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○ 避難指示が出たら危険な場所にいる人は

必ず避難！　　　　　　　　 　  （２面）

〇富津市職員採用試験 　    　　  （２面）

〇 東京2020オリンピック聖火リレースタッフ

ポロシャツを希望者に配付します （３面）

６月１日現在（前月比）

世帯 18,101世帯 （-16）

人口 42,030 人  （-58）

 男　21,422 人  （-31）

 女　20,608 人  （-27）

 市 の 人 口

　富津市では、65 歳以上の皆さんや 65 歳未満で基礎疾患が

ある皆さんへの接種を進めています。ワクチン接種を安全・

円滑に進めるため、ご協力をお願いします。

問富津市新型コロナワクチン接種コールセンター

　☎ 0439・32・1388（土・日・祝日を除く８:30 ～ 17:15）

これから新型コロナワクチンの
接種を受ける皆さんへ

〇�７月 17 日㈯以降の集団接種
は市民会館・イオンモール富
津で実施します

　７月 17 日㈯以降の集団接種は、市民会館

とイオンモール富津の２会場で実施します。

　接種券が届いている人で、接種を希望する

場合は、早めの予約をお願いします。

〇 65 歳未満の皆さんへ
　65 歳未満の皆さんへの接種券は、７月上旬

から、年齢を区切って順次発送する予定です。

※�今後の接種状況などにより変更する場合が

あります。

　詳細は富津市安全安心メールなどでお知ら

せします。

ワクチン接種の予約方法
　接種券を手元に用意し、次の方法で予約をしてください。予約をするときは、

生年月日（西暦）と接種券に記載の券番号（10 ケタ）が必要です。

集団接種（市民会館・イオンモール富津）

【電話予約】　８:30 ～ 17:15( 土・日・祝日を除く )

　富津市新型コロナワクチン接種コールセンター

　☎ 0439・32・1388　

【インターネット予約】　24 時間対応

　https://v-yoyaku.jp/122262-futtsu　

【窓口予約】　８:30 ～ 17:15( 土・日・祝日を除く )

　富津市役所２階�新型コロナワクチン接種コールセンター窓口

個別接種（協力医療機関での接種）

　医療機関ごとに予約方法や接種日程が異なるため、協力医療

機関へ直接問い合わせください。

※１回目から３週間の間隔をあけて２回目の接種の予約をしてください。

予約サイト

　ワクチン接種を受ける皆さんへ５つのお願い

お願い①　必ず予約時間に来場してください

　予約時間よりも早く来場すると、前の時間帯に予約した皆さん

もいるため、会場が大変混雑します。密集を避けるためにも予約

時間を目安に来場するようお願いします。

お願い②　本人確認書類を忘れずにお持ちください
　本人確認できる書類を忘れると接種を受けられませんので、健

康保険証や運転免許証などを必ず持参してください。

　　
　①接種券（クーポン券）　　　②本人確認書類

　③記入済みの予診票　　　   ④お薬手帳など（持っている人）

接種当日の持ち物

富津市は、まん延防止等重点措置の対象区域です。　　　　　　　　

今一度、感染症対策へのご理解ご協力をお願いします。
詳細は

こちら

集団接種会場での

ワクチン接種の流

れは８ページをご

覧ください。

お願い③　接種券は事前に貼らないでください

　予診票の右上に接種券を貼るスペースがありますが、会場で係

員が貼るため、事前に貼らないようお願いします。

お願い④　予診票は来場前に記入してください

　接種を円滑に進めるため、予診票は来場前に記入してください。

お願い⑤　基礎疾患がある人は記入してください
　基礎疾患がある人は予診票に「✔」と「病名」を記入してください。

※診断書など疾患を証明する書類は不要です。
 ✔　　　　　　例　睡眠時無呼吸症候群

事前に接種券を貼
らないでください



日曜開庁時（７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☎ 0439・80・1267

(2)ふっつ広報

避難指示が出たら危険な場所にいる人は必ず避難！
　災害対策基本法が改正され、警戒レベル４は「避難勧告」と「避

難指示（緊急）」が「避難指示」へ一本化されました。

　また、警戒レベル５は「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ変

更されました。

　市民の皆さんが適時、的確に避難できるよう、警戒レベル３以上

は、防災行政無線や富津市安全安心メールなどでお知らせします。

※１�市が災害の状況を確実に把握できない場合があるため、警戒レ

ベル５は必ず発令されるものではありません。

※�２�警戒レベル３は、高齢者以外の人も必要に応じ、普段の行動を

見合わせ始める、避難の準備を始める、危険を感じたら自主的

に避難するタイミングになります。

問防災安全課☎ 0439・80・1266

差押財産の公売を行います

〇官公庁オークションサービスが変わりました

　３月で「Yahoo! 官公庁オークション」のサービス提供が終了となり、４月

から紀尾井町戦略研究所 (KSI) が KSI 官公庁オークションを開始しました。

〇インターネット公売

　市税の滞納により差し押さえた財産を KSI 官公庁オークション・インター

ネット公売により行います。

参加申込期間　７月８日㈭ 13:00 ～ 28 日㈬ 23:00（入札に参加するには、物

件ごとに参加申込が必要です）（今後修正の可能性あり）

入札期間　【動　産】８月３日㈫ 13:00 ～５日㈭ 23:00

　　　　　【不動産】８月３日㈫ 13:00 ～ 10 日㈫ 13:00

※ �KSI 官公庁オークションサイト (HPhttps://www.pages.kankocho.jp/event2

　�103comingsoon) でお知らせメールを登録できます。（手続やオークションの

スケジュールなどをタイムリーにお知らせします。）

※動産・不動産を出品予定です。

※�売却決定日時までに滞納市税が完納になった場合など、公売を中止するこ

とがあります。

問納税課☎ 0439・80・1243

富津市職員採用試験
〇第１回採用試験（令和３年 10 月１日・令和４年４月１日採用）

試験 

区分
職　種

採用

予定人数
受    験    資    格

上級職
土木技術職

( 上級 )
若干名

平成３年４月２日以降に生まれ、次のいずれかの資

格を有する人（学歴を問わない）

①技術士　②１級土木施工管理技士　③技術士補

※�申込書に資格を有することがわかる書類の写しを

添付すること

資格

免許職

保健師 ４人程度 昭和 51 年４月２日以降に生まれ、資格を有する人

（学歴を問わない )

※�申込書に資格を有することがわかる書類の写しを

添付すること

精神保健福祉士 若干名

社会福祉士 若干名

保育士 ５人程度

試験日時　８月２日㈪ (開始時刻は申込期間終了後、各受験者へ個別通知します。)　　　

