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〇富津市制施行50周年記念

　インスタグラムフォトコンテスト　（４面）

〇�新型コロナウイルス感染症対応事業（５面）

〇メールやSNSなどによる情報配信の特徴

（10面）

令和３年４月１日

No. 588

３月１日現在（前月比）

世帯�18,073世帯�（-20）

人口�42,280�人��（-66）

�男　21,534�人��（-49）

�女　20,746�人��（-17）

 市 の 人 口

　国からワクチンが供給され次第、速やかに市民

の皆さんへの接種が開始できるよう準備を進めて

います。

　現段階では、ワクチンの供給が段階的に行われ

る見込みであるため、富津市では、高齢者施設の

入所者・従事者の皆さんから接種を行う予定です。

問新型コロナウイルスワクチン接種推進班

　☎ 0439・32・1430

※�予約方法などの詳細
は決まり次第お知ら
せします。

※�３月 22 日現在の情報を掲載してます。今後、ワクチンの供給

量などにより、内容が大幅に変更となる場合がありますので、

ご了承ください。

接種の優先順位
　
富津市への第１便の供給は４月末になる見込みです。

　
当初は供給量が限られた数となる見込みであるため、

富津市では重症化するリスクの大きさやクラスター抑制

などを踏まえ、次の順番で接種を行います。

接種

順位
対　　象

①

〇�高齢者施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施

設・有料老人ホームなど）の入所者および従事者

〇集団接種会場で予診や接種などを行う従事者

②
75 歳以上の人

（昭和 22 年４月１日以前に生まれた人）

③
65 歳以上の人

（昭和 32 年４月１日以前に生まれた人）

④ 基礎疾患を有する人

⑤ ①～④以外の人

　②～⑤の人への接種および接種券の発送時期は決まり

次第お知らせします。

接種方法・場所

　高齢者施設の入所者・従事者は原則各施設での接種と

なります。

　それ以外の人は医療機関での個別接種と市役所・市民

会館での集団接種を予定しています。

コールセンターを開設しました！

問

富津市内の接種会場一覧
　予約受付を開始していないため、医療機関への問い合

わせはご遠慮ください。

　接種に関する問い合わせは富津市新型コロナワクチン

接種コールセンター（☎ 0439・32・1388）へお願いします。

〇集団接種会場（市役所・市民会館）

会　場 所在地

富津市役所１階大会議室 下飯野 2443

市民会館１階ホール 湊 765-1

〇個別接種会場（協力医療機関）

医療機関名 所在地

高本クリニック 新井 414-1

三枝病院 青木 1641

さくらクリニック 下飯野 1350-1

金井医院 大堀 543

東病院 大堀 2114

竹内医院 大堀 2-14-15

たなかハートクリニック 大堀 4-1-24

加藤大介クリニック 千種新田 11-14

君津中央病院大佐和分院 千種新田 710

玄々堂佐貫クリニック 亀田 445-3

原田内科小児科医院 湊 497-5

天羽診療所 売津 139-1

鈴木内科クリニック 長崎 331-3

竹岡クリニック 竹岡 645

新型コロナ

ワクチン

予防接種協力看護師の急募！
　集団接種に従事する看護師を募集します。

対象　看護師の資格がある人

業務内容　①医師の問診前に既往歴や体調確認などの聞き取り

　　　　　②接種および接種準備

※従事日の前に３時間程度の講習を実施します。

従事日の決定方法　

　接種予定日（水・木・土・日曜日）のうち、

都合の良い日を調整します。

※勤務条件などの詳細は、問い合わせください。

申込み・問新型コロナウイルスワクチン接種推進班

　　　　�☎ 0439・32・1430

～ワクチンの接種は強制ではありません。同意した人のみ接種を行います。～



日曜開庁時（４月 18 日㈰を除く）にマイナンバーカードの受取りができます。（要予約）問市民課☎ 80・1267

(2)ふっつ広報

瑞宝双光章（教育功労）

進藤　尚
よし

裕
ひろ

さん
(88歳・花輪)

《功績》昭和 26 年に木更津市立巌根小学校助教諭とし

て奉職。以来、市内外で小学校の教諭・教頭として児

童の健全育成に尽力されました。

　その後、平成元年に富津市立飯野小学校長に着任し、

平成５年に退職されました。

　在職中は、深い教育愛と卓越した見識・指導力を発

揮し、学校教育の充実・発展に貢献されました。

叙勲受章おめでとうございます

出前講座の今年度の講座メニューを紹介します！
　市の職員が市民の皆さんのもとへ直接出向き、市政に関する身近な疑問や

施策などについてお話をする出前講座を実施しています。

対象　市内に在住・在勤または在学するおおむね 10 人以上の団体

日時　10:00 ～ 21:00 のおおむね２時間以内

　　　（祝日および 12 月 29 日～１月３日を除く）

場所　市内会場（会場は申込団体で用意してください。）

費用　無料（施設使用料や材料費などは申込団体が負担）

申込方法　申込書（市役所２階企画課・天羽行政センター・峰上出張所・関

豊連絡所・金谷連絡所で配布または市ホームページからダウンロード）を受

講希望日の 20 日前までに企画課・天羽行政センター・峰上出張所・関豊連絡所・

金谷連絡所のいずれかに提出するか、メールやファックスで企画課へ送付

※注意事項や詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

問企画課☎ 80・1223　FAX80・1350　ﾒｰﾙ info@city.futtsu.chiba.jp

令和３年度講座一覧表

情報公開制度と個人情報保護制度について DV 及び児童・高齢者・障がい者虐待について

くらしと統計 子育てを応援する児童福祉

防災・減災について 介護保険あれこれ

自主防災組織の設立について 認知症サポーター養成講座

保護者向け防災学習会 富津市いきいき百歳体操について

こども向け防災学習会 生活習慣病予防講座（５～８月を除く）

避難行動支援制度について
生活習慣病予防のための“食”の講座�
（５～８月を除く）

地区防災訓練 すこやか子育て講座

富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 国民健康保険制度について

富津市の国際交流について 市民のくらしと都市計画

富津市の公共交通の現状について 富津市の農林水産業について

富津市の情報発信の取組 富津市の観光

富津市の家計簿 議会のしくみ（６・９・12・３月を除く）

公共工事の検査ってどんなこと？ 選挙のしくみ

入札・契約事務について 防火座談会

経営改革について 消火器・消火栓の取り扱い訓練

富津市の公共施設再配置について 救命入門コース

身近な税のしくみ 普通救命講習Ⅰ

富津市の環境 普通救命講習Ⅱ

ごみの分け方と出し方 普通救命講習Ⅲ

富津市のし尿処理場 小・中学校の生活

富津市ごみダイエット作戦 100 の取組について 史跡めぐり

第２期君津地域広域廃棄物処理事業について 考古学体験講座

富津市要援護者地域見守り事業について 富津市郷土史学習

生活保護等のしくみ スポーツレクリエーション指導

障がい児者の福祉制度について 富津市の下水道

※一覧表にない内容のものでも相談してください。
※�新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時間や受講人数を制限する場合が
ありますので、申込時に相談してください。

タクシー券の利用枚数を１回につき２枚へ拡充します
対象　①運転免許証を保有していない高齢者・障がい者など

　　　②自動車の運転が一時的に困難になる妊産婦

拡充内容　１回の乗車につき１人２枚までタクシー券を使用できるよう

になります。（拡充前は１回の乗車につき１人１枚まで）

助成内容　乗車・降車場所の両方または片方が市内のとき、タクシー利

用１回につき、１人２枚（利用券１枚につき 500 円を助成）を限度に使

用できます。複数の対象者が同乗したときは、それぞれの人が利用券を

使用できます。

申込方法　申請書（市役所２階企画課・天羽行政センター・峰上出張所

で配布または市ホームページからダウンロード）に必要事項を記入（要

押印）し、〒 293-8506 富津市下飯野 2443�富津市役所企画課へ郵送また

は企画課・天羽行政センター・峰上出張所へ持参

　詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

問企画課☎ 80・1229

定住する新婚世帯を応援します！
　新婚世帯へ婚姻に伴う住居費および引越費用を上限金額内で補助します。

対象　次の全てを満たす世帯　

・夫婦の所得の合計が 400 万円未満　・婚姻時の年齢が夫婦ともに 39 歳以下

・令和３年１月１日～４年３月 31 日に婚姻届が受理された夫婦

・市内への引っ越し、市内間での引っ越し　など

※�補助要件などの詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

問市民課☎ 80・1252

富津市基幹相談支援センターを設置しました！
　障がいのある人が住み慣れた地域でその人らしく暮らすため、日常生活

や社会参加などに関するさまざまな相談を受け付ける基幹相談支援セン

ターの業務を委託する法人を決定しました。

　委託法人は公平性・中立性を確保するため、公募で選考しました。障害福祉

サービスの利用や生活するうえでの困りごとなどを気軽に相談してください。

運営受託法人・受託事業所　社会福祉法人薄光会ほうきぼし☎ 66・1750

問福祉の窓口課☎ 80・1260　FAX80・1355

子育てオンライン相談を始めました！　
　新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで以上に子育てに不安

