
貯水槽管理者の皆さんへ

休業による賃金の一部を補助

育英資金の貸し付け

日曜朝市お客様感謝サービス

育成医療の窓口が変わります

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で行

われている日曜朝市では、４月７日に

花苗のサービス、４月21日の春の感謝

祭は豚汁のサービスを行います。ぜひ

ご来場ください。

時間…７時30分～（30分程度）

※４月21日から７時開始になります。

 問産業振興課農政班☎73－0089

募集期間…４月２日（火）～ 22日（月）

採用予定数…【男子Ａ（大学卒業また

は卒業見込み）】215人程度【女子Ａ（大

学卒業または卒業見込み）】40人程度

【男子Ｂ（男子Ａ以外）】25人程度【女子

Ｂ（女 子Ａ以 外）】10人 程 度　申 し 込

み・問い合わせ…匝瑳警察署☎72－

0110

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報

週末は
何かがある！

里山ハイキング里山ハイキング里山ハイキング

タケノコ掘り体験タケノコ掘り体験タケノコ掘り体験

　市では、景気の変動などによる企業

収益の悪化から事業縮小を余儀なくさ

れた中小企業主が、国の「雇用調整助

成金」制度を活用し従業員を一時的に

休業させた場合に、休業に係る賃金の

一部を補助します。

対象者…市内で１年以上事業所を有す

る中小企業主（市外に立地する事業所

などは除く）　対象事業…国の雇用調

整助成金への追加支援　補助率…雇用

調整助成金交付決定額の10％相当

 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　専用水道・簡易専用水道・小規模専

用水道・小規模簡易専用水道に関して

これまで八日市場地域保健センターに

申請・届け出などをしていただいてい

ましたが、水道法の一部改正および千

葉県小規模水道条例の改正により、当

該水道に係る事務は平成25年度から水

道施設が所在する「市」が行うことと

なりました。４月１日以降は、当該水

道に係る申請・届け出および相談につ

いては、下記までお願いします。

 問環境生活課環境班☎73－0088

　育成医療の申請窓口が４月１日（月）

より「海匝健康福祉センター（海匝保

健所）」から「市役所福祉課」に変わり

ます。育成医療とは、身体に障害のあ

る18歳未満の人に対し、生活の能力を

得るために必要な医療の給付を行うも

のです。なお、申請の内容によっては、

４月以降であっても海匝健康福祉セン

ターが窓口となる場合があります。詳

しくは下記までお問合わせください。

 問福祉課保護班☎73－0096

　未熟児養育医療は、入院などを必要

とする未熟児に対し、養育に必要な医

療の給付を行う制度です。

　これまで、海匝健康福祉センター

（海匝保健所）が申請窓口でしたが、

４月１日（月）から健康管理課（匝瑳

市保健センター内）に変わります。詳

しくは下記までお問い合わせください。

 問健康管理課☎73－1200

ライフサポートファイル
「あゆみ」配布対象拡大

平成24・25年度匝瑳市競争入札
参加資格審査申請の受け付け

未熟児養育医療
申請窓口が変わります

日時…４月７日（日）10時出発　※雨

天中止　内容…桜を眺めながらのどか

な里山を歩くコース　距離…往復約10

㎞　持ち物…ゴミ袋、雨具、レジャー

シートなど　昼食…汁物のサービスあ

り　参加費…無料　募集人員…先着

100人　申込期限…４月６日（土）

※里山を歩きますので、ハイキングに

適した服装で参加してください。

日時…４月28日（日）10時～ 13時　場

所…ふれあいパーク八日市場、市内竹

林　持ち物…軍手、長靴　参加費…大

人1,000円、小学生以下500円（タケノ

コご飯とみそ汁付き）※掘ったタケノ

コは持ち帰りできます（制限あり）　

募集人員…先着30人　申し込み…４月

27日（土）までに、住所、氏名、年齢、

連絡先を下記まで

※花・植木見本園では春を迎え樹種を

充実させました。また、きれいな花を

咲かせる花苗も多数そろえました。

問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

　市では、平成24・25年度入札参加資

格審査申請を、県電子自治体共同運営

協議会が運営する「ちば電子調達シス

テム」を利用して受け付けします（す

でに、平成24・25年度入札参加資格者

名簿登録を受けている場合は、申請は

不要です）。申請手続きには、インター

ネットに接続できるパソコン、プリン

タが必要です。この名簿への登録希望

者は、４月１日（月）から11月18日（月）

までの間にあらかじめマニュアルなど

を熟読されてから、「ちば電子調達シス

テム」により申請を行い、申請書類を

県電子自治体共同運営協議会の共同受

付窓口へ提出してください（市役所の

窓口では受け付けできませんのでご注

意ください）。なお、名簿登録は申請

が受理され、審査が完了した日の翌月

以降となります。詳しくは市ホーム

ページをご覧ください。

共同受付窓口のあて先…〒260－0013

千葉市中央区中央４－13－28新都市ビ

ル８階　千葉県電子自治体共同運営協

議会

 問財政課管財班☎73－0085

　障害などで特別な支援が必要な人の

成育歴やケアの仕方を、乳幼児期から

成人期に至るまで継続して記録・整理

できる記録ノート「ライフサポート

ファイルあゆみ」の配布対象を拡大し

ます。これまでの「特別な支援が必要

な18歳未満の人（希望者）」から年齢制

限を無くし、「特別な支援が必要な人

（希望者）」とします。詳しくは下記ま

でお問い合わせください。

配布場所…福祉課、健康管理課、学校

教育課

 問福祉課保護班☎73－0096

　市では、経済的な理由などにより修

学が困難な高校生以上の学生に対し、

育英資金の貸し付けを行っています。

受付期間…４月１日（月）～５月15日

（水）　※詳しくは市ホームページ、ま

たは下記へお問い合わせください。

 問学校教育課学務班☎73－0094

千葉県警察官募集（第１回）
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　市では、少子化対策の一環として、