試験場所　市役所

内容　１次試験：専門職員などによる個別面接試験　

　　　最終試験：幹部職員による個別面接試験

※�１次・最終試験は同日中に行う予定ですが、応募人数によって変更となる場合が

あります。

申込書 (受験票含む )・採用試験案内の配布期間　７月 16 日㈮まで

申込期間　７月５日㈪～ 16 日㈮（郵送の場合は最終日必着）

採用予定　採用希望日は、「令和３年 10 月１日」「令和４年４月１日」「その両方」か

ら選択することができます。どの希望日を選択しても、合否の判定には影響しません。

〇第２回採用試験 (令和４年４月１日採用予定 )

試験 

区分
職　種

採用

予定人数
受    験    資    格

上級職

一般行政職

( 上級 )
７人程度

次のいずれかに該当する人

①�昭和 61 年４月２日～平成 12 年４月１日に生ま

れた人 ( 学歴を問わない )

②�平成 12 年４月２日以降に生まれ、学校教育法に

基づく大学 (短期大学を除く )を卒業した人（令

和４年３月までに卒業見込みの人を含む）

化学技術職

( 上級 )
若干名

土木技術職

( 上級 )
若干名

次のいずれかに該当する人

①�平成３年４月２日～ 12 年４月１日に生まれた人

(学歴を問わない )

②�平成 12 年４月２日以降に生まれ、学校教育法に

基づく大学 ( 短期大学を除く ) または高等専門

学校を卒業した人（令和４年３月までに卒業見

込みの人を含む）

建築技術職

( 上級 )
若干名

資格

免許職

保健師 若干名

昭和 51 年４月２日以降に生まれ、該当資格を有す

る人または令和４年春季までに資格取得見込みの

人 (学歴を問わない )

精神保健福祉士 若干名

社会福祉士 若干名

管理栄養士 若干名

保育士 若干名

初級職

一般行政職

( 初級 )
７人程度

平成 12 年４月２日～ 16 年４月１日に生まれた人

(学歴を問わない )

一般行政職

(障がい者対象)
４人程度

昭和 56 年４月２日～平成 16 年４月１日に生まれ、

次の全ての要件を満たす人 (学歴を問わない )

①�身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福

祉手帳などの交付を受けていること

②通常の勤務時間に対応できること

③�活字印刷による出題および口述による面接に対

応できること

消防職

( 初級 )
３人程度

平成８年４月２日～ 16 年４月１日に生まれた人

(学歴を問わない )

消防

(救急救命士 )
２人程度

平成５年４月２日以降に生まれ、資格を有する人

または令和４年春季までに資格取得見込みの人

(学歴を問わない )

１次試験日時　９月 19 日㈰ 10:00 ～（９:00 ～９:30 受付け）

試験場所　市役所（最終試験の日時および場所は、合格者に個別通知します。）

申込書 (受験票含む )・採用案内書の配布期間　８月 10 日㈫まで

※詳細は採用案内書をご覧ください。

申込期間　７月 26 日㈪～８月 10 日㈫（郵送の場合は最終日消印有効）

申込書 (受験票含む )・採用案内書の配布方法（第１回・第２回共通）

①�窓口配布　市役所１階総合案内・市役所３階総務課・天羽行政センター　　　

②郵送請求　下記申込先へ請求　　　③市ホームページからダウンロード

※�第１回・第２回採用試験ともに、受験資格者のうち日本国籍がない人や地方公務

員法第 16 条に定める欠格条項に該当する人は受験できません。

申込み・問〒 293-8506 富津市下飯野 2443�富津市役所総務課☎ 0439・80・1210

夏期観光施設の開設状況および
イベントの中止についてお知らせします

①夏期観光施設の開設状況

○プール

　・金谷海浜公園 ( 金谷 2204-1)　今年度は開設しません。

　　問商工観光課☎ 0439・80・1291

　・富津公園ジャンボプール (富津 2280)　問い合わせください。

　　問富津公園管理事務所☎ 0439・87・8887

○キャンプ場

　・�富津公園キャンプ場 (富津 2280)　９月 30 日㈭まで開設予定

　　（事前予約制）問富津観光案内所☎ 0439・87・2565

　・ 市民の森キャンプ場 (豊岡 2785-1)　８月 31 日㈫まで開設予定

　（人数制限あり）問市民の森管理棟☎ 0439・68・1800

○市内海水浴場の開設は中止します

　例年７月中旬～８月中旬に開設している市内海水浴場は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大のリスクがあることから、市民の皆さん

や来訪者の皆さんの安全・安心な利用環境を確保することが困難であ

ると判断し、昨年度に引き続き開設しないこととしました。

問商工観光課☎ 0439・80・1291

②イベントの中止

　例年７月・８月に開催している次のイベントは、新型コロナウイル

ス感染症の影響などにより中止となりました。

○富津ふるさとまつり　問富津市商工会☎ 0439・87・7071

○湊川灯籠流し　������問富津市商工会☎ 0439・87・7071

小・中学生夏季自習室の開放は中止します
夏休み期間中、市議会の協力により、市役所２階市議会第１委員会室を自習室と

して開放していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、昨年

度に引き続き開放を中止します。

問教育センター☎ 0439・80・1346

差押財産（動産・不動産）の公売を行います
〇官公庁オークションサービスが変わりました

　３月で「Yahoo!�官公庁オークション」のサービス提供が終了となり、

４月から紀尾井町戦略研究所 (KSI) が「KSI 官公庁オークション」を

開始しました。

〇インターネット公売

　市税の滞納により差し押さえた財産の公売を「KSI官公庁オークショ

ン」のインターネット公売で実施します。

参加申込期間　７月８日㈭ 13:00�～ 28 日㈬ 23:00

（入札に参加するには、物件ごとに参加申込が必要です。）

入札期間　【動　産】８月３日㈫ 13:00 ～５日㈭ 23:00

　　　　　【不動産】８月３日㈫ 13:00 ～ 10 日㈫ 13:00

※ �KSI 官公庁オークションサイト (HPhttps://www.pages.kankocho.j

　�p/event2103comingsoon) でお知らせメールを登録できます。登録

すると、手続やスケジュールなどの情報を受信できます。

※�売却決定日時までに滞納市税が完納となった場合など、公売を中止

することがあります。

問納税課☎ 0439・80・1243



でっかく当たる！今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて７億円！発売期間は７月13日㈫～８月13日㈮。購入は千葉県内で！

(3) ふっつ広報

「新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金」を支給します

対象　生活福祉資金貸付制度 (特例措置 )の総合支援資金

の再貸付が８月末までに終了する世帯または再貸付が不承

認となった世帯で、収入月額が 115,200 円以下である（単

身世帯の場合）など、一定要件を満たす世帯（生活保護受

給世帯は除く）

※支給には審査があります。

支給額　単身世帯：月額６万円、２人世帯：月額８万円

　　　　３人以上の世帯：月額 10 万円

支給期間　申請月から３カ月 (申請受付は８月末まで )

※�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。

問社会福祉課☎ 0439・80・1259

　くらしと仕事の相談支援センター☎ 0439・32・1520

夏の交通安全運動　７月 10 日㈯～ 19 日㈪
スローガン　「交差点　青でも左右　確認を」

重点目標

①ゼブラ・ストップ（横断歩行者保護）の徹底

②子供と高齢者の安全確保　　　　

③飲酒運転の根絶

④自転車の安全利用の推進（ちばサイクルール）

☆　あなたと　みんなの命を守る「ちばサイクルール」　☆

自転車に乗る前のルール 自転車に乗るときのルール

①自転車保険に入ろう ①車道の左側を走ろう

②点検整備をしよう ②歩いている人を優先しよう

③反射器材を付けよう ③ながら運転はやめよう

④ヘルメットをかぶろう ④交差点では安全確認しよう

⑤飲酒運転はやめよう ⑤夕方からライトをつけよう

問 防災安全課☎ 0439・80･1266、富津警察署☎ 0439・66･0110

　富津交通安全協会☎ 0439・67・2022

　富津地区安全運転管理者協議会☎ 0439・67・8566

生活環境影響調査報告書の縦覧・意見書の提出

名　称 富津市一般廃棄物最終処分場生活環境影響調査報告書

概　要
富津市一般廃棄物最終処分場について、生活環境影響調査を実施

し、その結果を示しました。

縦覧・

募集期間
７月30日㈮まで

縦覧場所 市役所１階環境保全課・富津公民館

提出方法

「富津市一般廃棄物最終処分場生活環境影響調査報告書」と明記

のうえ、住所・氏名（法人や団体の場合は名称および代表者名）

を記入し、持参・郵送（最終日必着）・ファックス・メールのい

ずれかで提出

※�様式の指定はありません。

※電話による意見の受付けは行いません。

提出先

・問

〒293-8506富津市下飯野2443

富津市役所環境保全課☎0439・37・2020

FAX0439・37・2288　ﾒｰﾙinfo@city.futtsu.chiba.jp

提出された意見は、後日、市の見解とともに概要を公表します。

７月は“社会を明るくする運動”
強調月間・再犯防止啓発月間です

　“社会を明るくする運動”とは、犯罪や非行の防止と、過

ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、犯罪や非行の

ない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。

　毎年、７月１日に保護司と更生保護女性会による駅頭啓

発活動を実施していますが、今年度は新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため、中止します。

　この運動の主体となる保護司は、犯罪や非行により保護

観察を受けることになった人の生活を見守り、指導をして

います。また、更生保護女性会は、女性の立場から、地域

で犯罪予防の活動や子どもたちの健全育成のため、活動し

ています。

問社会福祉課☎ 0439・80・1258

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

地域住民の皆さんによる「特色ある地域づくり」を応援

するため、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市で他の補助金の交付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の

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☎ 0439・80・1252

自主防犯団体へ
防犯資器材を交付します
　自主防犯団体の結成促進および

活動を支援するため、自主防犯団

体に対し、ベスト・のぼり旗・懐

中電灯などの防犯資器材を交付し

ます。

対象　次の要件を満たす団体

①�地域の自主防犯を目的とし、原

則５人以上の団体

②�防犯パトロールなどの自主的な

防犯活動を月１回以上実施また

は実施を予定している団体

※この他にも要件があります。

　詳細は問い合わせください。

問防災安全課

　☎ 0439・80･1266

新しい「子ども医療費助成受給券」を送付します
　中学校３年生までの子どもの医療費を一部助成しています。

　現在、手元にある受給券の有効期限は７月 31 日㈯です。８月１日㈰から有

効となる新しい受給券を７月下旬に郵送します。手続は不要ですが、保護者

の課税状況および所得を確認できない場合は、書類の提出をお願いすること

があります。

※�今年度から受給券の様式が変更となります。郵送する封筒も昨年度までの

ものとは異なりますので、ご注意ください。

助成額　健康保険が適用された医療費から自己負担額を除いた額

自己負担額　入院１日・通院１回につき 200 円（市民税所得割非課税世帯は

無料）、調剤は無料

〇県外の医療機関を受診したときや、受診時に受給券を提示しなかった場合

　領収書などを添付し、市へ申請することで、支払った医療費と自己負担額

との差額を受け取ることができます。

申請に必要なもの　〇領収書の原本（受診者名・診療点数・領収印があるもの）

〇子どもの保険証　〇印鑑　〇保護者の預貯金通帳　〇支払った医療費に対

し、他の制度から給付を受けた場合はそれを証明できるもの（健康保険組合

からの附加給付・高額療養費など）

申請期間　医療費を支払った日の翌日から２年以内

〇学校管理下（保育所・保育園・幼稚園を含む）でのケガや疾病の場合

　（独）日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象となります。子

ども医療費助成受給券は使用できませんので、学校などへ相談してください。

問子育て支援課☎ 0439・80・1256

交通遺児手当を
支給しています

　中学校卒業前の子どもの父また

は母が交通事故で死亡または市が

規定する障がいの状態になった場

合、養育中の保護者に交通遺児手

当を支給します。

保育手当　義務教育就学前１人あ

たり月額 3,000 円

就学手当　義務教育就学中１人あ

たり月額 4,000 円

※詳細は問い合わせください。

問防災安全課

　☎ 0439・80･1266

交通災害共済会員
　交通災害共済は、自動車・オー

トバイ・自転車などによる人身事

故で、自動車安全運転センターか

ら交通事故証明書が発行された事

故に対し、見舞金が支払われる制

度です。

　加入を希望する場合は、申込み

が必要です。

受付場所　市役所３階防災安全課・

天羽行政センター・峰上出張所

加入期間　９月１日㈬～

令和４年８月 31 日㈬

費用　700 円（年会費）

問防災安全課

　☎ 0439・80・1266
介護認定調査員の募集

採用予定日　８月中旬（予定）

人員　２人

資格　介護支援専門員・保健師・看護師・准看

護師・介護福祉士などのいずれかの資格と実務

経験があり、普通自動車運転免許を有する人

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）に必要事項を記入のうえ、受験資格を

証明する書類の写しを添付し、７月 21 日㈬ま

でに〒 293-8506 富津市下飯野 2443 番地富津

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☎ 0439・80・1262

東京 2020 オリンピック聖火リレー
スタッフポロシャツを希望者に配付します

�７月１日㈭に予定されていた市内での聖火リレーが中止になったため、ス

タッフが着用予定であったオリンピック聖火リレースタッフポロシャツを希

望者に配付します。

対象　市内在住者

配付物　東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム入りポロシャツ（１人１着・白）

サイズ・配付数　Ｓ（５着）・Ｍ（14 着）・Ｌ（14 着）・XL（９着）・2XL（３着）

※応募数の多いサイズは、抽選を行います。

応募方法　ハガキまたは封書に「聖火リレーポロシャツ希望」と明記のう

え、必要事項を記入し、７月 16 日㈮までに〒 293-8506 富津市下飯野 2443�

富津市役所企画課へ郵送（最終日必着）または持参（土・日を除く８:30 ～

17:15）

＜必要事項＞①郵便番号②住所③氏名④電話番号

⑤希望サイズ（Ｓ～ 2XL のいずれか１サイズ）

注意事項

・応募は１人につき１回です。

・応募内容に不備があった場合は、無効とします。

・当選の発表は、ポロシャツの発送をもって代えさ

�せていただきます。（発送は７月下旬予定）

・ポロシャツの返品または交換はできません。

・転売は禁止とします。

・�個人情報は抽選およびポロシャツの発送業務のみに利用します。

問企画課☎ 0439・80・1223
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５月30日のごみゼロ運動では、ごみ拾いや側溝清掃などへのご協力ありがとうございました。問環境保全課☎0439・80・1273、建設課☎0439・80・1298