や孤独を感じていませんか？「不安や悩みはあるけど、外出するのは心

配」そのような人でも安心して相談ができるよう、会議アプリケーション

「Zoom」を利用して、オンラインで子育て相談を行います。

対象　出産・育児・お子さんの成長や発達に不安を感じている人

日時　火～日曜日９:00 ～ 16:00（１人１回 30 分程度）

予約方法　①相談希望日の２日前までに子育て支援課へメールで予約をする。

②メールで予約確定のお知らせ・ミーティングURL・パスコードが返信される。

③�当日、メールで送信された URL をクリックし、ミーティング URL・パスコー

ドを入力して相談をスタートする。

必要なもの　①スマートフォンまたはカメラ付きパソコン

　　　　　　②オンライン会議アプリケーション「Zoom」のインストール

※�「Zoom」利用時に発生する通信料は相談者の負担となりますので、有線

接続や Wi-Fi 環境をおすすめします。

問子育て支援課☎ 80・1256　ﾒｰﾙ info@city.futtsu.chiba.jp

子ども家庭総合支援拠点を設置しました！
　全ての子どもとその家庭および妊産婦などへ、専門的な相談・地域資源を

活用した情報提供・訪問などによる継続的な支援を実施する「子ども家庭総

合支援拠点」を４月に設置しました。支援を必要としている子どもやその家

庭などへの訪問および見守りなど、丁寧なサポートを継続的に行います。

相談の流れ　①まずは電話をしてください。匿名の情報提供でも構いませ

ん。　②希望にあわせて、市役所内の相談室での面談や家庭への訪問を行い、

直接お話を伺って、具体的な解決方法について一緒に考えます。

相談日時　土・日・祝日を除く８:30 ～ 17:15

問福祉の窓口課☎ 32・1656　FAX80・1355

新生児の保護者に毎月「すくすくギフト」をお届けします！
　子育て世帯を応援するため、１歳までの新生児を育てる保護者に、カタ

ログからおむつなどの育児用品を月額 3,500 円分選んでもらい、「すくすく

ギフト」として毎月自宅へお届けします。

対象　令和２年４月２日以降に出生した新生児の保護者（令和３年３月 31

日までに出生した新生児の保護者には、後日申請書を郵送します。）

期間　出生した月の翌月～１歳の誕生日を迎える月

※�令和３年３月 31 日までに生まれた新生児への支給は、令和３年４月１日

～１歳の誕生日を迎える月

申請からの流れ　①出生届提出後に市役所２階子育て支援課で申請する。

②翌月に支給決定通知書とともにすくすくギフトのカタログが届く。

③カタログから好きな育児用品を選ぶ。

④カタログに記載された方法で注文する。　⑤自宅にすくすくギフトが届く。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

