　
場　所　すこやかセンター 2 階
講　師　千葉県循環器病センター　医師　平井　愛山さん
定　員　20 人　　　
申込み　電話で予約

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　12 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

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
健指導等を行い、口腔衛生の改善及び健康保持増進を図ります。
対　象　市内に居住する原則として 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、か
　　　　つ在宅において歯科診療の可能な人

在宅訪問歯科診療制度を
利用しましょう 母子保健班
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女性のがん検診のご案内

個別検診を実施しています。希望する人は必ず予約をしてください。
今年度の集団検診は終了しており、すでに受診した人は受診できません。
実施期間　1 月 31 日（月）まで
対　　象　市内在住の女性で、令和４年３月 31 日現在で次のいずれかに該当する人
　　　　　①乳がん　〇エコー（超音波）検査：30 歳～ 39 歳　〇マンモグラフィ検査：40 歳以上

　　　　　　　　　　※ 40 歳～ 59 歳で昨年度、マンモグラフィ検査を受けた人はエコー検査と交互検査となります。

　　　　　②子宮頸がん　〇 20 歳以上

検診費用　各 2,000 円（生活保護受給者は受給証明書持参で無料）

　　　　　※乳がん・子宮頸がん検診クーポン券をお持ちの人は、無料です。

受診方法　「受診券」が必要です。受診券をお持ちでない人は、健康推進課へ問い合わせてください。

個別検診契約医療機関一覧

乳がん・子宮頸がん

健康広場

１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 1 月６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 1 月 13 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
　　　③１月 20 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）
　　　④１月 27 日（木）9：30 ～ 11：30
　　　　産後の生活
場　所　すこやかセンター　※④のみ葉山キッズ・ランド
対　象　令和 4 年４・５・６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）　
申込み　１月 4 日（火）までに電話

ロコモ予防サポーター養成講座
成人保健班

ロコモティブシンドローム予防のための運動を普及するため、地
域で活躍するサポーターを養成します。
日　時　全 11 回　9：00 ～ 12：00
　　　　1 月 13 日（木）、20 日（木）、27 日（木）、
　　   　２月３日（木）、10 日（木）、17 日（木）、24 日（木）、
　　　　3 月３日（木）、7 日（月）、10 日（木）、14 日（月）
場　所　すこやかセンター
対　象　下記の全ての項目に該当する人
　　　　〇市内在住の 20 歳以上
　　　　〇自身がロコモ予防のための運動習慣があり、広く運動
　　　　　普及に関心がある
　　　　〇講座の全過程に参加できる
内　容　講義（9：30～10：30）・トレーニング（11：00～12：00）
　　　　※３月 14 日は今後の活動についての話し合いを行います。
講　師　順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
　　　　教授　町田　修一　さん　ほか
定　員　先着 15 人　　費　用　3,000 円　
申込み　12 月 24 日（金）まで

医療機関名 電話 住所 乳 子宮 予約電話可能時間

日吉台レディース
クリニック

(92)1103 富里市日吉台 2-9-6 × 〇
月・火・木・金
9：00 ～ 11：30、15：00 ～ 16：00

弓立産婦人科 (93)8272 富里市七栄 646-16 × 〇
月・火・水・金
9：00 ～ 11：30、15：00 ～ 16：00
木　9：00 ～ 11：00

成田富里徳洲会病院
健診センター

(85)5313 富里市日吉台 1-1-1 〇 〇 月～土　9：00 ～ 16：00

髙根病院
健診センター

0479(70)8051 芝山町岩山 2308 〇 × 月～土　9：00 ～ 17：00

聖隷佐倉市民病院
健診センター

043(486)0006 佐倉市江原台 2-36-2 〇 〇
月～金　8：30 ～ 17：00
土　8：30 ～ 12：00
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健康広場

富里市地区保健推進員コラム（第一小地区）

～男性 1人で簡単にできる料理を紹介～

男性の単身世帯が多くなり、料理を経験したことのない男性はスーパーやコンビニで食事を済ませる人が多くなってきています。
単品料理になってしまったり、栄養バランスが偏りがちになることで、生活習慣病の発症リスクを高めます。自身が調理に関わ
ることで、バランスの良い食事について知り、健康的な食生活につなげることができます。地区保健推進員では主催事業として「男
性のための料理教室」を実施しています。今回は、料理教室で人気だったメニューをご紹介します。