障害状態確認届（診断書）などの手続
○障害年金を受給している全ての皆さんへ

　障害状態確認届（診断書）および障害給付額改定請求書に添付する診断

書の作成期間は３カ月です。

　このため、障害状態確認届（診断書）は、誕生月の３カ月前の月末に日

本年金機構から送付されます。

○ 20 歳前の傷病が原因で障害年金を受給している皆さんへ

　障害状態確認届（診断書）は、誕生月の３カ月前の月末に日本年金機構

から送付されます。

　また、昨年分の所得情報が不明な場合のみ、所得状況届（ハガキ）の提

出が必要なため、該当者には日本年金機構から必要書類が送付されます。

産前産後期間は保険料が免除されます

　国民年金の第１号被保険者が産前産後期間として認められた期間は、保

険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期　出産予定日の６カ月前から（出産後も申請可）

免除期間　出産予定日の前月～出産日の２カ月後（４カ月間）

※多胎の場合は、出産予定日の３カ月前～出産日の２カ月後（６カ月間）

届出場所　市役所１階市民課

年　　金 問市民課☎0439・80・1253

問国民健康保険課☎0439・80・1271国　　保

65 歳以上の介護保険料額決定通知書を７月中旬に送付します

納付方法　年金からの天引きが原則ですが、受給年金額が年額 18 万円未満の

人は納付書で納めます。

　なお、天引き対象の人でも、年度途中で 65 歳になった人や、他の市町村か

ら転入した人などは、年金からの天引きに切り替わるまで一時的に納付書で納

める場合がありますので、送付する通知書を確認してください。

　納付書で納める場合は、納め忘れのない口座振替が便利です。預貯金通帳・

通帳の届出印・納付書を持参し、金融機関で申込みをしてください。

未納の場合　未納期間に応じて保険給付に制限が生じる場合があります。

〇富津市の介護保険料（令和３～５年度）

介護保険料は、基準額 68,400 円（年額）をもとに、所得状況に応じて、12

段階に分かれます。

段階 対　象 調整率 年額保険料

１

・生活保護受給者

・�老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税

・�世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が 80 万円以下

0.30 20,520 円

２ 世帯全員が市民税非課税で、

前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が

80 万円超 120 万円以下 0.50 34,200 円

３ 120 万円超 0.70 47,880 円

４
世帯の誰かに市民税が課税さ

れているが、本人は市民税非

課税で、前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が

80 万円以下 0.90 61,560 円

５ 80 万円超 1.00
68,400 円

（基準額）

６

本人が市民税課税で、

前年の合計所得金額が

120 万円未満 1.20 82,080 円

７ 120 万円以上 210 万円未満 1.30 88,920 円

８ 210 万円以上 320 万円未満 1.50 102,600 円

９ 320 万円以上 420 万円未満 1.70 116,280 円

10 420 万円以上 520 万円未満 1.80 123,120 円

11 520 万円以上 620 万円未満 1.90 129,960 円

12 620 万円以上 2.00 136,800 円

※��老齢福祉年金は、大正５年４月１日以前に生まれて一定の要件を満たしている人

が受けている年金です。

※税制改正の影響を踏まえ、介護保険料算定用に所得の計算を行っています。

※第１～３段階は、公費によって軽減された後の金額になります。

〇介護保険負担限度額認定証を発送します

　低所得者を対象に介護保険施設やショートステイでの居住費と食費の負担軽

減を行っています。

　現在、負担限度額認定を受けている人は、７月 31 日㈯で有効期間が終了し

ます。６月に送付した申請書に必要事項を記入し、手続をしてください。

問介護福祉課☎ 0439・80・1262

◎ 18 歳以下の被保険者に係る国民健康保険税を減額します
　子育て世帯の負担軽減を図るため、18 歳以下の被保険者に係る国民健

康保険税均等割額の 30％相当額を引き続き減額します。

◎ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料額決定通知書を

　７月中旬に送付します
〇 令和３年度の制度改正

　令和３年１月１日に施行された個人所得課税の見直し（給与所得控除や

公的年金等控除から基礎控除へ 10 万円の振替など）に伴い、令和３年度

以降の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定所得基準を見直

しました。

〇国民健康保険税

減額割合 令和２年度軽減措置 令和３年度軽減措置

７割軽減 所得 33 万円以下
所得 43 万円＋ 10 万円×（給与

所得者等の数※２－１）以下

５割軽減

所得 33 万円＋ 28 万 5 千円×（被

保険者数＋特定同一世帯所属者

数※１）以下

所得 43 万円＋ 28 万 5 千円×（被

保険者数＋特定同一世帯所属者数

※１）＋ 10 万円×（給与所得者

等の数※２－１）以下

２割軽減

所得 33 万円＋ 52 万円×（被保

険者数＋特定同一世帯所属者数

※１）以下

所得 43 万円＋ 52 万円×（被保

険者数＋特定同一世帯所属者数

※１）＋ 10 万円×（給与所得者

等の数※２－１）以下

※１�後期高齢者医療の被保険者となったことにより国保の資格を喪失し、

そのときから継続して同一の世帯に属する人

※２�給与収入 55 万円超の給与所得者と公的年金等の支給（65 歳未満は 60

万円超、65 歳以上は 110 万円超）を受ける人

〇後期高齢者医療保険料

軽減割合 令和２年度軽減措置 令和３年度軽減措置

7.75 割軽減 所得 33 万円以下で７割軽減以外 ７割軽減へ変更

７割軽減

所得 33 万円以下で世帯内の被保

険者全員が年金収入 80 万円以下

（その他各種所得なし）

所得 43 万円＋ 10 万円×（給与・

年金所得者等の数※３－１）以下

５割軽減
所得 33 万円＋（28 万 5 千円×

世帯内の被保険者数）以下

所得 43 万円＋（28 万 5 千円×

世帯内の被保険者数）＋ 10 万円

×（給与・年金所得者等の数※

３－１）以下

２割軽減
所得 33 万円＋（52 万円×世帯

内の被保険者数）以下

所得 43 万円＋（52 万円×世帯

内の被保険者数）＋ 10 万円×（給

与・年金所得者等の数※３－１）

以下

※３被保険者と世帯主のうち、次のいずれかに該当する人

　・給与収入（専従者給与を除く）が 55 万円を超える。

　・�65 歳以上で公的年金収入（特別控除額 15 万円を差し引いた額）が

110 万円を超える。

　・65 歳未満で公的年金収入が 60 万円を超える。

◎新しい被保険者証を送付します 
　令和２年度被保険者証の有効期限は７月 31 日㈯までです。８月１日㈰

から有効となる被保険者証は７月中旬に送付します。

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を支給します
�新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が長期化する中で、低所得の子