問子育て支援課☎ 80・1256

子育ての話　何でも聴きます窓口の
出張相談を始めます！

　子育てに関する悩みや相談が気軽で便利にできるよう自宅や近くの公共施

設などに訪問してお話を伺う「子育ての話　何でも聴きます窓口の出張相談」

を４月から開始しました。

　子育ては楽しくもあり、大変なことでもあります。子どもの成長を願いな

がら日々奮闘し、工夫を凝らしてもうまくいかないことも多々あります。

　このような場合は、１人で悩まずに相談してみませんか？可能な限り、希

望に沿った時間と場所に伺いますので、事前に連絡してください。

時間　９:00 ～ 16:00

対応週 曜　日 対　応　者

第１週 月曜日 家庭相談員・児童相談担当者

第２週 火曜日 家庭教育指導員・児童相談担当者

第３週 水曜日 母子・父子自立支援員・児童相談担当者

第４週 木曜日 福祉関係機関等担当者・児童相談担当者

メール相談　　「直接会って話すのは嫌だけど、メールなら相談したい」とい

う場合などは、メールでの相談を 24 時間受け付けています。返信に時間をい

ただきますが、気軽に相談してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。　

問福祉の窓口課☎ 80・1221　FAX80・1355　

　ﾒｰﾙ kosodate@city.futtsu.chiba.jp



東京・神奈川・千葉方面へは無料駐車場完備の「富津浅間山バスストップ」から高速バスが便利です！問企画課☎ 80 ・1229

(3) ふっつ広報

令和３年度狂犬病予防集合注射　
４月５日㈪～ 10 日㈯

　生後 91 日以上の犬には、犬１頭につき生涯１回の登録（狂犬病

予防法第４条）と、毎年１回狂犬病の予防注射を受け、狂犬病予

防注射済票の交付を受けることが法律で義務付けられています。

　会場では、登録・予防注射・注射済票交付手続が同時にできます。

〇登録が済んでいる犬

　問診票を印刷したハガキを郵送しますので、必要事項を記入

し、会場へ持参してください。また、ハガキを紛失した場合な

どは、登録が確認できるもの（鑑札など）を必ず持参してくだ

さい。なお、犬が死亡している場合や住所などに変更がある場

合は連絡してください。

費用　3,500 円（注射手数料 2,950 円、狂犬病予防注射済票交

付手数料 550 円）

〇登録が済んでいない犬

　会場で登録できますので、犬を連れてお越しください。

費用　6,500 円（登録料 3,000 円、注射手数料 2,950 円、狂犬

病予防注射済票交付手数料 550 円）

※�期間中に注射を受けられなかった場合は、動物病院で受けて

ください。

来場するときの注意事項

①雨天でも実施します。事故などに気をつけて来場してください。

②�必ずリード（引き綱）などをつけて、犬をしっかり抑えられ

る人が来場してください。

③犬のふんは放置せず、飼い主が必ず袋で始末してください。

④�１カ月以内に混合ワクチンを接種した犬は狂犬病予防注射を

受けられません。

⑤�次に該当する場合、注射会場で注射を受けられない場合があります。

・心不全や腎不全など重い病気にかかっている。

・過去にワクチンなどでアレルギーなどの異常があった。

・人をかんだことがある。（狂犬病予防鑑定が済んでいない場合）

・犬を抑えられない。

※�新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場

合は、市ホームページなどでお知らせします。

問環境保全課☎ 80・1273

合併処理浄化槽への付替費用の一部を補助します
　海や川の水質保全のため、既設の単独処理浄化槽やく

み取り便所を合併処理浄化槽へ付け替える人へ、予算の

範囲内で補助金を交付します。

限度額　単独処理浄化槽から付替え　58 万円

　　　　くみ取り便所から付替え　　50 万円　

※�浄化槽設置前に申請してください。対象地域などの交

付要件がありますので、詳細は問い合わせください。

問環境保全課☎ 80・1273

納税が困難な場合の地方税猶予制度
　新型コロナウイルス感染症に関連する徴収猶予の特例

制度は、２月１日で終了しましたが、次のようなケース

に該当する場合は、猶予制度があります。

・災害により財産に相当な損失が生じた

・本人または家族が病気にかかった

・事業を廃止または休止した

・事業に著しい損失を受けた

　eLTAX からも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能

です。詳細は地方税共同機構ホームページ（HPhttp://

www.eltax.lta.go.jp/news/03047）をご覧ください。

問納税課☎ 80・1243

ハロウィンジャンボ宝くじ
収益金を活用しています

　ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、

県内の販売実績などに応じて（公財）千葉

県市町村振興協会を通じ、各市町村に交

付されています。

　その収益金を活用して、生涯学習バス

運営事業・児童遊園地管理運営事業など

を行いました。

問財政課☎ 80・1237

　次の動物病院では、犬の

鑑札と狂犬病予防注射済票

がその場で交付されます。

動物病院での犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付

富津市 丸獣医科医院・富津動物病院

君津市 今野動物病院・廣中動物病院・市川動物病院・おやま動物病院

木更津市 畑沢動物病院

期日 会　場 時　間 期日 会　場 時　間

４
月
５
日
㈪

峰上 15 区公民館 ９:20 ～９:30
４
月
８
日
㈭

富津浜町区集会所 ９:20 ～９:35

関豊ふれあいシニア館 ９:45～ 10:00 富津東区公民館 ９:50～ 10:05

大田和集会所 10:15～ 10:25 富津仲区公民館 10:20～ 10:30

峰上地区公民館 10:40～ 10:55 川名区出荷場公民館前 10:45～ 11:00

高溝区公民館 11:10～ 11:25 篠部区公民館 11:15～ 11:35

田倉公民館 11:40～ 11:55

４
月
９
日
㈮

本郷区集会場 ９:30 ～９:40

４
月
６
日
㈫

旧環南小学校 ９:25 ～９:35 二間塚上部公民館 ９:45 ～９:55

六野公民館 ９:50～ 10:00 飯野コミュニティセンター 10:10～ 10:35

天神山コミュニティセンター 10:10～ 10:30 山王区内裏塚組集会場 10:45～ 10:55

花輪集会所 10:35～ 10:45 （新）二間塚区公民館 11:10～ 11:30

梨沢区公民館 11:05～ 11:15 富津公民館 ９:25 ～９:50

相川農村共同館 11:30～ 11:40 旧富津連絡所跡地（青木） 10:05～ 10:30

天羽漁協金谷支所 ９:25 ～９:35 大堀２区集会所 10:45～ 11:10

金谷コミュニティセンター ９:50～ 10:05 大堀５区集会所 11:25～ 11:35

竹岡駅 10:20～ 10:30

４
月
10��
日
㈯

富津東区公民館 ９:15 ～９:35

竹岡コミュニティセンター 10:45～ 11:00 旧富津連絡所跡地（青木） ９:50～ 10:15

仲村集会所 11:10～ 11:20 大堀２区集会所 10:30～ 10:50

関山公民館 11:30～ 11:40 飯野コミュニティセンター 11:05～ 11:30

４
月
７
日
㈬

八幡青年館 ９:25 ～９:40 八幡青年館 ９:10 ～９:20

笹毛区集会所 ９:50～ 10:05 佐貫コミュニティセンター ９:35 ～９:50

市民会館 10:20～ 10:40 中央公民館 10:05～ 10:30

旧天羽行政センター跡地 10:50～ 11:05 上公民館 10:45～ 11:05

農協低温倉庫（更和） 11:15～ 11:40 西大和田青年館 11:20～ 11:45

一色障子谷青年館 ９:20 ～９:35 市民会館 ９:00 ～９:20

絹青年館 ９:50～ 10:10 金谷コミュニティセンター ９:35 ～９:45

西大和田青年館 10:25～ 10:45 竹岡コミュニティセンター 10:00～ 10:10

大貫ふれあいシニア館 11:00～ 11:15 峰上地区公民館 10:30～ 10:45

４
月
８
日
㈭

亀沢青年館 ９:15 ～９:25 農協低温倉庫（更和） 11:00～ 11:15

旧農協佐貫支店 ９:35 ～９:50 旧天羽行政センター跡地 11:25～ 11:40

佐貫コミュニティセンター 10:05～ 10:20

栗畑公会堂 10:35～ 10:45

大佐和漁協 11:00～ 11:10

中央公民館 11:20～ 11:45

狂犬病予防注射日程表

※�住所地にかかわらず、どの会場でも受け
られます。

宝くじの社会貢献広報事業で
更和区集会所を建設しました

　（一財）自治総合センターによる宝くじ

の社会貢献広報事業として、宝くじの受

託事業収入を財源として実施している令

和 2年度コミュニティ助成事業助成金を

受け、更和区で集会所を建設しました。

　自治会でコミュニティ助成事業の申請

を希望する場合は、相談してください。

問市民課☎ 80・1252

市・県民税の申告期限を延長しています
申告期限　４月 15 日㈭（土・日曜日を除く）

場所　市役所１階課税課

※�所得税の確定申告も４月 15 日㈭まで延長しています。

会場は引き続き、スパークルシティ木更津４階（木更

津市富士見 1-2-1）です。

※�申告期限を延長したことにより、延長期間中に提出さ

れた確定申告書の内容が市・県民税、各保険税（料）

や各種サービスの当初算定に間に合わない場合があり

ます。確認次第、反映しますので、ご理解をお願いし

ます。

問市・県民税の申告は課税課☎ 80・1241

　所得税の確定申告は木更津税務署☎ 0438・23・6161

HP https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/

location/chiba/kisarazu/index.html

経営所得安定対策の加入申請
　経営所得安定対策交付金は、農業経営の安定と国内

生産力の確保を目的に交付されます。対象者へ３月末

に交付申請書などを送付しましたので、要件に該当す

る人は、６月 30 日㈬までに市役所４階農林水産課へ

提出してください。

①水田活用の直接支払交付金

　水田で麦・大豆・飼料用米・米粉用米などの作物を

販売目的で生産する農家・集落営農組織に交付します。

対象作物 交付単価

麦・大豆・飼料作物 35,000 円 /10a

WCS（稲発酵粗飼料）用稲 80,000 円 /10a

加工用米 20,000 円 /10a

飼料用米・米粉用米
収量に応じて、

55,000 円～ 105,000 円 /10a

　表の他にも産地交付金として、二毛作助成、耕畜連

携助成、野菜・果樹・花きなど県が指定する作物の生産・

販売への助成などがあります。

※�交付単価は、千葉県が策定する「水田収益力強化ビ

ジョン」により決定されます。

②畑作物の直接支払交付金

　水田または畑地で、麦・大豆・そば・なたねの生産・

販売を行う農業者へ、「標準的な生産費」と「標準的

な販売価格」との差額分を交付します。

交付金 交付単価

数量払
当年産の出荷・販売数量を作物の品質

区分に応じて交付

面積払

（営農継続支払）

20,000 円 /10a

（そば：13,000 円 /10a）

③米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金

　当年産の対象品目の販売収入の合計が標準的収入を

下回った場合、その差額の９割を国からの交付金と農

業者の積立金で補てんする保険的制度です。対象品目

は、米・麦・大豆です。

※�②と③は認定農業者・集落営農・認定新規就農者が

対象です。（面積規模要件はありません。）

問農林水産課☎ 80・1282

３月 31 日で富津・大貫
連絡所の業務は終了しました

　今後は、市役所・マイナンバーカード

を利用したコンビニ交付サービス・郵送

などでの証明書の交付申請を利用してく

ださい。ご不便をおかけしますが、ご理

解とご協力をお願いします。

問市民課☎ 80・1253



(4)ふっつ広報

４月29日㈭はごみ収集をお休みします。皆さんのご協力をよろしくお願いします。問環境センター☎37・2020

富津市制施行 50 周年記念インスタグラム
フォトコンテストを開催します

　街並みや自然・歴史・伝統・食文化といった富津市の魅力が伝わる写真

を募集しています。詳細は市ホームページをご覧ください。

参加手順　①インスタグラムの公式アプリをダウンロードする。

②�富津市商工観光課アカウント「@futtsu_tourism」をフォローする。

③�「#富津市制 50 周年記念」のハッシュタグを付けて写真を投稿する。

※�作品は富津市内で撮影したものに限ります。投稿写真のキャプションま

たは投稿文章内に撮影場所を記載してください。撮影日は問いません。

※�応募期間中であれば、１人何回でも投稿可能です。

賞品　・グランプリ　　富津市特産品 10,000 円分相当（１人）

　　　・準グランプリ　富津市特産品 5,000 円分相当（２人）

　　　・優秀賞　　　　富津市特産品 3,000 円分相当（７人）

応募期限　５月 31 日㈪　　　　当選発表　６月下旬頃予定

問商工観光課☎ 80・1287　　　　　　　　　　　　　　　　　　

口座振替新規加入促進キャンペーン
４月１日㈭～７月 30 日㈮

対象税目　固定資産税、市・県民税（普通徴収）、国民健康保険税（普通徴収）

　　　　　※軽自動車税（種別割）は対象外

対象　次の①～③の全ての条件を満たす人

①市内に住民登録があり、市税の滞納がない個人の納税義務者

②�キャンペーン期間中、新規に対象税目の口座振替手続をした（税目の追加

や期間前に手続を行って、令和３年度第１期から口座振替が開始される場

合を含む）

③手続をした税目が令和３年度第１期から課税されている

※次の場合は対象外となります。

　・�すでに利用している口座振替をやめて、再度手続をした。

　　（金融機関や口座の変更を含む）

　・納税義務者の都合で、年金特別徴収から口座振替に変更した。

　・納税組合に加入している。

特典　富津市可燃ごみ専用袋（30 ℓ× 10 枚）・資源ごみ専用袋（10 枚）・容器

包装プラスチックごみ専用袋（10 枚）を全員に進呈します。

　さらに抽選で、鋸山ロープウェー往復ペアチケット（５名）・マザー牧場ペア

チケット（５名）、東京湾フェリー徒歩往復乗船券（10 名）をプレゼントします。

※�期間中に手続をした人へ、９月下旬に特典の引換券（ハガキ）を送付します。

※�特典は、期間内に納税義務者１人１回限りとなります。複数の税目に口座

振替を申し込んだ場合も、１件の進呈となります。

　詳細は、市ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

問納税課☎ 80・1246

「富津市地域防災計画」の見直しを行いました　

　近年、想定していた規模を上回る災害が頻発している状況や、富津市に

も甚大な被害を及ぼした令和元年房総半島台風などの教訓を踏まえ、地域

防災計画の修正を行いました。

主な修正内容

①�情報伝達手段の強化　災害情報の多様な伝達手段確保のため、富津市安

全安心メールと連動した Twitter・Facebook・LINE などの SNS の活用を

推進します。

②�非常用電源設備の整備　避難所の設備を稼働させるために必要な非常用

電源設備の整備や燃料の確保を図るとともに、プロパンガスを利用する

発電機や太陽光を利用する蓄電池を整備します。

③�避難所における感染症対策の推進　新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策を盛り込んだ「避難所運営マニュアル」に基づいた開設訓練の

実施や、テント・パーティション・簡易トイレ・マスク・消毒液などの

避難所における感染症対策に必要な物資・資機材の確保を進めます。

④�道路啓開体制の整備　令和元年房総半島台風では、電線が絡んだ倒木処

理に時間を要したため、富津市建設関連５団体連合会や東京電力パワー

グリッド㈱木更津支社などと連携し、路上の障害物除去や応急復旧など

の道路啓開活動体制の整備を図ります。

⑤�防災意識の向上　風水害への正しい認識や状況に応じた早めの避難行動

を身につけるため、多様な広報媒体を活用した防災知識の普及・啓発を推

進し、防災意識の向上を図ります。

　詳細は市ホームページをご覧ください。

問防災安全課☎ 80・1266

「富津市災害廃棄物処理計画」を策定しました　

　災害時に発生する災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を推進できるよう災

害廃棄物処理計画を策定しました。

　本計画では、国の基本方針・県の計画・富津市地域防災計画と整合性を

図り、基本的な処理方針などを示しています。

問環境保全課☎ 80・1273

市民が誇れる市の顔づくり関連事業実施団体を募集しています
　市民の皆さんによる「特色ある地域づくり」を応援するため、令和３年度

の補助金交付提案書を受け付けています。

対象団体　市内で活動するおおむね 10 人以上のグループや団体

対象事業　①地域の特色を活かした公共性のある事業　

　　　　　②団体などが自ら企画し実施する事業　

　　　　　③政治・宗教・営利を目的としない事業　

　　　　　④市の他の補助金の対象とならない事業

補助金額　補助対象経費の２分の１以内で、毎年度１事業 20 万円まで

※�通常の運営経費や構成員に係る人件費・食料費などは補助対象外

補助期間　３年以内

※�詳細は市のホームページをご覧になるか、問い合わせください。

問市民課☎ 80・1252

明治安田生命保険相互会社と包括連携協定を締結しました
　２月 18 日、「富津市と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定」を

