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2020年東京オリンピック・パラリンピック
山武市はスリランカのホストタウン、キャンプ地です。
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2020年に向けた
　　　　　ラストラン！
　青森から東京まで東日本大震災
の被災地を縦断する「未来（あし
た）への道1000km縦断リレー
2019」が山武市内で中継されゴー
ルを目指し市内を駆け抜けました。
� （８月６日）
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国の経済対策の一環として、消費税率引き上げによる影響を緩和し、市内での消費拡大を目的として、プレ
ミアム付商品券を販売します。

寄附金の運用状況
　お寄せいただいた寄附金は、「ふるさとさんむ応援基金」・「東京オリンピック・パラリンピック記念基金」に積み立てまし
た。また、積み立てていた「ふるさとさんむ応援基金」の一部を取り崩し、「環境保護に関する事業」の一環として、日向の森
にバイオマストイレを設置する事業に活用させていただきました。
　平成30年度末の「ふるさとさんむ応援基金」の残高は42,870,086円、「東京オリンピック・パラリンピック記念基金」
の残高は16,321,401円となっております。
「ふるさとさんむ応援寄附金」をより多くの人に知っていただくために、市外にお住まいの親戚や知人の皆さんへのPRに
ご協力をお願いします。

※�配偶者等からの暴力を理由に市に避難されている方、虐待等による入所措置等により平成31年1月1日時点で市に住民票を有する
方は扶養関係にかかわらず対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。
※プレミアム付商品券に関連した”特殊詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

住民税が非課税の方 3歳未満のお子さまがいる世帯の世帯主の方

対　象

　平成31年（2019年）1月1日時点で、市に
住民票を有する方で、かつ、平成31年度分の
住民税が非課税の方または住民税を免除され
た方。
※�住民税が課税されている方の扶養親族等、生
活保護受給者の方は対象外です。

　令和元年（2019年）6月1日時点で市に住民
票を有する方で、平成28年（2016年）4月2
日から令和元年（2019年）9月30日までに生
まれたお子さまがいる世帯の世帯主の方。
※�令和元年（2019年）6月2日以降で、令和元
年6月2日～9月30日までに生まれたお子
さまがいる世帯の世帯主の方も順次対象と
なります。

販売期間 令和元年（2019年）10月１日～令和２年（2020年）１月31日
使用可能期間 令和元年（2019年）10月１日～令和２年（2020年）２月29日
販売価格 1冊5000円分の商品券を4000円で販売
購入制限 1人5冊（25000円分）まで 5冊（25000円分）×対象児童数まで

購入方法

① �対象となる方には7月に「山武市プレミアム
付商品券購入引換券交付申請書」（以下、「購
入引換券交付申請書」）を送付しております
ので、ご確認ください。

② �「購入引換券交付申請書」に必要事項を記載
のうえ、12月2日までに申請を行ってくだ
さい。

③ �申請された方には「山武市プレミアム付商品
券購入引換券」（以下、「購入引換券」）を送
付します（9月下旬以降、順次発送予定）。

④ �お近くの郵便局窓口にて、「購入引換券」に
購入代金を添えてご購入ください。

① �対象となる方には「山武市プレミアム付商品
券購入引換券」（以下、「購入引換券」）を送
付します（9月下旬以降、順次発送予定）。

② �お近くの郵便局窓口にて、「購入引換券」に
購入代金を添えてご購入ください。

取扱店 　商品券が使用できる店舗については「購入引換券」に同封する取扱店一覧をご覧ください（市役
所や商工会でもご覧いただけます）。また、取扱店にはのぼり旗、ステッカーを掲示します。

お問い合わせ
・

受付窓口

プレミアム付商品券申請窓口
（山武市役所３階第３会議室）
☎0475（53）3733
受付時間　午前9時～午後4時
　　　　　（土・日・祝日は除きます）

子育て支援課

☎0475（80）2631
受付時間　�午前8時30分～午後5時15分� �

（土・日・祝日は除きます）

山武市プレミアム付商品券を販売します

「ふるさとさんむ応援寄附金」の平成30年度運用状況
　ふるさとさんむ応援寄附条例第６条の規定により、平成30年度の寄附金の受け入れ状況ならびに運用状況について公表い
たします。
寄附の概要
　平成30年度は、619件、合計10,741,000円の寄附をいただきました。詳細については、下表を参照してください。
寄附金の受け入れ状況

T　企画政策課　☎0475（80）1131

項　　　目 金　　額 件数
①環境保護に関する事業 2,840,000円 176件
②地域教育力の向上に関する事業 1,155,000円 85件
③ 地域医療に関する事業 1,380,000円 97件
④東京オリンピック・パラリンピック記念事業、
　スリランカ国ホストタウン関連事業 550,000円 38件