育て世帯を対象に、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生

活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を支給します。

対象　①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した人のう

ち、令和３年度分の住民税均等割が非課税の人

②�平成 15 年４月２日（特別児童扶養手当の算定基礎となっている場合は平成

13 年４月２日）～令和４年２月 28 日に生まれた児童を養育する人で、次の

いずれかに該当する人

　・令和３年度分の住民税均等割が非課税の人

　・�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家計が急変

し、令和３年度分の住民税均等割が非課税の人と同水準の人

※�すでに子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受給した人は対

象外です。

申請が必要な人

・�平成 15 年４月２日～ 18 年４月１日に生まれた児童を養育している人で、令

和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給していない人

・�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家計が急変し、

令和３年度分の住民税均等割が非課税の人と同水準の人

・�令和３年４月分以降の児童手当を受給している公務員（特別児童扶養手当を除く）

申請が不要な人

・�令和３年４月分以降のいずれかの月で児童手当または特別児童扶養手当を受給した人

・令和３年４月分以降の特別児童扶養手当を受給している公務員

※手当の受取口座に振り込みます。

支給額　児童１人当たり一律５万円（支給は１回のみ）

支給手続　申請書など（市ホームページからダウンロードまたは市役所２階子

育て支援課で配布）を記入し、必要書類を添付のうえ、令和４年２月 28 日㈪ま

でに〒 293-8506 富津市下飯野 2443�富津市役所子育て支援課へ郵送または持参

※�申請内容を確認し、給付金の支給要件に該当する人には、指定口座に振り込みます。

問子育て支援課☎ 0439・80・1256



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☎0439・87・5588

(5)

予約・問健康づくり課☎0439・80・1268

７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
７日㈬
30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３年２月生まれ

７ カ 月 児 健 診 26日㈪ 令和２年12月生まれ

1 0 カ 月 児 健 診 21日㈬ 令和２年９月生まれ

１ 歳 児 健 診 27日㈫ 令和２年６月生まれ

☆１歳６カ月児健診 １日㈭
令和元年11月６日～

12月10日生まれ

２歳６カ月児健診
21日㈬
26日㈪

平成31年１月生まれ

☆印は内科・歯科の診察もあります。　※今月は３歳児健診はありません。

ふっつ広報

ご厚意ありがとうございます

社会福祉振興に

鹿島グループ　様�������1,604円

◇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㈰ 東病院 内科・外科 0439・87・0165

11 日㈰ 高本クリニック 内科・外科・小児科 0439・88・0674

18 日㈰ 鈴木内科クリニック 内科 0439・70・6111

22 日㈭ さくらクリニック 内科・外科・小児科 0439・80・1110

23 日㈮ たなかハートクリニック 内科 0439・80・1137

25 日㈰ 竹内医院 内科・外科・小児科 0439・87・0012

◇日曜日の耳鼻科当番医　受付時間　９:00～12:00

当番日 当　番　医　名 所在地 電話番号

４日㈰ 小関耳鼻咽喉科 木更津市 0438・25・1187

11 日㈰ さくま耳鼻咽喉科医院 袖ケ浦市 0438・60・2787

18 日㈰ 中原耳鼻咽喉科クリニック 木更津市 0438・36・6005

25 日㈰ かみくぼ耳鼻咽喉科 木更津市 0438・36・0002

※�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☎0439・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。