締結しました。

　この協定は、市と明治安田生命保険相

互会社が相互に連携し、市民の健康増進

や市民サービスの向上を推進していくも

のです。

　協定の一環として、市内小学校の新２年

生へランドセルに貼れる反射シールが寄贈

されたほか、新型コロナウイルス感染症予

防のための寄附金をいただきました。

問企画課☎ 80・1223

▲�明治安田生命保険相互会社千葉

　本部長の金山�毅さん（左）�と市長

市道小久保岩瀬線が開通します
開通予定日　４月 15 日㈭

※��天候により開通日が変更になる場合があ

　ります。

場所　岩瀬地先

〇ゾーン 30 の区域変更

　開通に伴い、ゾーン 30 の区域が変更とな

りました。これにより、安全対策実施区域

では、車両の速度抑制をするため、区画線

で幅員を狭くするなどの対策を実施します。

問建設課☎ 80・1302

　　　４月から市役所の組織が一部変わりました　
　市の抱える行政課題に対応できる機能的な組織体制の構築や業務の効率化

を図るため、組織の再編を行いました。

総　務　部　企画課内に移住定住推進室☎ 32・1067 を新設

市　民　部　環境保全課内に広域廃棄物処理事業室☎ 80・1277 を新設

健康福祉部　�福祉の窓口課福祉の窓口係を障がい福祉係☎ 80・1260 と家庭相

談係☎ 32・1656 に分割

　　　　　　子育て支援課子ども家庭係を子育て支援係☎ 80・1256 に名称変更

建設経済部　�都市政策課建設調査係を建設調査住宅係☎ 80・1297 に、建築住

宅係を建築係☎ 80・1306 に名称変更

　　　　　　�商工観光課商工観光係を商工係☎ 80・1287 と観光係☎ 80・1291

に分割

問総務課☎ 80・1222

令和３年春の全国交通安全運動　４月６日㈫～ 15 日㈭
４月 10 日㈯は交通事故死ゼロを目指す日

「手をあげて�じぶんでまもろう�いのちのあいず」

運動重点　①子供と高齢者の安全確保

　　　　　②安全運転の励行

　　　　　③自転車の安全利用の推進

　　　　　④飲酒運転の根絶　　　

横断歩道は歩行者優先です！　　　　　　　

〇「ゼブラ・ストップ活動」実施中

・�ゼ（ぜんぽう）…前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意

・�ブ（ブレーキ）…横断歩道の手前では「ブレーキ」操作で安全確認

・�ラ（ライト）…横断歩道でも３（サン）・「ライト」で交通事故防止

「キラリアップ☆ちば」～反射材　つけて輝く　その笑顔～

〇�明るく光る反射材を着用して、交通事故を防止し、気持ちも明るく、生き

生きと笑顔で長生きしましょう。

・キ…危険を回避　・ラ…ライトアップ　・リ…リフレクターや LED ライト

・�アップ☆ちば…夜空にキラリと光る星のように反射材の着用率をアップ！！

問�防災安全課☎ 80・1266、富津警察署☎ 66・0110

　富津交通安全協会☎ 67・2022、富津地区安全運転管理者協議会☎ 67・8566
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新型コロナウイルス感染症対応事業
〇富津市独自の事業
　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第３次）」を活用し、緊急事態宣言の延長により業績の悪化が継続している事業者などへ速やかな

支援を行うとともに、地域経済の活性化や感染拡大の防止策を実施しています。

区分 事　業　名 内　　　　容 問い合わせ先

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ
の
支
援

中小企業者等

事業継続支援

給付金

対象　緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けたが、国の一時支援金や、千葉

県感染拡大防止対策金の対象にならない中小法人・個人事業者など（令和３年１月～３月の売上を前年お

よび前々年と比較して、20％以上減少した月があり、かつ 50％以上減少した月がない事業者）

支給額　中小法人など　一律 20 万円　　個人事業者など　一律 10 万円

申請期限　６月 30 日㈬　　申請方法　原則郵送による申請

※�申請書類は、市役所４階商工観光課・天羽行政センター・各公民館・峰上出張所・富津市商工会で配布

しています。

商工観光課

☎ 80・1287

（土・日・祝日を除く

９:00 ～ 17:00）

農林漁業者

事業継続支援

給付金

対象　緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けたが、国の一時支援金の対象と

ならない農林漁業者（令和３年１月～３月の売上を前年および前々年と比較して、20％以上減少した月が

あり、かつ 50％以上減少した月がない事業者）

支給額　一律 10 万円　　申請期限　６月 30 日㈬　　申請方法　原則郵送による申請

※�申請書類は、市役所４階農林水産課・天羽行政センター・各公民館・峰上出張所・君津市農協市内各支店（調

整中）で配布しています。

農林水産課

☎ 80・1282

（土・日・祝日を除く

９:00 ～ 17:00）

公共交通事業者

事業継続支援

給付事業

公共交通事業者に対し、最大 60 万円を給付しました。

※３月 31 日に申請受付を終了しました。

企画課

☎ 80・1229

福祉施設等

事業継続支援

給付事業

介護・障がい・保育などの施設の運営事業者へ、入所施設等運営事業者 30 万円、居宅事業等で複数の事業

所の運営事業者 15 万円、居宅事業等で１事業所の運営事業者 10 万円を給付します。

介護福祉課

☎ 80・1262

医療機関等支援

臨時給付事業

医療機関などへ、病院 50 万円・診療所 20 万円・歯科診療所 10 万円・薬局５万円を給付します。

さらに千葉県指定の発熱外来医療機関および PCR 検査実施医療機関にそれぞれ 20 万円を上乗せして給付し

ます。

健康づくり課

☎ 80・1268

介護サービス

継続支援事業

在宅の要介護者や同居の家族に感染もしくは感染が疑われた場合、訪問介護などのサービスを行う事業者

へ、１人１日 13,000 円の支援を行います。

介護福祉課

☎ 80・1262

障害福祉サービ

ス継続支援事業

在宅の障がい者や同居の家族に感染もしくは感染が疑われた場合、居宅介護などのサービスを行う事業者

へ、１人１日 13,000 円の支援を行います。

福祉の窓口課

☎ 80・1260

経
済
対
策

第２弾

プレミアム付

商品券事業

販売内容　１冊 13,000 円分（大型店・中小店共通券 5,000 円分、中小店専用券 8,000 円分）の商品券を

10,000 円で販売

購入対象　市内在住・在勤・在学者　　購入上限　１人３冊まで　　販売期間　８月１日㈰～ 31 日㈫

※申込時期や方法は決定次第、お知らせします。

使用期間　８月１日㈰～ 12 月 31 日㈮

商品券取扱店　取扱店として登録された市内の小売・飲食・サービス業などの店舗

〇商品券取扱店を募集しています

　取扱店への登録を希望する場合は、富津市商工会へ連絡してください。

商工観光課

☎ 80・1287

富津市商工会

☎ 87・7071

（いずれも土・日・祝日

を除く９:00 ～ 17:00）

子
育
て
環
境

の
充
実

子育てオンライ

ン相談事業

安心して子育て相談ができる体制を整備するため、地域交流支援センター「カナリエ」に、子育てオンラ

イン相談窓口を設置します。詳細は２ページをご覧ください。

子育て支援課

☎ 80・1256

保育所感染症

対策事業
感染症対策の強化として、全公立保育所の水道の一部を自動水栓化します。

子育て支援課

☎ 80・1312

感
染
拡
大

の
防
止

消防資機材

整備事業
救急活動における感染症の予防対策を徹底するため、救急車に車両除染システムを導入します。

消防署

☎ 88・0119

公共的空間安全・

安心確保事業

感染症対策の強化として、市役所・公民館・保育所などの入口に非接触式体表面温度測定カメラを設置し

ます。

資産経営課

☎ 80・1693

〇国・千葉県などの事業
区分 事　業　名 内　　　　容 問い合わせ先

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ
の
支
援

千葉県感染拡大

防止対策協力金

【千葉県】

対象　千葉県の時短営業等の協力要請に２月８日～３月７日の全期間応じた飲食店

支給額　一律 168 万円　　申請期限　４月 15 日㈭

申請方法　専用ポータルサイト（HPhttps://chiba-kyouryokukin.com/）からオンライン申請または紙面申請

※�紙面申請の書類は、市役所４階商工観光課・天羽行政センター・各公民館・峰上出張所・富津市商工会

で配布しています。

※�１月８日～２月７日要請分の協力金に申請した場合も改めて申請を行う必要があります。

千葉県感染拡大防止

対策協力金

コールセンター

☎ 0570・003894

（９:00 ～ 18:00）

緊急事態宣言の

影響緩和に係る

一時支援金

【国】

対象　緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者など（令

和３年１月～３月の売上が前年または前々年と比較して 50％以上減少した事業者）

※�千葉県の時短営業などの要請を受けている飲食店は対象になりません。

支給額　中小法人など　上限 60 万円　　個人事業者など　上限 30 万円　　申請期限　５月 31 日㈪

申請方法　専用ポータルサイト（HPhttps://ichijishienkin.go.jp/）から申請

※�申請前に登録確認機関（商工会・農業協同組合・漁業協同組合など）で事前確認を受ける必要があります。

一時支援金事務局

☎ 0120・211・240

（８:30 ～ 19:00）

手
当
の
支
給

国民健康保険・

後期高齢者医療

加入者への傷病

手当金

【対象期間延長】

国民健康保険加入者または後期高齢者医療加入者で給与などの支払いを受けている人が、新型コロナウイ

ルス感染症に感染または感染の疑いがあるため、会社などを休み、事業主から給与などの支払いが受けら

れない場合に傷病手当金を支給します。

対象期間　令和２年１月１日～令和３年６月 30 日

※対象期間の終期を３月 31 日から６月 30 日へ延長しました。

国民健康保険加入者は

国民健康保険課

☎ 80・1271

後期高齢者医療加入者

は千葉県後期高齢者医

療広域連合

☎ 043・216・5013
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ボランティアによる音声広報を市ホームページで公開しています。HPhttp://www.city.futtsu.lg.jp/0000002643.html