子育てに係る経済的負担の軽減を図る

ため、保育所に続き４月から幼稚園で

も18歳未満の子どもが３人以上いる家

庭の第３子以降の保育料を無料となる

よう助成します。

 問学校教育課学務班☎73－0094

　昭和56年５月31日以前に建築された

木造住宅の耐震診断に対し４万円を上

限に費用の２分の１を補助します。

　耐震診断の結果、耐震強度不足と

なった木造住宅を現在の耐震基準まで

向上させるための耐震改修工事にも40

万円を上限に工事費の３分の１を補助

します。いずれも、診断、着工前に申

請が必要です。詳しくは下記までお問

い合わせください。

 問都市整備課管理班☎73－0091

日時…５月５日（日）受付開始７時50

分、試合開始８時20分（雨天の場合の

実施判断は会場にて）　場所…東総運

動場テニスコート　種目…男子ダブル

ス、女子ダブルス　参加費… 2,000円

（ペア）　主催…匝瑳市テニス協会　申

し込み…先着各24組。メールで下記ま

で（ペアの氏名、所属、連絡先を明記

のこと）

問市テニス協会事務局・太田

 メールtennisboy555@docomo.ne.jp

対象…小学３年生～中学生　期間…５

月11日（土）～平成26年２月16日（日）

※活動は原則として第１・第３・第４ 

日曜日　場所…八匝少年少女発明クラ

ブ教室（八二中近隣）　費用…教材費

年間5,000円程度　募集人数… 40人　

活動内容…基礎工作、アイディア工作、

応用工作、移動教室、県発明考案展へ

の応募など　申込方法…４月中旬に各

学校から配布される申込書を利用

 問生涯学習課生涯学習室☎67－1266

　子どもが健やかに成長するためには

安定した家庭環境の中で温かい愛情が

必要です。親の病気や離婚などさまざ

まな事情により家庭的な温もりを求め

ている子どもを家族として迎え入れ、

愛情と誠意をもって親身になって育て

てくださる人（里親）を求めています。

 問銚子児童相談所☎0479－23－0076

　２月に実施した学校給食に使用する

食材の放射性物質検査の結果は不検出

（検出下限値以下）でした。詳しくは

学校給食センターまたは市ホームペー

ジで確認してください。

産地・検査品目…【匝瑳市】ピーマン、

ネギ、赤ピーマン【旭市】春菊、チン

ゲンサイ【山武市】ニラ【横芝光町】シ

メジ【南房総市】菜花

 問学校教育課給食室☎73－5001

日時…４月７日（日）９時～ 17時　場

所…市民ふれあいセンター　ゲスト…

横川裕子さん　入場料…無料

 問土屋秀山☎72－4561

成田空港飛来機展

八匝少年少女発明クラブ会員募集

白秀会九十九里民謡民舞発表会

メーデー海匝地域の祭典

匝瑳オープンテニス大会

　市では防災機能の強化を図るため、

津波発生時に、屋外にいる人に災害情

報を迅速に伝達することを目的として、

一般県道飯岡片貝線と一般県道飯岡一

宮線との間に防災行政無線屋外拡声子

局を９基増設しました。４月１日（月）

より放送を開始し、平時は時報をお知

らせします。なお、設置箇所について

は、市ホームページをご覧ください。

 問総務課消防防災班☎73－0084

　震災に起因する法律問題および原子

力損害賠償紛争解決センターへの申し

立てに関する相談会です。

日時…４月６日（土）10時～ 16時　場

所…京北ホール（ＪＲ東武野田線柏駅

東口徒歩１分）　相談方法…４ブース

にて個別面談（事前予約不要）　相談

料…無料　

 問千葉司法書士会☎043－246－2666

期間…４月２日（火）～５月26日（日）

場所…航空科学博物館　費用…入館料

のみ　内容…毎年恒例の企画展示です。

成田空港に飛来した航空機の中から特