７

月

の

休

日

当

番

医

・

夜

間

急

病

診

療

所

配信情報が選べます！

防災　�地震･津波･台風･気象警

報情報･避難情報など

火災　火災の発生・鎮火情報

防犯　防犯・行方不明者情報など

環境　�光化学スモッグ・イノシ

シ駆除情報など

生活　�停電・道路・断水・JR運行

状況・イベント情報など

医療・ 健康　休日当番医・各種

健診などの日程・育児教

室・感染症情報など

その他　上記以外の緊急情報など

登録方法　QRコードを読み込む、

または「t-futtsu@sg-p.jp」

へメールをして登録

　市ホームページか

らも登録できます。

問防災安全課☎0439・80・1266

富津市安全安心メールの

登録をお願いします

レディース検診
　令和３年度から、子宮がん検診と乳がん検診を

同日に受診できるレディース検診を実施します。

予約専用電話　☎ 0439・80・1269

検診内容 対象 費用

・子宮がん検診

・乳がんエコー検診

30 歳～ 39 歳

43 歳・45 歳・47 歳

49 歳になる女性

1,800 円

・子宮がん検診

・�乳がんマンモグラ

フィ検診

40 歳～ 42 歳

44 歳・46 歳・48 歳

50 歳以上になる女性

1,700 円

　日程は「７月の健（検）診〈完全予約制〉」の表を

ご覧ください。

　詳細は市ホームページをご覧ください。

問健康づくり課☎ 0439・80・1268 佐々木 俊
としき

輝くん　令和元年７月26日生（大堀）

ごはん
おいしい♡

　新型コロナウイルス感染症対策のため、電話での完全予約制です。

予約専用電話　☎ 0439・80・1269

健（検）診名 実施日 場　所 受付時間

特定健診

若年健診

結核・肺がん検診

肝炎ウイルス検診

風しん抗体検査

２日㈮

市民会館

９:00 ～ 11:00

13:00 ～ 14:30

※ 30 分刻み４日㈰

胃がん検診

14 日㈬ 中央公民館
９:00/10:00/11:00

15 日㈭ 市民会館

20 日㈫
市役所

（バス２台で実施）
８:00/ ９:00/10:00

レディース検診

（子宮がん＋乳がんのセット）
19 日㈪ 市役所

９:00/10:00/11:00

13:00/14:00/15:00

　詳細は市ホームページをご覧ください。

問健康づくり課☎ 0439・80・1268、特定健康診査は☎ 0439・80・1265

７月の健（検）診〈完全予約制〉

無料クーポン券でがん検診を受けましょう

　特定の年齢に達した女性に、子宮頸がん検診・乳がん検診

を無料で受けることができる「がん検診無料クーポン券」を

送付しました。詳細は同封の案内をご覧ください。

対象　次に該当し、令和３年４月 20 日時点で市内に住民登録

がある人

※令和３年４月 21 日以降に転入した人は連絡してください。

検診名 生年月日 受診方法 検診内容

子宮頸

がん検診

平成 12 年４月２日～

13 年４月１日

（令和３年度に 21 歳になる人）個別検診

または

集団検診

問診・細胞診

乳がん

検診

昭和 55 年４月２日～

56 年４月１日

（令和３年度に 41 歳になる人）

問診・マンモ

グラフィ検査

クーポン有効期限　12 月 31 日㈮

問健康づくり課☎ 0439・80・1268

成人歯科健康診査を実施します
対象　市内に住所があり、受診を希望し、次の①・②に該当する人

①年度内に 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳となる人

＜対象者の生年月日＞昭和 56 年４月２日～ 57 年４月１日（40 歳）

　　　　　　　　　　　46 年４月２日～ 47 年４月１日（50 歳）

　　　　　　　　　　　36 年４月２日～ 37 年４月１日（60 歳）

　　　　　　　　　　　26 年４月２日～ 27 年４月１日（70 歳）

②�総入れ歯でない人、治療中でない人、４月～６月に歯周病検診を受診して

いない人

実施期間・回数　12 月 31 日㈮までに１人１回

実施場所　市内協力歯科医院（詳細はハガキをご覧ください。）

費用　500 円（生活保護世帯は無料）

受診方法

・�７月１日㈭までに対象者にハガキを送付しますので、記載されている協力

医療機関へ直接予約をしてください。

・健診当日はハガキと健康保険証を医療機関へ提示してください。

・�健診結果は医療機関から説明を受けてください。

・��生活保護受給世帯の人は、市役所２階社会福祉課で「医療券」を受け取り、

医療機関へ提示してください。

問健康づくり課☎ 0439・80・1268

ごみの野焼きはやめましょう
　ごみを焼却することは、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」で原則、禁止されています。

　法律に違反して焼却した場合、５年以下の懲

役もしくは１千万円以下の罰金、または両方が

科せられます。

　ごみを燃やすと、大量の煙や臭いが発生し、

近隣住民の生活環境に支障をきたし、トラブル

の原因となる可能性があります。

　ごみは、燃やさずにごみ分別ガイドブックに

従い、ルールを守ってごみステーションに出す

か、環境センターへ直接搬入しましょう。

問環境保全課☎ 0439・80・1273

　環境センター☎ 0439・37・2020

熱中症警戒アラートを活用しましょう！
　熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予

想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。

　発表されている日は、次の予防行動を積極的にとりましょう。

・外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。

・熱中症のリスクが高い高齢者、子どもに声かけをしましょう。

・原則、外での運動は中止・延期しましょう。

・暑さ指数（WBGT）を確認しましょう。

・普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう。

　詳細は、環境省ホームページ（HPhttps://www.wb

gt.env.go.jp/）をご覧ください。

問健康づくり課☎ 0439・80・1268



各　　　種　　　相　　　談
相談名 ７月 ８月 場　所 時　間 問

人権・行政相談

７日㈬ ４日㈬ 市役所 13:00～16:00
※木・金曜日

は予約制

市民課
☎0439・
80・1252

８日㈭ ５日㈭ 中央公民館

９日㈮ ６日㈮ 市民会館

結婚相談 火曜日

市役所

13:00～16:00

子育ての話何で
も聴きます窓口

月～金
８:30～17:15
（電話可）

福祉の窓口課
☎0439・
80・1221

児童家庭相談 月・木

９:00～16:00
（電話可）

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
13日㈫
27日㈫

10日㈫
24日㈫

10:00～15:00
商工観光課
☎0439・
80・1287

交通事故相談 12日㈪ 10日㈫ 市役所
10:00～15:00
（予約制）

防災安全課
☎0439・
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
９:00～16:00

同センター
☎0439・
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
☎0439・
65・2772

ふれあい相談 問社会福祉協議会☎0439・87・9611

相談名 ７月 ８月 場　所 時　間 相談方法 相談員

法律相談
２日㈮
16日㈮

６日㈮
20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。

　７月・８月の相談 ※祝日を除く

市税は口座振替が便利です。手続は金融機関の窓口でできます。問納税課☎0439・80・1246

税などの納付に関するお知らせ
〇納期が近いもの
　固定資産税　　　　　　２期
　国民健康保険税　　　　１期
　後期高齢者医療保険料　１期
　介護保険料　　　　　　１期
納期限　８月２日㈪
○夜間納付窓口・納付相談
　日時　７月 29 日㈭・30 日㈮
　　　　20:00 まで
　場所・問　　　
・市税　市役所１階納税課
�☎ 0439・80・1246
・保育料（７月 30 日㈮のみ）
�市役所２階子育て支援課
�☎ 0439・80・1312

○ インターネットサービスを使っ
た納付方法

　スマートフォンアプリ「LINE�
Pay」「Pay�Pay」を利用して、納付
書に記載されているバーコードを
読み取るだけで、24 時間いつでも
どこでも市税の納付ができます。
　また、パソコンまたはスマート
フォンから「Yahoo! 公金支払い」
サイトを利用して、クレジットカー
ドで 24 時間市税の納付ができます。
「一括」「分割」「リボ払い」から支
払方法を選択できます。
　対象税目は、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）です。
問納税課☎ 0439・80・1246