令和３年度学生納付特例申請の受付を開始します　

　20 歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられ

ますが、保険料の納付が困難な学生は、在学期間中の納付が猶予される「学

生納付特例制度」があります。申請して承認されると、年金の支給資格期

間に算入されます（将来受給する年金額には反映されません）。

　承認された期間の保険料は、10 年以内であれば追納できますが、３年

目以降は当時の保険料に加算金がつきます。

対象　学生本人の前年所得が 128 万円以下で、大学・大学院・短期大学・

高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校（修業年限が１年以上の課

程）などに在学する人（夜間、定時制・通信制課程を含む）

申請方法　年金手帳またはマイナンバーがわかるもの・学生証（コピー可）

または在学証明書・印鑑などを持参し、市役所１階市民課・天羽行政センタ

ー・峰上出張所のいずれかで申請してください。なお、すでに学生納付特例

申請が承認され、３月下旬に日本年金機構からハガキで届いた国民年金保険

料学生納付特例申請書を返送した人は、再度申請する必要はありません。

◎４月から国民年金保険料が変わりました

　４月から月額 16,610 円に引き上げられました。現金での前納を希望す

る人は、４月に日本年金機構から郵送される納付書で、４月 30 日㈮まで

に最寄りの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付してください。

年　　金 問市民課☎80・1253

問国民健康保険課☎80・1254

国民健康保険の加入・脱退の届出は 14 日以内に行いましょう　

〇加入の届出が必要な場合

・�職場で働く人が退職などで、職場の健康保険（協会けんぽなど）を脱退

したとき

・被扶養者が資格を喪失したとき

・�他市区町村から転入、海外から入国、子どもが生まれた場合などで職場

の保険に加入していないとき

必要なもの

・�職場の健康保険の資格喪失通知または退職証明書など、職場の健康保険

を脱退したことがわかる書類

・�世帯主および対象者のマイナンバーカード（個人番号カード）

・顔写真付きの本人確認書類

※�届出者が当該世帯主などであっても、顔写真付きの本人確認書類を持っ

ていない場合、被保険者証の交付は郵送になります。

〇脱退の届出が必要な場合

　国保に加入中の人が就職などで職場の健康保険に加入（被扶養者の資格

取得など）したとき

必要なもの

・国保の被保険者証　　　　　　・顔写真付きの本人確認書類

・職場の被保険者証や資格取得証明書など資格を証明するもの

・�世帯主および対象者のマイナンバーカード（個人番号カード）

後期高齢者短期人間ドック費用助成制度の限度額が変わります
　後期高齢者医療に加入している人への短期人間ドック費用助成制度の助

成限度額が、４月から 35,000 円に変更になります。（７割助成は変更あり

ません。）　

　例えば、人間ドック費用が 50,000 円の場合、限度額の 35,000 円が助成

され、自己負担は 15,000 円です。

※�国保に加入している人への短期人間ドック費用助成制度は今までどお

り、かかった費用の７割を助成し、限度額が７万円で変更ありません。

国　　保

高齢者見守り事業の協力事業者を募集しています
　高齢化の進展に伴い、高齢者単身世帯や高齢者のみの世帯が増加しています。

　こうした高齢者が孤立せず、住みなれた地域での生活を続けるためには、地

域での見守りが重要です。

　高齢者の暮らしで異変があったときに、早期に発見し、必要な支援へ繋げて

いくため、通常の業務の中でさりげない見守り活動を行っていただける協力事

業者を募集しています。

問介護福祉課☎ 80・1300

障害基礎年金などを受給している
ひとり親家庭の「児童扶養手当」が変わります

　これまで、障害基礎年金などを受給している人は、障害基礎年金などの受給

額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

　しかし、令和３年３月分の手当からは、児童扶養手当の額が障害基礎年金な

どの受給額のうち「子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手

当として受給できるようになりました。

　また、手当額算定の基準となる所得に、障害年金などの非課税公的年金給付

などを含むようになります。

手続方法　これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できな

かった人のうち、令和３年３月１日に支給要件を満たしている人は、６月 30

日㈬までに申請すれば、令和３年３月分の手当から受給できます。

※すでに受給資格者として認定を受けている人は、申請不要です。

　詳細は問い合わせください。

問子育て支援課☎ 80・1256

ひとり親家庭等医療費等助成制度の助成方法が変わりました
　ひとり親家庭などの保護者や児童の医療費などの一部を助成していますが、

４月１日から保険診療（保険調剤）の助成方法が変更となりました。

変更前
（３月 31 日以前）

　診療（調剤）月の翌月以後に領収書を添えて市に助成を申請し、
申請月の翌々月に助成金を指定口座に振り込む方式（償還払い方
式）のみ

変更後
（４月１日以後）

・�「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」および「健康保険証」を
医療機関の窓口で提示し、自己負担金のみ支払う方式（現物給
付方式）が原則

・�千葉県外の医療機関で受診した場合や助成受給券を提示しない
で診療（調剤）を受けた場合は、一旦保険適用の医療（調剤）
費を医療機関の窓口で支払い、その翌月以後に領収書を添えて
市に助成を申請し、申請月の翌々月に助成金を指定口座に振り
込む方式（償還払い方式）を併用

※�「子ども医療費助成受給券」の交付を受けている人（中学生以下の子ども）

はそちらが優先されるため、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」は交付

されません。

問子育て支援課☎ 80・1256

４月からの各手当額をお知らせします
　４月分以降も次の手当額を支給します。令和２年度からの変更はありません。

〇児童扶養手当

区　分 月　額

第１子
全部支給 43,160 円

一部支給 43,150 円～ 10,180 円

第２子
全部支給 10,190 円

一部支給 10,180 円～ 5,100 円

第３子
以�降

全部支給 6,110 円

一部支給 6,100 円～ 3,060 円

問子育て支援課☎ 80・1256

〇特別児童扶養手当など�

手　当 月　額

特別児童扶養手当１級 52,500 円

特別児童扶養手当２級 34,970 円

障害児福祉手当 14,880 円

特別障害者手当 27,350 円

経過的福祉手当 14,880 円

問福祉の窓口課☎ 80・1260

安全教育振興に貢献

　２月 18 日、JA きみつ女性部様か

ら、市内小学校の新１年生へ、健

やかな成長と交通安全を祈念した

手作りのふくろうのお守り 300 個

が贈呈されました。

問学校教育課☎ 80・1339

�
�▲ �JA きみつ女性部の皆さんと教育

長など

地元産の海苔をいただきました

　３月５日、市内小・中学校およ

び保育所（園）の子どもたちに味わっ

てもらいたいと、富津漁業協同組

合様から焼き海苔 4,000 食分の寄

附をいただきました。

問学校教育課☎ 80・1343

��
�▲�右から理事の松下�真也さん、

　森田�貴文さん、教育長

ご厚意
ありがとうございます

市政振興に

株式会社キミカ

代表取締役社長　笠原　文善　様

3,000,000円

新型コロナウイルス感染症対策に

明治安田生命保険相互会社

千葉南支社　様�������200,000円

社会福祉振興に

鹿島グループ　様�������1,518円

くらしと仕事の相談支援セン
ターの場所が変わりました

　富津市社会福祉協議会では、市内

在住で失業や離職などの経済的問題

や生活をしていくうえでのさまざま

な問題を抱えている人へ、相談支援

員による無料相談を行っています。

　１人で悩まずに気軽に相談してく

ださい。

移転先　市役所１階環境保全課

　　　　（９番窓口）の隣

問くらしと仕事の相談支援センター

　☎ 32・1520



防災行政無線が聞き取れないときにはテレホンサービスのご利用を　防災行政無線 0120・80・1248　災害状況等案内☎87・5588

(7)

予約・問健康づくり課☎80・1268

４月の相談・子どもの健診
子どもの発育・発達を健診で

確認しましょう。

内　容 実施日 受付時間 場　所 対　象

栄 養 相 談
９日㈮

27日㈫
予約制

健康づくり課

市民会館
どなたでも

４ カ 月 児 健 診
５カ月児離乳食教室

５日㈪
　新型コロナウイルス感

染症予防に配慮して、実

施します。

　受付時間などの詳細は

対象者に個別通知します。

令和２年11月生まれ

７ カ 月 児 健 診 21日㈬ 令和２年９月生まれ

1 0 カ 月 児 健 診 20日㈫ 令和２年６月生まれ

１ 歳 児 健 診 19日㈪ 令和２年３月生まれ

☆１歳６カ月児健診 14日㈬
令和元年９月１日～

10月５日生まれ

２歳６カ月児健診 ６日㈫ 平成30年10月生まれ

☆ ３ 歳 児 健 診 15日㈭ 平成29年10月生まれ

☆印は内科・歯科の診察もあります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程が変更となる場合があります。