男性のための料理教室レシピ

材料（２人分） 分量 作り方

生鮭
玉ねぎ
えのきたけ
にんじん
ピーマン
●味噌
●砂糖
●しょうゆ
●酒
●みりん
バター

２切れ
60ｇ（１/ ３個）
40ｇ（１/ ３袋）
40ｇ（１/ ３本）

１個
大さじ２/３
小さじ２/３
小さじ２/３
小さじ１

小さじ２/３
10ｇ

野菜の下準備
〇玉ねぎ→薄切り
〇えのきたけ→半分の長さに切る
〇にんじん→せん切り
〇ピーマン→薄い輪切り

①●をよく混ぜる。
②アルミホイルを広げ、一番下に玉ねぎを敷き、次に鮭→えのきたけ→
　にんじん→ピーマンの順にのせる。
③●とバターを加え、しっかり包む。
④フライパンに③を入れて、ふたをして中火で15分ほど蒸し焼きにす
　る。材料に火が通ったらできあがり。

材料（２人分） 分量 作り方

ごぼう
にんじん
赤唐辛子
サラダ油
だし汁
●酒
●砂糖
●しょうゆ
炒り白ごま

100ｇ
30ｇ
適宜

小さじ１
１/２カップ
大さじ１/２
小さじ１
小さじ１
適量

①ごぼうとにんじんは、５ｃｍ長さの細切りにする。
②鍋に油を熱し、ごぼうと赤唐辛子を炒める。にんじんを加えて、全体
　に火がまわったら、だし汁と●の調味料を加え、煮汁がなくなるまで
　ふたをして煮る。
③器にもり、ごまをふる。

材料（２人分） 分量 作り方

豆腐（絹）
なめこ
長ねぎ
だし汁
味噌

１/４丁
１/ ２袋
適宜

300ｃｃ
大さじ１/２

①豆腐は小さめの角切り、なめこはサッと水洗いして水気をきる。
　長ねぎは小口切りにする。
②鍋にだし汁と豆腐となめこを入れ、煮立ったら火を弱めて味噌を溶き
　入れ火を止め、ねぎを散らす。

◇【主菜】鮭のホイル焼き ～ホイルに包んで焼くだけでとても簡単にできます～

～家にある調味料だけでできる副菜です～

～味噌の風味を保つために最後に味噌を入れるのがポイントです～

◇【副菜】きんぴらごぼう

◇【汁物】なめこと豆腐の味噌汁
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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 ・20・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

障害者相談
10 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　北総管工設備（有）　 （93）1288

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  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  ●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るため、すこやか
　センターの休日夜間受付を利用してください。

（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。

12月の映画会
出演　阿部寛　真木よう子　樹木希林　ほか
■日時　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

『海よりもまだ深く』　

図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です

休館日 ６（月）、13（月）、20（月）、27（月）、

28（火）、29（水）、30（木）、31日（金）

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）、20 日（月）、 27 日（月）、
28 日（火）、29 日（水）、30 日（木）、31 日（金）
※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）、20 日（月）、 27 日（月）、29 日（水）、
　　　　30 日（木）、31 日（金）
公民館棟・講堂棟使用申請受付（令和４年１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２日（木）、中央公民館窓口に掲示します。）

ふゆのおはなし会

■日時　12 月 18 日（土）
　〇小さい人の時間（満４歳～）　14：00 ～ 14：30
　〇大きい人の時間（小学2年生～）15：00～15：30
■場所　図書館2階研修会議室３
■内容　おはなし（昔話の語り）、絵本の読み聞かせ、
　　　　手遊びなど
■対象　一人でおはなしが聞ける子
■定員　各会先着15人　申込　不要　
※各会とも10分前までに2階ロビーに集合してください。

入口

市役所本庁舎

中央
公民館

入口

②

すこやか
センター

正面玄関
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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