今月の消費生活情報
不動産投資のトラブルも

　「今後価格が値上がりする」「家賃収入が老

後の資金になる」などと言って勧誘する、不

動産の投資に関するトラブルが起きています。

　近年では、特に投資用マンションに関するト

ラブルが若者の間で増加しています。例えば、

事業者に呼び出され、契約するまで帰らせても

らえずに高額な契約をしてしまったケースや、

家賃収入を保証すると説明されたが、実際は保

証に期限があり、収支が赤字となってローンの

返済が困難になるケースなどがみられます。

　勧誘時には利益を得られることを強調する

一方で、マンション価格下落や家賃収入の減

少などのリスクについては説明が不足してい

る場合があるため、注意が必要です。

　不動産投資にはリスクがあり、必ずもうか

るわけではありません。トラブルにあわない

ために、価格は適正か、将来の家賃収入、ロー

ン返済額などの様々な要素を考えて、慎重に

判断しましょう。

　また、クーリング・オフなどができる場合

もあるので、不安な場合やトラブルになった

場合には、消費生活相談をご利用ください。

問商工観光課☎0439・80・1287

(6)ふっつ広報

くらしのひろば 問問い合わせ先 ☎電話番号 FAXファックス番号 HPホームページアドレス

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　７月 14 日㈬（要申込）

������10:00 ～ 12:00

　　　13:00 ～ 15:00

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

お知らせ

全国安全週間

期間　７月１日㈭～７日㈬

　全国安全週間は、職場での安全意

識の高揚と安全活動の定着を図るこ

とを目的に実施されています。今年

のスローガンは「持続可能な安全管

理　未来へつなぐ安全職場」です。

　働く高齢者の増加などによる就業

構造の変化や、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴う社会情勢の

変化などに対応し、将来を見据えた

持続可能な安全管理を進めるようお

願いします。

　詳細は、厚生労働省ホームページ

をご覧になるか、千葉労働局健康安

全課または最寄りの労働基準監督署

へ問い合わせください。

問千葉労働局健康安全課

　☎ 043・221・4312

HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_17450.html

夏の事故ゼロキャンペーン

期間　７月 16 日㈮～８月 31 日㈫

海浜事故「ゼロ」を目指して

〇�遊泳する場合は開設されている海

水浴場を選ぶ。

※�今年度、富津市内の海水浴場は開

設しません。

〇酒を飲んだら海に入らない。

〇釣り・スノーケリングをするとき

　はライフジャケットを着用する。

〇立入禁止場所に侵入しない。

船舶事故「ゼロ」を目指して

〇常時、適切な見張りを行う。

〇発航前の点検を実施する。

〇無理のない航海計画を策定する。

〇最新の気象・海象状況を入手する。

○�エンジンの故障時に備え、助けて

くれる仲間を確保する。

〇�専門業者による定期的なメンテナ

ンスを行う。

　海の安全情報（HPhttps://www6.ka

iho.mlit.go.jp/）もご覧ください。

問木更津海上保安署

　☎ 0438・30・0118

水難事故に気をつけましょう

　湊川取水場の取水堰、君津市の

豊英ダム・郡ダム・人見浄水場の取

水堰は、水際から水深が急に深く

なっています。

　大変危険ですので、絶対に立ち入

らないでください。

　水難事故などの防止に皆さんのご

協力をお願いします。

問君津工業用水道事務所

　☎ 0439・87・8185

　７月～９月は、気温が高くなり、熱中症の危険性が高まることが予想さ

れます。この時期にスポーツをする場合は、熱中症に細心の注意を払うこ

とが大切です。

　近年増加している熱中症による事故を未然に防ぐための予

防や対策を市ホームページで紹介していますので、日常生活

やスポーツをするときに、ぜひ役立ててください。

問生涯学習課☎ 0439・80・1344

スポーツをするときは熱中症に注意しましょう
　



催し・講習

第二海堡上陸見学会

日時　８月６日㈮・11 日㈬・28 日㈯

　　　８:05 集合～ 11:15 解散

場所　富津港（新富）

内容　2019 年に一般旅行者の立ち

入りができるようになった、東京

湾の真ん中に浮かぶ人工島「第二

海
かいほう

堡」を、ガイドによる工夫を凝ら

した個性的な案内で見学します。

持ち物　誓約書（申込後にメールで

送付）・歩きやすい靴・カッパ（雨

傘使用不可）・マスク・酔い止め薬（必

要な人）・帽子（日傘使用不可）

定員　各日 50 人（要予約）

費用　10,900 円（税込み）

参加条件　自力で１時間以上歩行で

きる健脚な人（杖をついての歩行や

介助が必要な人、未就学児は参加で

きません。）

※�小学生が参加する場合は成人の同

伴が必要です。

※�船酔いが激しい人の参加はご遠慮

ください。

申込方法　ウェブサイト「ドラぷら

の旅」から申込みください。

※電話・FAX での申込不可

※詳細はホームページをご覧ください。

問東日本高速道路

　株式会社東京営業所

　☎ 03・3431・1560　　
HP https://opt.jtb.co.jp/kokunai_

opt/p/p1060889/?affiliate=dorapla

スポーツ施設７月行事予定
臨海野球場（NIPPON STEEL 野球場）  
４日㈰・18 日㈰　日本製鉄旗争奪少年野球大会
10 日㈯・11 日㈰　君津支部中学校総合体育大会（野球の部）
25 日㈰・31 日㈯　千葉県壮年軟式野球大会
陸上競技場（NIPPON STEEL 陸上競技場）  
３日㈯　ふれあいジュニア陸上教室
10 日㈯・11 日㈰　君津・木袖支部中学校総合体育大会（陸上の部）
10 日㈯・11 日㈰・17 日㈯・18 日㈰・20 日㈫　

　　　�君津支部中学校総合体育大会（サッカーの部）
23 日㈮・24 日㈯　フジノ杯争奪ジュニアサッカー選手権大会
球技広場  
４日㈰・11 日㈰・18 日㈰　日本製鉄旗争奪少年野球大会
少年サッカー場  
10 日㈯・11 日㈰・17 日㈯・18 日㈰・20 日㈫　

君津支部中学校総合体育大会（サッカーの部）
23 日㈮・24 日㈯　フジノ杯争奪ジュニアサッカー選手権大会
運動場広場  
17 日㈯　ふれあいジュニア陸上教室
多目的広場・芝生広場  
11 日㈰　FTS 杯争奪スポーツ大会
ふれあいテニスコート  
４日㈰　君津市クラブ対抗テニス大会
10 日㈯・17 日㈯　君津支部中学校総合体育大会（テニスの部）
総合社会体育館  
３日㈯　富津市 PTA バレーボール大会
17 日㈯・24 日㈯・31 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㈰　スポーツ少年団小学生バレーボール夏季交流大会兼関東大会県予選
６日㈫・13 日㈫　健康なぎなた教室
10 日㈯　君津支部中学校総合体育大会（バスケットボールの部）
17日㈯・18日㈰　君津支部中学校総合体育大会（バレーボールの部）
20日㈫・21日㈬　君津支部中学校総合体育大会（バドミントンの部）
22 日㈭　富津市バドミントン Aリーグ（Cリーグ）大会
23 日㈮　富津市バドミントン Bリーグ大会
24 日㈯　スポーツ少年団小学生バレーボールなでしこ交流会
25 日㈰　三枝杯卓球大会
27 日㈫・28 日㈬　千葉県高等学校内房卓球選手権大会
新富運動広場  
23 日㈮・24 日㈯　フジノ杯争奪ジュニアサッカー選手権大会
浅間山運動公園  
４日㈰・11 日㈰　富津市民野球春季大会
18 日㈰　君津支部中学校総合体育大会（野球の部）
24 日㈯・25 日㈰　千葉県壮年軟式野球大会
※天候などにより日程が変更になる場合があります。
問管理事務所☎0439・87・4205�HPhttp://www.fureai-kouen.com/

Go　To マリコ　　　　林　真理子／著

あしたの官僚　　　　　　　周
しゅう

木
き

　律／著

田舎のポルシェ　　　　　篠田　節子／著

新謎解きはディナーのあとで	

東
ひがしがわ

川　篤
と く や

哉／著

小
こ ふ く

福ときどき災難　　　　群　ようこ／著

どうしても頑張れない人たち　ケーキの切

れない非行少年たち　２（新潮新書）	

宮口　幸治／著

花
か か

下に舞う（「弥
み ろ く

勒」シリーズ 10）	

あさの　あつこ／著

*	これが鳥獣戯画でござる（小学館あーと

ぶっく）　　　　　結城　昌子／構成・文

* ノラネコぐんだんと金色の魔法使い	

工藤　ノリコ／著

*	富士山のまりも　夏休み自由研究 50 年

			後の大発見（たくさんのふしぎ傑作集）

亀田　良
よし

成
しげ

／文　斉藤　俊行／絵

（＊印は児童向け図書）

今 月 の 新 着 図 書（抜粋）

ステーション名 ７月 ８月 停車時間
関豊ふれあいシニア館

13日㈫
27日㈫

３日㈫
17日㈫
24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㈭
20日㈫

10日㈫
26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

吉野小学校
１日㈭
15日㈭
29日㈭

５日㈭
19日㈭

10:05～10:35

富津小学校 12:35～13:05

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☎0439・80・1345さ く ら 号

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。

７月の移動交番 問富津警察署☎0439・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・29
JR大貫駅 ８
JR上総湊駅 13 ２ 16
古墳の里ふれあい館 20
おどや富津店 19
マザー牧場 13
東京湾フェリー ８・16
富津公園 ６・29
クリエイトSD富津青木店 19
富津市役所 12 ５

※�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 5,357 27 -18

物件事故件数 - 418 +24

死　　　　者 50 1 ±0

負 　傷　 者 6,358 33 -23

�令和３年１月～５月の合計（前年比は富津市）

(7) ふっつ広報

問問い合わせ先 ☎電話番号 FAXファックス番号 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。

保育 de 就職！＠千葉
保育のしごと就職フェスタ

日時　９月 11 日㈯ 13:00 ～ 16:00

　　　（就職面談会 12:30 ～）

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）

費用　無料（予約不要）

※履歴書は不要です。

問 （福）千葉県社会福祉協議会千葉県

福祉人材センター内ちば保育士・

保育所支援センター

　☎ 043・222・2668

HPhttps://www.chibahoiku.net/

募　　集

自衛官

○航空学生

対象　海上自衛隊：高等学校を卒業

した（令和４年３月までに卒業見込

みの人を含む）23 歳未満の人

航空自衛隊：高等学校を卒業した（令

和４年３月までに卒業見込みの人を

含む）21 歳未満の人

申込期限　９月９日㈭

試験日　９月 20 日㈪

　　　　�（３次試験まであり）

○一般曹候補生

対象　18 歳以上 33 歳未満

申込期限　９月６日㈪

試験日　９月 16 日㈭～ 19 日㈰のい

ずれか１日（２次試験まであり）

○自衛官候補生　　　

対象　18 歳以上 33 歳未満

※詳細は問い合わせください。

申込み・問自衛隊千葉地方協力本

部木更津地域事務所☎ 0438・23・

5734

かずさ水道広域連合企業団職員

採用予定日　令和４年４月１日

〇上級一般事務 若干名

対象　次のいずれかに該当する人

①�昭和 61 年４月２日～平成 12 年４月

１日に生まれた人（学歴を問わない）

②�平成 12 年４月２日以降に生まれ、

学校教育法に基づく大学（短期大学

を除く）を卒業した人（令和４年３

月までに卒業見込みの人を含む）

〇上級土木 若干名

対象　昭和 61 年４月２日以降に生

まれ、学校教育法に基づく大学（短

期大学を除く）で土木に関する課程

を専攻して卒業した人（令和４年３

月までに卒業見込みの人を含む）

〇上級土木（経験者）若干名

対象　次の全ての要件を満たす人

①�昭和 51 年４月２日～ 61 年４月１

日に生まれ、学校教育法に基づく

学校で土木に関する課程を専攻し

て卒業した人

②�民間企業や官公庁などでの土木関

係の設計または施工管理などの職

務経験が平成 23年４月１日～令和

３年３月 31 日に６年以上ある人

〇上級機械・上級電気 若干名

対象　昭和 61 年４月２日以降に生ま

れ、学校教育法に基づく大学（短期大

学を除く）で機械または電気に関する

課程を専攻して卒業した人（令和４年

３月までに卒業見込みの人を含む）

〇初級土木 若干名

対象　平成 12 年４月２日～ 16 年４

月１日に生まれ、学校教育法に基づ

く学校で土木に関する課程を専攻し

て卒業した人（令和４年３月までに

卒業見込みの人を含む）

申込期間　７月 26日㈪～８月 10日㈫

試験日　９月 19 日㈰

試験場所　同企業団（木更津市潮見

2-8）（予定）

問�かずさ水道広域連合企業団

　総務企画課☎ 0438・25・1621

相　　談

わが家の耐震相談会　

日時　７月 25 日㈰９:00 ～ 12:00

　　　（１組約１時間）

場所　市役所４階 404 会議室

対象となる建築物　市民である所有

者自らが居住する、平成 12 年５月

31 日以前に在来工法で建築された

木造２階建て以下の一戸建ての住宅

耐震相談を受ける人へ　

　相談会はパソコンソフトによる簡

易診断で、建物を見たうえでの診断で

はありませんので、住宅の間取りが分

かる図面や写真を持参してください。

　その他に、耐震診断士を派遣して

行う「木造住宅耐震診断事業」、耐

震改修工事や耐震改修工事とあわせ

て行うリフォーム工事費用の一部を

補助する「木造住宅耐震改修事業」

を行っています。

　詳細は問い合わせください。

申込み・問７月 15 日㈭までに都市

政策課☎ 0439・80・1306

結婚相談

　結婚を希望する人へ紹介や相談な

どの支援をします。ご縁を探してみ

ませんか？

　女性の登録もお待ちしています！　

日時　毎週火曜日 13:00 ～ 16:00

場所　市役所１階第１市民相談室

費用　無料

※�詳細は市ホームページをご覧ください。

問市民課☎ 0439・80・1252
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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!

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⑪

　これは、花香谷の妙勝寺にあるお墓です。幕末の水戸

藩で活動したとある派閥の人たちの墓なのですが、それ

は何でしょう。（大河ドラマにも登場していました。）

①河童党

②天狗党

③赤鬼党

④水戸なっ党

６月号の正解は、

①富津公民館でした。

問生涯学習課☎ 0439・80・1342

正解は↓

～令和３年９月市制施行 50 周年～

集団接種会場でのワクチン接種の流れ

①　事前に接種予約
接種券（クーポン券）を手元に用意し、

予約をしてください。

予約方法は１ページをご覧ください。

②　受付
接種券・本人確認書類・記入済みの予診票・

お薬手帳など（持っている人）を持参し

てください。

③　予診票の確認
保健師や看護師などが予診票に記入漏れ

がないか確認します。

④　医師による問診
医師の判断により、当日接種ができない

場合があります。

⑤　ワクチンの接種
医師の指示のもと看護師が接種を行います。

すぐに肩を出せる服装でお越しください。

⑥　接種済証の発行
係員が接種日・ワクチンの種類などを記

載した接種済証を作成します。

⑦　接種後経過観察
副反応が発生しないか確認するため、15

分間（基礎疾患などがある人は 30 分間）

お待ちください。

⑧　接種終了
予診票を係員に渡して帰宅してください。

接種券は２回目の接種でも使用しますの

で、大切に保管してください。

接種の流れを確認してから会場

へお越しください