ふっつ広報

ケンタ）今日はとてもいい天気だね。かめ

吉君、来週あたり、ゴルフでもどうかな？

かめ吉）ケンタ君は、天気予報を見ていな

いの？来週は台風並みの暴風が吹くんだっ

て。いわゆる春の嵐だね。

ケンタ）えー。せっかく楽しみにしていた

のに。じゃあ、家の中で、テレビを見なが

らゆっくりしない？

かめ吉）春の嵐が来る前に、テレビアンテ

ナが錆びたり、ゆるんだりしていないか、

今のうちに見ておいた方がいいよ。

ケンタ）そうだね。ほかにも、飛んだりし

そうな物は、早めにしまっておくよ。

かめ吉）ケンタ君、体を張るときがきたね。

問防災安全課☎80・1266

春の嵐
か
め
吉

かめ吉の防災あれこれ㊶

ケ
ン
タ　

特定健診および各種検診は完全予約制で実施します
　新型コロナウイルス感染症予防のため、特定健診および各種検診は完全予

約制で実施します。

　予約方法や日程は、４月の区長回覧［保存版］「令和３年度富津市各種健（検）

診のご案内」・市ホームページでお知らせします。

　生活習慣病は予防が可能と言われています。毎年受診して、生活習慣病の

発症や重症化予防に取り組みましょう。

　また、がん検診を受診し、がんの早期発見・早期治療に努めましょう。

問健康づくり課☎ 80・1265

 新生児聴覚スクリーニング検査費用の
一部助成を始めます

　新生児聴覚スクリーニング検査は、赤ちゃんが受けることができる耳

の聞こえの検査です。生まれてくる赤ちゃんの 1,000 人に 1 ～２人は、

生まれつき難聴を持つと言われています。

　生まれつきの難聴を早く発見し、支援や治療を行うことが、赤ちゃん

のコミュニケーションやことばの発達にとってとても大切です。

　検査は出生後、入院中に行うことが多いですが、医療機関によっては

実施していない場合もありますので、出産する医療機関へ確認してくだ

さい。

対象　次の両方を満たすこと

①令和３年４月１日以降に生まれ、生後 50 日以内の赤ちゃん

②検査日に赤ちゃんまたは出産した母親の住民登録が市内にあること

助成額　初めて受けた新生児聴覚スクリーニング検査費用のうち 3,000 円

※�検査費用が助成額を上回った場合の差額や、２回目以降の検査費用は

自己負担となります。

受診方法　母子健康手帳別冊に組み込まれている「新生児聴覚スクリー

ニング検査受診票」を提示し、受診してください。

※�受診票を持っていない場合は、千葉県内の産科医療機関に置いてある

受診票を利用してください。

※�富津市と契約していない千葉県外の医療機関で検査を受ける場合は、

償還払いで対応します。

問健康づくり課☎ 80・1268

◇休日の当番医　受付時間　９:00～17:00

当番日 当　番　医　名 診療科目 電話番号

４日㈰ さくらクリニック 内科・外科・小児科 80・1110

11 日㈰ 東病院 内科・外科 87・0165

18 日㈰ 鈴木内科クリニック 内科 70・6111

25 日㈰ 高本クリニック 内科・外科・小児科 88・0674

29 日㈭ 三枝病院 内科・外科 87・0650

◇休日の耳鼻科当番医　受付時間　９:00～12:00

当番日 当　番　医　名 所在地 電話番号

４日㈰ さくま耳鼻咽喉科医院 袖ケ浦市神納 617-1 0438・60・2787

11 日㈰ 中原耳鼻科クリニック 木更津市畑沢南 4-1-10 0438・36・6005

18 日㈰ かみくぼ耳鼻咽喉科 木更津市請西南 5-25-11 0438・36・0002

25 日㈰ 君津寛衆堂医院 君津市南子安 4-31-1 52・8733

※�いずれも都合により変更する場合もあります。日曜・休日・

夜間の問い合わせは、消防署☎88・0119

◇君津郡市夜間急病診療所　受付時間　20:00～23:00（毎日）

所在地　木更津市中央1-5-18　☎0438・25・6284

診療科目　内科・小児科

　保険証や受給者証は、必ず持参してください。保険証がない

と治療費は全額負担となります。また、インフルエンザの検査

は実施しません。

４

月

の

休

日

当

番

医

・

夜

間

急

病

診

療

所

予防接種は早め受けましょう !

種　　類 対　　象 接種回数

Hib・小児の
肺炎球菌

生後２カ月～５歳未満
４回

（接種開始時期により異なる）
（初回３回・追加１回）

B型肝炎 １歳未満
３回（27 日以上あけて２回、
１回目から 139 日以上あけて
１回追加）

ロタウイルス
感染症

生後２カ月～ 24 週または 32 週
（ワクチンにより異なる）

２回または３回
（ワクチンにより異なる）

４種混合（ジフテ
リア・百日せき・
破傷風・ポリオ）

生後３カ月～７歳６カ月未満
４回

（初回３回 ･追加１回）

BCG
１歳未満（標準的接種期間：生
後５～８カ月）

１回

麻しん・風しん
混合（MR）

１期：１～２歳未満 １回

２期：就学前の１年間 令和４年３月 31 日までに１回

水痘 １歳～３歳未満 ２回

２種混合（ジフテ
リア・破傷風）

２期：平成 21 年４月２日～ 22 年
４月１日生まれ（小学６年生相当）

令和４年３月 31 日までに１回

日本脳炎

１期：生後６カ月～７歳６カ月
未満（標準的には３歳～７歳６
カ月未満）

３回（初回２回・追加１回）

２期：９歳～ 13 歳未満 １回

日本脳炎
（特例措置）

平成 13 年４月２日～ 19 年４月
１日生まれ（20 歳未満） １期：３回

２期：１回平成 20 年４月２日～ 21 年 10
月１日生まれ（13 歳未満）

問健康づくり課☎ 80・1268

富津市がん検診推進スタンプラリー
　市民の皆さんの健康づくりやがん検診などの受診率向上のため、結核・肺

がん、胃がん、大腸がん検診を全て受けた人に、受診特典を進呈します。

　がん検診を利用し、がんの早期発見・早期治療に努めましょう。

対象　市内に住所がある 40 歳以上の人

特典　富津市可燃ごみ専用袋（30 ℓ× 10 枚）または資源ごみ専用袋（10 枚）

スタンプシート配布場所　市役所２階健康づくり課・天羽行政センター・市

ホームページ・各健（検）診会場

引換場所　健康づくり課・天羽行政センター・各健（検）診会場

引換期限　令和４年４月 28 日㈭

※�人間ドック・勤務先・医療機関でがん検診（保険診療を除く）を受けた人

も対象となります。検診を受けたことが証明できる書類（検診結果など）

を引換場所に持参してください。なお、検診結果の写しは返却できません。

問健康づくり課☎ 80・1268

子宮がん検診の個別検診は今月から受診できます
　医療機関の個別検診は、令和４年１月 31 日まで受診できます。早期がん

の段階では、自覚症状がほとんどありませんので、定期的に検診を受けて早

期発見に努めましょう。

子宮頸がん　子宮の入口にできるがんで、性交渉により感染するヒトパピロ

ーマウイルスが関与しており、最近では若年層に増加しています。

子宮体がん　子宮の奥にある内膜にできるがんで、50 歳以降の閉経期に多

く見られます。

※年に一度、個別または集団のどちらか一方の検診を受けられます。

※性経験のない人は、医療機関で行う個別検診をおすすめします。

問健康づくり課☎ 80・1268

神子　花
はな

奈ちゃん（上）�平成27年５月19日生（大堀）

      一
いち

くん（下）�令和２年７月29日生

仲良し
きょうだい



各　　　種　　　相　　　談
相談名 ４月 ５月 場　所 時　間 問

人権・行政相談

７日㈬ 12日㈬ 市役所 13:00～16:00
※�木・金曜日

は予約制
市民課

☎80・1252

８日㈭ 13日㈭ 中央公民館

９日㈮ 14日㈮ 市民会館

結婚相談 火曜日

市役所

９:00～16:00
（電話可）

子育ての話
何でも

聴きます窓口
月～金

福祉の窓口課
☎80・1221

児童家庭相談 月・木

家庭教育相談 火曜日

母子・父子
自立支援相談

水・金

消費生活相談
６日㈫
20日㈫

11日㈫
25日㈫

10:00～15:00
商工観光課
☎80・1287

交通事故相談 17日㈪ 市役所
10:00～15:00
（予約制）

防災安全課
☎80・1266

子育て
アドバイス

月～金
各公・私立
保育所（園）

９:00～16:00
（電話可）

各公・私立
保育所（園）

子育て相談 火～日
地域交流支援

センターカナリエ

９:00～17:00
（予約制）
オンラインは
９:00～16:00

地域交流支援
センター
カナリエ
☎67・2801

発達相談 月～金
子育て支援センター
もうひとつのお家

10:00～11:30
和光保育園
☎65・2772

ふれあい相談　問社会福祉協議会�☎87・9611

相談名 ４月 ５月 場所 時　間 相談方法 相談員

法律相談
２日㈮
16日㈮

７日㈮
21日㈮

市役所 13:30～16:30
面接

（予約制）
弁護士

福祉相談
なんでも窓口

月～金
社会福祉
協議会

８:30～17:15
電話
面接

社会福祉
協議会職員

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・変更となる場合があります。

�４月・５月の相談 ※祝日を除く

市税口座振替新規加入促進キャンペーン実施中！富津市ごみ専用袋・市内観光施設ご優待券(抽選)を進呈！問納税課☎80・1246

税などの納付に関するお知らせ
〇今月納期のもの
固定資産税　１期
納期限　４月 30 日㈮
○夜間納付窓口・納付相談
　日時　４月 28 日㈬・30 日㈮
　　　　20:00 まで
　場所・問　　　
・市税　市役所１階納税課
�☎ 80・1246
・保育料（４月 30 日㈮のみ）
�市役所２階子育て支援課
�☎ 80・1312

○�市税などの納付場所の一部廃止
　三菱 UFJ 銀行での市税等の窓口
納付が令和３年３月 31 日で廃止
となりました。また、三井住友銀
行でも、令和４年３月 31 日で廃
止となりますので、その他金融機
関および郵便局での窓口納付を利
用してください。
　現在、口座振替を利用している
場合は、今までどおり利用できま
す。また、新規の口座振替も引続
き受付しています。
　口座振替は納付へ行く手間がな
く、納め忘れもないため便利です。
口座振替の申込手続は、預貯金口
座のある金融機関の窓口です。市
税などの納付場所および納付方法
は問い合わせください。
問納税課☎ 80・1246

今月の消費生活情報
電力・ガスの契約切替でトラブルに
　電力・ガスの小売りがそれぞれ全面的に自

由化され、電力・ガス会社や料金メニューを

自由に選べるようになりました。

　その一方で、電話勧誘や訪問販売をきっか

けとした電力・ガスの契約切替に関するトラ

ブルが増えています。

　電力・ガス会社を切り替えるときは、氏名・

住所のほか供給地点特定番号など検針票に記

載された個人情報が必要ですが、事業者がそ

れらを聞き出し、消費者が気付かない間に契

約が切り替わっているなどの相談も寄せられ

ています。このように大手電力・ガス会社を

かたって、契約の切替えを勧誘するケースが

みられます。トラブルを防ぐため、新たに契

約する会社の社名や連絡先（電話番号など）

をよく確認しましょう。

　また、検針票の記載情報は慎重に取り扱い

ましょう。電話や訪問時に氏名・住所や顧客

番号など聞かれても、契約する気がなければ

教えないように注意してください。

　電話や訪問で勧誘を受けて、電力やガスの

契約の切替えをした場合、法定の契約書面を

受け取った日を含めて８日以内であれば、原

則としてクーリング・オフが可能です。消費

生活センターなどへ相談してください。

問商工観光課☎80・1287

(8)ふっつ広報

くらしのひろば 問�問い合わせ先　☎／ FAX�市外局番0439　HP�ホームページアドレス

募　　集

介護認定調査員

対象　介護支援専門員・保健師・看

護師・准看護師・介護福祉士などの

資格と実務経験があり、普通自動車

運転免許を有する人

募集人数　２人

採用期間　５月から（予定）

採用方法　面接試験（日時・場所は

応募者へ通知します。）

※�採用決定後に３時間程度の研修が

あります。

申込方法　申込書（市役所２階介護

福祉課で配布）に必要事項を記入し、

４月 23 日㈮までに資格を証明する

書類の写しを添えて、〒 293-8506

富津市下飯野 2443�富津市役所介護

福祉課へ郵送（最終日必着）または

持参

問介護福祉課☎ 80・1262

栄養士
（会計年度任用職員）

対象　栄養士の資格と普通自動車運

転免許を有し、基本的なパソコン操

作（ワード・エクセル）ができる人　　

募集人数　１人

勤務時間　７時間 30 分

採用期間　採用決定後～令和４年３

月 31 日 ( 延長の可能性あり )