⑤その他目的達成のために市長が必要と認める事業 4,816,000円 223件
合　　　計 10,741,000円 619件 バイオマストイレ
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T　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室　☎0475（80）1633

T　教育総務課　☎0475（80）1431

山武市オリ・パラプロジェクト「オドルパプリカ」

世界記録可視化事業　「韋駄天に挑戦」

「オドルパプリカ」は山武市出身のダンサー菅原小春さんが振り付けを担当した
「パプリカ」のダンスを通じてオリンピック・パラリンピックを応援するために
市が始めた取り組みです。
10月 13日の市民体育祭のアトラクションの１つとして「パプリカ」を踊りま
せんか？各種団体や企業での参加も大歓迎！
「パプリカ」の曲やダンスを見るには 検索 � ＮＨＫ　パプリカ

　2008年の北京オリンピック4×100ｍリレーで銀メダルを獲得した塚
つか

原
はら

直
なお

貴
き

氏が市民体育祭に参加しま
す。オリンピアンの走りを肌で感じてみませんか。
参加予定種目　№３　35歳以上男子70ｍ競走
　　　　　　　№７　18歳以上男子100ｍ競走（高校生は除く）
　　　　　　　№20　「韋駄天に挑戦」（18歳以上男子・女子混合100ｍ競走）
※競技終了後、午後12：20分頃から握手会・サイン会を開催します。
＜雨天により体育祭が中止となった場合＞
　10月13日㈰午前10時から成東東中学校体育館にて塚原氏による講演会を
開催します。
　オリンピック出場時の体験談や、走り方の基本や早く走るこつなど実技を通
して解説していただきます。

期　日　10月13日㈰　※雨天中止　　場　所　山武市成東総合運動公園陸上競技場

☆の種目については当日オープン参加できます。
※スパイクの使用は禁止です。駐車場が少ないため、なるべく乗り合わせでご来場ください。
T　スポーツ振興課　　☎0475（80）1461

第13回山武市民体育祭
№ 予定時刻 種　　　　　　　　目 対　象

8:30 開会式
1 9:15 小学生男子（３年生以下）７０ｍ競走 支部代表
2 9:19 小学生女子（３年生以下）７０ｍ競走 支部代表

 3 9:23 ３５歳以上男子７０ｍ競走 支部代表
 4 9:27 小学生男子（４年生以上）１００ｍ競走 支部代表

5 9:31 小学生女子（４年生以上）１００ｍ競走 支部代表
☆

6 9:35
中学生男子100ｍ競走

オープン
☆ 中学生女子100ｍ競走

7 9:41 18歳以上男子１００ｍ競走（高校生は除く） 支部代表
8 9:45 35歳以上女子７０ｍ借り物競走 支部代表
9 9:49 二人三脚リレー 支部代表
10 9:59 玉入れ 支部代表
11 10:23 松の廊下リレー 支部代表
12 10:31 支部対抗小学生綱引き（１回戦） 支部代表
13 10:48 支部対抗綱引き（１回戦） 支部代表
14 11:05 支部対抗リレー女子予選 支部代表
15 11:15 支部対抗リレー男子予選 支部代表
16 11:25 親子で大玉ころがしリレー 支部代表

№ 予定時刻 種　　　　　　　　目 対　象
17 11:30 みんなでジャンプ 支部代表

☆ 18 11:43 飛び入りマラソン オープン
☆ 19 11:53 親子でなかよく（幼児と保護者） オープン

20 12:00 世界記録可視化事業「韋駄天に挑戦」
（18歳以上男子・女子混合100m競走）

21 12:10 アトラクション（のぎくプラザ吹奏楽団・オドルパプリカ）
22 13:00 百足競走 支部代表
23 13:10 パン食い競走（小学生） 支部代表
24 13:20 パン食い競走（30歳以上） 支部代表
25 13:30 意のままにならず 支部代表
26 13:40 おたまリレー 支部代表
27 13:50 支部対抗小学生綱引き（準々決勝・準決勝・決勝） 支部代表
28 14:10 支部対抗綱引き（準々決勝・準決勝・決勝） 支部代表
29 14:30 支部対抗リレー女子順位決定戦(７位～12位) 支部代表
30 14:40 支部対抗リレー男子順位決定戦(７位～12位) 支部代表
31 14:50 支部対抗リレー女子決勝 予選通過支部
32 15:00 支部対抗リレー男子決勝 予選通過支部
33 15:10 場内クリーン大作戦 参加者全員

15:30 閉会式