17 日（金）10：00 ～ 11：30

妊娠・子育てプチ相談（要予約）
8 日（水）10：30 ～ 11：40（妊婦・1 歳未満対象）
27 日（月）10：30 ～ 11：40（０～５歳児対象）

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

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。

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 ～ 11：00

クリスマスお楽しみ会（要予約）
定員：７組

21 日（火）　９：45 ～ 11：00

日吉台幼稚園
申込 （93）4408

子育て教室「ちびたんくらす」
22 日（水）10：45 ～ 11：45
サンタさんを作ろう、身体測定

未就園児園庭開放
（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

16 日（木）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？ファミリーサポートセンターは、地
域の会員同士で子育てを協力する組織です。
■内容　子どもの一時的な預かりや、保育施設などへの送迎
■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

ファミリーサポートセンター利用会員募集

富里小学校区に学童クラブが開所します 日吉台にこにこパーク保育園が開園します

12 月 1 日（水）に「富里学童クラブ」が開所します。
入所希望の人は、富里学童クラブに連絡してください。
■場所　七栄 651-274　ライオンズビル 2 階
　　　　（富里小学校正門わき）
■定員　50 人　
■入所要件　富里小学校在籍児童及び近隣在住の小学生で
　　　　　　保護者が就労及びそれに準ずる状況にある家庭
■保育時間　〇学校授業日　学校終業時間～ 20：00
　　　　　　〇学校休業日　7：00 ～ 20：00
　　　　　　　（土曜日、長期休業期間、振替休業日）
■休所日　日曜日、祝祭日、年末年始

令和 4 年 1 月に「日吉台にこにこパーク保育園」が開園
します。入所希望の人は、子育て支援課に連絡してください。
■場所　日吉台 5-27-5（日吉台幼稚園斜め向かい）
■定員　〇 1 歳児 9 人　
　　　　〇２歳児 9 人　計 18 人
■保育時間　
　〇平日　　通常保育　　8：00 ～ 19：00
　　　　　　時間外保育　7：30～8：00、19：00～19：30
　〇土曜日　通常保育　　8：00 ～ 12：00
　　　　　　時間外保育　12：00 ～ 16：00
　※自園調理の給食とおやつを提供します。

問富里学童クラブ　 （29）4970

問ファミリーサポートセンター　 （92）2452

問子育て支援課　 （93）1174

相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。

●児童相談所全国共通３桁ダイヤル   （24 時間 365 日対応）

　　 　１
イチ

８
ハヤ

９
ク

●子育て支援課家庭児童相談室

　　 （93）4498　

●千葉県子ども・家庭 110 番　（24 時間 365 日対応）

　　 043（252）1152

児童虐待相談窓口
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とみさと Hot News !

令和3年度市秋季野球大会　　

ナナパーズが優勝！

９月 26 日から 11 月 7 日まで、富里中央公園野球場を会
場に、市秋季野球大会が開催されました。コロナ禍で思う
ような練習ができない中でしたが、今大会は、22 チームが
参加し、爽やかな秋風の中、
熱戦が繰り広げられました。
大会の結果は次の通りです。

■優　勝　ナナパーズ
■準優勝　富里クラブ

三井住友海上火災保険㈱と SDGs 達成に向けた

包括連携協定を締結

11 月 11 日、ＳＤＧｓ達成に向け緊密な連携を図り、協働による活動を推進
することにより、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上のため、三井
住友海上火災保険㈱と「包括連携協定」を締結しました。
この協定締結を契機に、双方の強みを活かした官民連携事業を推進していきます。
包括連携協定の主な内容
(1) ＳＤＧｓ達成のために必要な
　  事項に関すること
(2) 地域の安全・安心に関すること
(3) その他、協定の目的を達成する
　  ために必要な事項に関すること

10 月 29 日、令和 3 年度第 3 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、アンケート調査の結果、計画の
方向性について話し合いました。

第14回防火ポスター展を開催

11 月９日から 11 月 23 日、市民の防火・防災意識の向上を目的に、秋の火災予防運動の一環として「第 14 回防火ポスター展」
を開催しました。今年は、市内の小学生から 124 点の応募があり、入賞作品が掲示されました。