採用方法　面接試験（日時・場所は

応募者へ連絡します。）

申込方法　会計年度任用職員登録申

請書に必要事項を記入し、資格を証

明する書類の写しを添えて、４月

９日㈮までに〒 293-8506 富津市下

飯野 2443�富津市役所総務課へ郵送

（最終日必着）または持参

問健康づくり課☎ 80・1268

お知らせ

公園などに遊具を新設しま
した！

　大貫海浜児童遊園地・青木第４号

公園・地域交流支援センター「カナ

リエ」に遊具を新設しました。

　新型コロナウイルス感染症の予防

をしたうえで、安全に利用してくだ

さい。

▲�大貫海浜児童遊園地に新設した遊具

問子育て支援課☎ 80・1312

放課後児童クラブ「遊輝塾」・
「遊輝塾Ⅱ」の移転開所

　（一社）Welfare� Hills が設置・運

営主体の放課後児童クラブ「遊輝

塾」・「遊輝塾Ⅱ」が青堀駅前（大

堀 1906-10）に新施設を整備し、２

月に移転開所しました。また、４月

からは、「遊輝塾Ⅲ」の創設により、

さらに１支援増加し、３支援体制（総

定員 80 人）での運営が開始されま

した。

　小学１～６年生の児童を対象に、

原則として月～土曜日を開所日と

し、必要に応じて 19:30 まで延長し

て利用できます。

　利用料金などの詳細は、問い合わ

せください。

問�（一社）Welfare� Hills（放課後児

童クラブ遊輝塾・遊輝塾Ⅱ・遊輝

塾Ⅲ）☎ 88・6898

イノシシ捕獲用罠による
事故にご注意ください

　農作物などの被害防止のため、イ

ノシシ捕獲用罠（箱わな・くくりわ

な）が農地や山間地周辺に設置して

あります。

　事故防止のため、罠には近寄らな

いようご協力をお願いします。

問鳥獣対策室☎ 80・1284

全国健康保険協会（協会け
んぽ）からお知らせ

〇保険料率の改正（４月納付分から）

保険名 変更後保険料率（変更前）

健康保険 9.79％（9.75％）

介護保険 1.80％（1.79％）

問同協会千葉支部企画総務グループ

　☎ 043・308・0522

〇被扶養者の特定健診

　毎年１回、メタボリックシンド

ロームに着目した特定健診で、生活

習慣病の予防をしましょう。�

対象　協会けんぽ加入者の家族

　　　（40 歳～ 74 歳の被扶養者）

検査内容　身体測定・血圧・脂質・

血糖・肝機能・尿検査・問診など

受診方法　健診機関へ予約し、加入

者本人の住所へ郵送する受診券と健

康保険証・自己負担を持参して受診

費用　千葉県内で受診する場合は

950 円または 0 円（受診する健診機

関によって自己負担が異なります。）

※�詳細は同協会ホームページまたは

送付する案内をご覧ください。

※ �35 歳～ 74 歳の被保険者分の生活

習慣病予防健診案内を加入者本

人の勤務先へ送付しました。

※�市の国民健康保険・各健保組合・

共済組合などへ加入している人の

健診は、保険証に記載されている

保険者へ確認してください。

問同協会千葉支部健診専用ダイヤル

　☎ 043・308・0525

運動不足を解消しましょう！

　新型コロナウイルス感染症の影響

により、思うように運動ができず運

動不足となるケースがあります。

　運動不足解消のため、適度な運動

の方法や効果をホームページで紹介

しています。

　適度な運動をすることは、免疫力・

抵抗力の向上や、体力・筋力の維持

につながります。

　また、リフレッシュやストレス解

消といった精神的効果もあります。

　運動をして、健康生活を心がけま

しょう！

　詳細は QR コードから

市ホームページをご覧

ください。��������　　�

問生涯学習課☎ 80・1344

2021（令和３)年国民生活
基礎調査を実施します

　国民生活基礎調査は、保健・医療・

年金・働き方など生活に関する事柄

を知り、国の厚生労働行政の企画・

立案の基礎となるデータをとるため

の調査です。

　厚生労働省が昭和 61 年から毎年

実施しているもので、全国 1,106 地

区を抽出して行います。国勢調査と

同様に統計法に基づく基幹統計調査

です。

　調査員は調査員証を携行し、各世

帯を訪問します。調査で知った情報

を他に漏らしたり情報を他の目的で

使用することはありません。

　調査の趣旨、重要性をご理解いた

だき、ご協力をお願いします

問千葉県君津健康福祉センター

　☎ 0438・22・3743



催し・講習

第26回健康ウォークラリー
大会

対象　どなたでも

日時　４月 29 日㈭９:30 ～ 12:30

　　　（９:00 ～受付け、小雨決行）

集合場所　青堀小学校

表彰　上位３組・とび賞など

持ち物　雨具・昼食

定員　先着 40 組（５人以内で編成）

費用　無料

申込み・問４月 20 日㈫までに生涯

学習課☎ 80・1344

▲�金谷地区での健康ウォークラリー

スポーツ教室

対象　市内在住・在勤の人

日時　毎週土曜日 19:00 ～

　　　�開講式は４月３日㈯ 19:00 ～

場所　総合社会体育館

種目　バドミントン・インディアカ・

ソフトバレーボール・ウォーキング

※�新型コロナウイルス感染症対策の

ため、引き続き内容を制限します。

問生涯学習課☎ 80・1344

スポーツ施設４月行事予定

問管理事務所☎87・4205　HPhttp://www.fureai-kouen.com/
　体育施設の利用やお知らせは、上記のホームページをご
覧ください。
◎�新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・
変更となる場合があります。

臨海野球場（NIPPON�STEEL�野球場）� 
４日㈰・11日㈰　富津市スポーツ少年団交流大会
18日㈰　富津市民野球春季大会
25日㈰　君津地区少年野球春季大会（君津住宅旗大会）
陸上競技場（NIPPON�STEEL�陸上競技場）  
３日㈯・17日㈯　ふれあいジュニア陸上教室
24日㈯　第39回�君津地方中学生陸上競技記録会
球技広場� 
４日㈰・11日㈰　富津市スポーツ少年団交流大会
29日㈭　君津地区少年野球春季大会（君津住宅旗大会）
ふれあいテニスコート� 
16日㈮・17日㈯　関東高等学校ソフトテニス大会
　　　　　　　　千葉県予選会第２地区予選
総合社会体育館� 
３日㈯　千葉県春季実業団バドミントン選手権大会
３日㈯・10 日㈯・17 日㈯・24 日㈯
������������スポーツ教室 (バドミントン・ソフトバレー
������������ボール・インディアカ・ウォーキング )
４日㈰　小学生バレーボール・ルーキーチャレンジカップ
６日㈫・13 日㈫・20 日㈫・27 日㈫　健康なぎなた教室
10 日㈯　�千葉県中学校バドミントン選手権大会
　　　　君津支部予選会
16日㈮・17日㈯・18日㈰　関東高等学校バスケットボール
　　　　　　　　　　選手権大会�千葉県�第２地区予選会
24日㈯・25日㈰・29日㈭　S.K.K.F杯争奪バスケット
　　　　　　　　　　　　ボール大会
新富運動広場� 
11 日㈰・17 日㈯　ウーノカップ（少年サッカー）
25 日㈰　千葉県 U-12 前期１節（少年サッカー）
浅間山運動公園� 
４日㈰・11 日㈰・18 日㈰・25 日㈰　富津市民野球春季大会
※�貸出状況は施設利用振興公社のホームページをご覧ください。
※天候などにより日程が変更になる場合があります。
　詳細は問い合わせください。

おたがいさま　れんげ荘物語　５	

群　ようこ／著

きのこ・海藻・ネバネバ・発酵食で藤井恵

の免疫力を高めるかんたんごはん	

藤井　恵／著

たたかう免疫　人体 vs ウイルス真の主役	

NHK スペシャル取材班／著

ばあさんは 15 歳　　　阿川　佐和子／著

はじめよう！ソロキャンプ		森　風
ふう

美
み

／著

花は散っても　　　　		坂井　希久子／著

むさぼらなかった男　渋沢栄一「士魂商

才」の人生秘
ひろく

録															中村　彰彦／著

*いただきます。ごちそうさま。（怪談えほん）

加藤　休
やす

ミ／絵　あさの　あつこ／作

*こども衛
えいせい

生学									宮崎　美砂子／監修

* 漬物大明神　まんさく／絵　小
こぐれ

暮　夕紀子／文

（＊印は児童向け図書）

今 月 の 新 着 図 書（抜粋）

ステーション名 ４月 ５月 停車時間

関豊ふれあいシニア館

６日㈫
20日㈫

11日㈫
18日㈫

９:30～10:00
環小学校 10:15～10:45
佐貫小学校 12:50～13:20
憩の里オリーブ 13:35～14:00
イオンモール富津 14:30～15:40
飯野コミュニティセンター

８日㈭
27日㈫

13日㈭
25日㈫

９:30～９:55
飯野小学校 10:05～10:30
シルバービラージュ新舞子 10:55～11:15
天羽小学校 12:45～13:15
竹岡コミュニティセンター 13:35～14:00
金谷コミュニティセンター 14:20～14:50
富津小学校

１日㈭
15日㈭
22日㈭

６日㈭
20日㈭

10:05～10:35
吉野小学校 13:00～13:30
大堀二区集会所 14:00～14:30
君津中央病院大佐和分院 15:00～15:30

移動図書館❀ 〇無料　〇１人６冊まで

問生涯学習課☎80・1345さ く ら 号

新型コロナウイルス感染症予防のため、今月のお話し会「おはなしライブ」は中止します。問市民会館☎67・3112

４月の移動交番 問富津警察署☎66・0110

場　　所
開　　設　　日　　時

10:00～11:30 10:30～11:30 13:20～14:20
イオンモール富津 ５ 12・15・26
JR大貫駅 13・26
JR上総湊駅 ８・30
古墳の里ふれあい館 12・15 ５・19
おどや富津店 ７・16
マザー牧場 ８・30
東京湾フェリー １・28
富津公園 ２・20・27
カインズホーム ７・19
クリエイトSD富津青木店 16
富津市役所 21 14・27