別な塗装のものや初飛行のものなど興

味深いものを写真や模型で紹介します

 問航空科学博物館☎0479－78－0557

日時…４月20日（土）10時～　会場…

東総文化会館大ホール　テーマ…「平

和・人権・労働・環境・共生」　内容

…式典、アトラクション、お楽しみ抽

選会　入場料…無料　

問連合千葉東総・香取地域協議会海匝

地区連絡会事務局☎63－5255

１号広告１号広告

株式会社 アイアイエス エコ 検索

株式会社 アイアイエス〔本社〕旭市鎌数8550－1

世界中の太陽光発電取扱い世界中の太陽光発電取扱い世界中の太陽光発電取扱い

0120－86－24－86

電気は買う時代から売る時代にチェンジ!!

売電で月々のお支払いが可能な為

※諸条件によってはご希望に添えない
　場合もございます。

自己負担０円で設置できます。

☎090－3475－7500

国・市の補助金申請代行致します
□平成４年創業 20年の実績（全メーカー取扱い）

見積り、相談無料
保証もたっぷり25年で安心　保証もたっぷり25年で安心　保証もたっぷり25年で安心　

＋ が太陽光発電システム一式 工事代
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性質別性質別

市税
37億1,163万円
23.6%（ 0.5%）

自主財源
（30.9％）

地方交付税
47億円
29.9%（▲3.6%）

依存財源
（69.1％）

分担金及び負担金
３億5,036万円
2.2%（▲3.5%）

民生費
46億1,978万円
29.4%（6.2%）

投資的経費
33億541万円
21.0%（43.2%）

扶助費
26億9,591万円
17.2%（11.3%）

人件費
26億1,699万円
16.7%（▲3.0%）

補助費等
18億5,547万円
11.8%（1.4%）

物件費
16億9,161万円
10.8%（▲2.3%）

公債費
13億9,844万円
8.9%（▲1.9%）

繰出金
13億6,038万円
8.7%（▲0.4%）

その他
７億7,779万円
4.9%（▲17.8%）

教育費
34億5,286万円
22.0%（40.2%）

総務費
20億170万円
12.8%（▲5.6%）

衛生費
14億6,508万円
9.3%（▲4.8%）

公債費
13億9,844万円
8.9%（▲1.9%）

土木費
12億3,806万円
7.9%（0.8%）

消防費
６億9,373万円
4.4%（▲6.3%）

農林水産業費
３億9,557万円
2.5%（▲7.3%）

議会費
２億972万円
1.3%（1.9%）

その他
2,502万円
 0.2%（0.0%)

商工費
２億204万円
1.3%（▲0.5%）

繰入金
３億940万円
2.0%（1,753.4%）

諸収入
２億1,353万円
1.4%（▲0.1%）

その他の自主財源
２億7,303万円
1.7%（▲21.7%）

その他の依存財源
３億4,400万円
2.2%（▲5.2%）

地方消費税交付金
３億5,000万円
2.2%（▲5.4%）

県支出金
７億7,956万円
5.0%（ 6.7%）

国庫支出金
16億5,049万円
10.5%（11.8%）

市債
30億2,000万円
19.3%（32.6%）

一般会計予算の内訳

木造住宅の耐震診断・
改修費用の一部補助

防災行政無線
屋外拡声子局を増設

家庭に恵まれない
子どもの里親募集

東日本大震災被災者・
原発事故避難者相談会

学校給食用食材
放射線量検査結果

幼稚園保育料
第３子以降無料化

Information À la carte
アラカルト

情報
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