問予防課　 （92）1313

問生涯学習課　 （92）1597

問企画課　 （93）1118

地域公共交通会議を開催

問企画課　 （93）1118

詳しくは、
市公式ホームページを
ご覧ください。

多大なる功績に晴れの名誉

令和 3 年秋の叙勲が内閣府から発令され、
市内では、２名が受章されました。

令和３年秋の叙勲

旭日双光章　元富里市議会議員　　
　　　　　　窪田　優さん（日吉台）

瑞宝双光章　元公立小学校校長　　

　　　　　　石井　正さん（日吉台）

▲優勝したナナパーズの皆さん

富里市長賞　　　寺井　梨結（富里小６年）
富里市消防長賞　小笠原　幸花（日吉台小５年）
富里市危険物安全協会長賞　　山野　琴葉（富里南小６年）　
富里市危険物安全協会設立 40 周年特別賞　
　二反田　莉子（富里小５年）、浦澤　知奈（日吉台小６年）　
千葉県危険物安全協会連合会長賞　藤波　ゆらら（七栄小５年）　
千葉県消防設備協会長賞　寺嶋　慶乃（日吉台小２年）　
富里市危険物安全協会特別賞　丸山　凛（浩養小１年）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜敬称略＞
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人口：49,469 人（前月比－ 13）
　男：25,212 人（前月比＋ 1）
　女：24,257 人（前月比－ 14）
世帯数：23,745 世帯（前月比＋ 5）

市の人口
2021.10.31現在

進
捗

問  商工観光課　 （93）4942
令和 4 年度

ＯＰＥＮ！

富里市独自の資産である「旧岩崎家末廣別邸」と、大正から昭和にかけて存在した近代的農場「末廣農場」という双方の歴史的背
景を現代に伝える拠点施設であることから、本施設を『観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」』と称し、富里市観光ブースや市広報紙、
様々な媒体を通じて整備に向けた取組について発信してきました。
これまでの情報発信により（仮称）「末廣農場」という愛称が一定程度認知されたことから、愛称を「末廣農場」としました。
また、11 月 21 日に請負事業者が、地元区長、市議会議員などを招き、起工式を行いました。起工式の様子などについては、次号
でお知らせする予定です。

決定した愛称

毎月、進捗状況を
お知らせしていきます。

12 月

1 2 3

富里市観光・交流拠点施設の

　　　　　　　　　　　　愛称が決まりました

詳細は、市公式
ホームページにも
掲載しています。

岩崎家ゆかりの地フェアを開催

市では、三菱社第３代社長の岩崎久彌氏にゆかりのある、高知県安芸市、岩手県雫石町、
東京都台東区と広域連携を行っています。
岩崎家ゆかりの地フェアでは、４地域の魅力の紹介や各地の特産品を販売します。
■開催期間　12 月 1 日（水）～ 12 月 31 日（金）
■場所　　  ＪＡ富里市産直センター 1 号店、2 号店

問  商工観光課　 （93）4942

２回目のワクチン接種を終了した方を対象に、２回目接種が完了した日から、おおむね８か月後に３回目の接種が受けられるよう
に、ワクチン接種クーポン券を発送します。
発送は、予約システムやコールセンターの混雑を回避するため、２回目接種日から８か月を経過する方に対し、週１回程度の間隔
で順番に発送を予定しています。クーポン券が手元に届きましたら、予約が可能となりますので到着までお待ちください。
今回のお知らせは、国の動向等により変更となる可能性があります。詳しくは、クーポン券同封のチラシでご確認いただくか、市
公式ホームページでご確認ください。
■接種開始時期　令和３年 12 月 1 日（予定）
■接種会場　〇個別接種　市内 17 医療機関を予定　〇集団接種　すこやかセンター
■予約方法　①インターネットによる 24 時間対応の予約システム

　　　　　　②電話によるワクチン接種コールセンター　受付時間：８:30 ～ 17:15（土・日曜、祝日を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0120（567）846

　　　　　　③市役所等に設置する「ワクチン接種予約特設窓口」　平日８:30 ～ 17:15

新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）について

▲昨年の様子

「 末
すえひろのうじょう

廣農場 」

（令和 3 年 11 月 16 日現在）