※�警察への各種届出や相談を受け付けます。事件・事故の発生や気象
条件などで変更になる場合があります。

交通事故発生状況

千葉県 富津市 前年比

人身事故件数 2,058 16 0

物件事故件数 - 166 +8

死　　　　者 24 0 0

負�　傷　�者 2,440 22 +6

�令和３年１月～２月の累計（前年比は富津市）

(9) ふっつ広報

問�問い合わせ先　☎／ FAX�市外局番0439　HP�ホームページアドレス

◎�新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止・延期・変更と

なる場合があります。詳細は問

い合わせ先に確認してください。

NHK ラジオ体操

　朝のさわやかな空気の中で体を動

かしてみませんか？多くの皆さんの

参加を歓迎します。

対象　どなたでも

日時　土・日・祝日６:30 ～６:40

場所　中央公民館駐車場

　　　（直接会場へ・雨天中止）

問渡辺まさ子☎ 090・1124・8067

第１回危険物取扱者試験

種類　乙類第４種

日時　６月６日㈰ 10:00 ～、14:00 ～

場所　かずさアカデミアパーク

　　　（木更津市かずさ鎌足 2-3-9）

申込方法　書面申請：４月５日㈪～

15 日㈭に願書（予防課で配布）を〒 260-

0843 千葉市中央区末広 2-14-1�（一財）消

防試験研究センター千葉県支部へ郵送また

は持参（土・日曜日を除く９:30 ～ 16:30）

電子申請：４月２日㈮９:00 ～ 12 日

㈪ 17:00（24 時間対応）に同センター

ホームページから申込み

問予防課☎ 88・6405

HP https://www.shoubo-shiken.or.jp/

福祉のしごと就職フェア

日時　４月 25 日㈰ 13:00 ～ 16:00

場所　京成ホテルミラマーレ６階

ローズルーム（千葉市中央区本千葉

町 15-1、京成千葉中央駅から徒歩

30 秒・JR 千葉駅から徒歩８分）

内容　社会福祉施設・事業所の採用担

当者との個別面談や福祉の職場に関する

相談などを行い、就労をサポートします。

費用　無料（申込不要）

※履歴書やスーツの着用は不要です。

問�千葉県社会福祉協議会千葉県福祉

人材センター☎ 043・222・1294

鋸山美術館の催し

〇日本の自然�鋸山の文化遺産

期間　５月 16 日㈰まで

〇広重�浮世絵東海道五十三次

（全 55 作品のうち前期・後期 14 作

品の展示替えあり）

期間　前期：５月 22 日㈯～６月７日㈪

　　　後期：６月９日㈬～ 20 日㈰

※�毎週火曜日休館（５月４日㈫・６月

15 日㈫は開館、５月６日㈭は閉館）

時間　10:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）　

費用　一般 800�円、中高生 500�円、

小学生以下・障害者手帳を持ってい

る人無料

問同美術館☎ 69・8111

相　　談

教育センター教育相談

　お子さんのよりよい成長のため

に、教育相談を行っています。いじ

めや不登校などお子さんのことで悩

みごとがありましたら、来所または

電話で気軽に相談してください。

対象　小・中学生とその保護者

日時　月～金曜日（祝日を除く）

　　　９:00 ～ 16:00　　　　

場所　市役所５階

　　　（来所相談は要予約）

※�年６回精神科医による教育相談を

実施しています。詳細は同セン

ターまたは学校へ問い合わせくだ

さい。

〇いじめに関する相談

　富津市ホームページまたは QR

コードからいじめ相談メールとし

て、随時受け付けています。返信を

希望する場合は、受信後３日以内

（土・日・祝日・12 月 29

日～１月３日を除く）に

返信します。　　　　　　 　　　
問教育センター

　☎ 80・1346

富津市療育等支援事業

　言語聴覚士と臨床心理士が、お子

さんの成長や発達の相談を受け、面

接などを行い、保護者へのアドバイ

スや言語訓練・心理療法を行います。

対象　障がいがある子や発達が気に

なる子の子育てに悩んでいる人

日時　毎週月・木曜日９:00 ～ 16:30

場所　市役所内（相談無料・要予約）

申込み・問福祉の窓口課

☎ 80・1260　FAX80・1355

療育相談会

場所　君津市保健福祉センターふれ

あい館（君津市久保 3-1-1）

〇高機能茶話会

対象　高機能自閉症・アスペルガー

症候群・ADHD・LD の人を中心に

時間　毎月第３水曜日（８月を除く）

　　　10:00 ～ 12:00

〇七色の会

対象　知的障がいを伴う人を中心に

時間　毎月第３木曜日（８月を除く）

内容　植田�照美さん（君津地区自閉

症協会顧問）が、幼児期・学童期・思

春期のお子さんのことで悩みを抱えて

いる保護者などの相談に乗ります。

費用　１家族 700 円

問君津市ボランティアセンター　

　☎ 55・0294　FAX55・0099

税の無料相談

対象　税理士・税理士法人が関与し

ていない一般納税者

日時　�４月 14 日㈬ 10:00 ～ 12:00、

13:00 ～ 15:00（要申込）

場所　木更津商工会館

　　　（木更津市潮浜 1-17-59)

内容　記帳・決算・税務に関する相談

※�申告書類の作成やチェックなどは

受けられません。

申込み・問千葉県税理士会木更津支

部税務支援センター☎ 0438・37・9000
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ふっつ広報

○�「地域情報館」市内で活躍中の人・団体・学校行事・民俗
行事・心あたたまる話・珍しいもの・地域おこしなど（原
稿の投稿は400～500字程度で、様式は問いません）

○�「やんちゃざかり」写真に住所・氏名・電話番号・コメ
ントを添付

○�「文芸」ハガキ裏面に俳句・短歌を各１枚３作品まで、表面
に住所・氏名（俳号）にふりがな・電話番号を記入し、毎月
５日までに郵送

　いずれも下記へ電話、または郵送してください。

募集しています!

　市役所窓口への問い合わせや手続は、記載がある場合を除き、

８:30 ～ 17:15（土・日・祝日・12 月 29 日～１月３日を除く）

にお願いします。　　　
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

富津市のここ知ってる？！クイズ⑧

　市内には、お城の跡地がいくつもあり、代表的なもの

に佐貫城跡があります。佐貫城に付いている別名は何で

しょう？

①鶴城

②亀城

③虎城

３月号の正解は、

③富津市役所でした。

メール や SNS などによる
情報配信の特徴を紹介します！

　市の情報を皆さんへより広くお伝えするため、「富津市公式

Twitter の開設」と「富津市安全安心メールの機能拡充」を３月

22 日に行いました。

　この機会に市が配信しているメールや SNS をまとめて紹介しま

すので、皆さんのニーズにあったものをぜひ使ってみてください。

情報配信

媒体

富津市

安全安心メール

LINE

（メッセージ配信）

LINE

（タイムライン）
Facebook Twitter Instagram

メールで配信

した情報

全てのメールを

連携して配信
配信しない

災害・緊急情報のメールのみ

連携して配信
配信しない

市の魅力を

伝える情報
配信しない 配信する

HP

   
左：スマートフォン

右：フィーチャーフォン

https://www.city.

futtsu.lg.jp/0000

003777.html

https://lin.ee/WhlS6Bs
https://www.faceboo

k.com/city.futtsu/

https://twitter.

com/futtsu_city

https://www.instagr

am.com/futtsu_touri

sm/

問
防災安全課

☎ 80・1266

秘書広報課

☎ 80・1225

商工観光課

☎ 80・1291

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※�上記の媒体の登録ができない人は、SMS（ショートメッセージサービス）で災害・緊急情報をお知らせし

ますので、希望する場合は、防災安全課へ問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※�身体障害者手帳１級・２級を所持している視覚障がいがある人へは電話、聴覚障がいがある人へはファッ

クスで災害・緊急情報をお知らせしますので、希望する場合は、防災安全課へ問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※内容は３月 22 日時点のものです。今後変更となる場合があります。

富津市安全安心メールの機能拡充
�　富津市安全安心メール（以下「メール」）や SNS でお知らせする内容がある

場合、情報配信媒体ごとに配信作業を行っていました。

　３月 22 日の機能拡充後は、メールと同じ内容を他の情報配信媒体でも同時

投稿できるようになったため、災害時などでもより素早く・確実に情報を配

信できるよう情報配信体制が強化されました。

〇メールの特徴

・�市が配信する情報のうち、「防災」「火災」「防犯」「環

境」「生活」「医療・健康」「その他」から、全部ま

たは希望する情報のみ受け取ることができます。

・�機能拡充により、メールで配信した情報を他の情

報配信媒体にも同時投稿できるようになりました。

〇 LINE の特徴

・�１つのアプリ内で「メールで配信した情報」と「市

の魅力を伝える情報」を見ることができます。

・�配信があると画面に通知が届くため、気が付きや

すいです。

・�システムの都合上、ジャンルごとの絞り込みはで

きず、全てのメールを配信します。通知が多いと

感じる場合は、「ブロック」をせずに「通知オフ」

の設定をおすすめします。（ブロックしてしまうと

災害時などでも情報が届かなくなります。）

〇 Facebook・Twitter の特徴

・�普段は「市の魅力を伝える情報」を、文字数制限

がない Facebook では詳細に、Twitter では 140 文

字の制限内でお知らせできる内容を配信します。

・�災害や緊急情報のみメールと連携して配信します。

〇 Instagram の特徴

・�写真や動画の投稿や閲覧に特化した SNS であり、

観光やグルメなどの情報を配信します。

各情報配信媒体ごとの特徴

▲

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
で
の
配
信
例


