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　桜を眺めながらのどかな里山を歩こ
う！昼食に汁物のサービスがあります。
日時…４月13日（日）10時出発　※雨
天中止　コース…ふれあいパーク～天
神山公園の往復約15km　持ち物…昼
食、レジャーシート、ゴミ袋、雨具な
ど　参加費…無料　募集人数…先着
100人　申込期限…４月12日（土）
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080

里山ハイキング

中小企業雇用維持対策補助金

子ども向け救命救急講習

　業況の悪化している業種（指定業種）
に属する中小企業者で、最近３か月の
売上高などが前年同期比で５％以上減
少しているなどの要件に該当する事業
者は、市長の認定により、融資の際に
一般の保証と別枠で保証を受けられま
す。詳しくは、下記または最寄りの金
融機関までお問い合わせください。
※対象となる指定業種は、中小企業庁
ホームページでご確認ください。
 問産業振興課商工観光室☎73－0089

　インターネットオークションで、市
税などの滞納によって差し押さえた財
産（不動産）の公売を実施します。
　20歳以上の人であれば期間内は24時
間いつでも公売への参加が可能です。
公売方法…ヤフーインターネット公売
を利用した期間入札　参加申込受付期
間…４月14日（月）13時～30日（水）23
時　入札期間…５月９日（金）13時～
16日（金）13時　※詳細は市ホームペー
ジ内「公売情報」またはヤフー官公庁
オークションホームページをご覧くだ
さい（14日から掲載予定）。
 問税務課納税推進室☎73－0087

　自己の所有する土地・家屋の価格
（評価額）を、市内の土地や家屋と比
較して評価が適正かどうかを判断した
い場合、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」
で確認することができます。
縦覧できる人…①固定資産税の納税者
②同居の親族　③納税管理人　④納税
者の代理人　持参品…①本人または同
居であることが証明できるもの（免許
証・保険証・納税通知書など）　②代
理人の場合は納税者からの委任状　縦
覧内容…【土地】所在・地目・地積・
評価額【家屋】所在・家屋番号・用途・
構造・床面積・評価額　縦覧場所…税
務課資産税班　縦覧期間…４月１日
（火）～５月30日（金）土・日・祝日を
除く８時30分～17時15分　手数料…無
料　その他…平成26年度固定資産税納
税通知書は５月12日（月）に発送予定
です。
 問税務課資産税班☎73－0087

　景気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、
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

　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。
　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・工事着工前に申請が
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

　国が推進する病院の機能分化のため、
500床以上の病院は紹介患者さんを中
心に診療することを求められています。
　当院を受診（初診）の際は、かかり
つけ医、または近くの病院・診療所か
らの紹介状をお持ちくださるようお願
いします。なお、皮膚科や耳鼻咽喉科
など専門の病院が近くに無い場合でも、
まずは、かかりつけ医、またはお近く
の病院・診療所に相談されることをお
勧めします。
 問旭中央病院☎63－8111

　消防署員を講師に招いてＡＥＤ（自
動体外式除細動器）の使い方などを学
ぶ講習会を行います。
日時…４月19日（土）12時30分～　場所…
市民ふれあいセンター　対象…小学５、
６年生　募集人数… 35人　主催…（一
社）八日市場青年会議所　※参加費無料
問八日市場青年会議所・川口
 ☎090－7211－5607

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で開
かれている日曜朝市では、６日は花苗
のサービスを、20日は春の感謝祭で豚
汁のサービスを行います。
　採れたての新鮮な農産物などを用意
していますので、ぜひご来場ください。
時間…７時30分～（30分程度）
※20日から開始時間が７時になります。
 問産業振興課農政班☎73－0089

募集期間…４月１日（火）～ 18日（金）
採用予定数…【男性Ａ（大学卒業また
は卒業見込み）】200人程度【女性Ａ（大
学卒業または卒業見込み）】40人程度
【男性Ｂ（男子Ａ以外）】10人程度【女性
Ｂ（女性Ａ以外）】10人程度
  問匝瑳警察署☎72－0110

科目…左官技術科（７月入校生）　定員
…９人　募集期間…４月21日（月）～５
月16日（金）　選考日…５月27日（火）　
選考方法…職業適性検査、面接　受験
資格…学歴不問　※授業料は無料です。
 　 問同校☎0475－52－3148

日時…４月19日（土）10時～　場所…
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

セーフティネット保証制度

インターネット公売

日曜朝市お客様感謝サービス

千葉県警察官募集（第１回）

東金高等技術専門校訓練生募集

メーデー海匝地域の祭典

土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧

旭中央病院　初診の方は
紹介状をお持ちください

木造住宅の耐震診断・
改修費用の一部補助
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情報情報情報
東日本大震災に係る
支援金などの申請期限

児童扶養手当・
特別児童扶養手当

「協会けんぽ」保険料率引き上げ
・特定健診費用の助成

平成26・27年度匝瑳市競争入札
参加資格審査申請の受け付け

住宅用火災警報器
設置状況調査

「統計調査員」募集

育英資金の貸し付け

◆被災者生活再建支援制度基礎支援金
対象…住家の全壊・半壊、地盤被害に
よる解体・大規模半壊被害を受けた世
帯　申請期限…平成27年４月10日（金）
◆被災者生活再建支援制度加算支援金
対象…基礎支援金申請者で住宅を建
設・購入・補修、賃貸住宅を契約した世
帯　申請期限…平成27年４月10日（金）
◆匝瑳市液状化等被害住宅再建支援金
対象…①地盤被害で一部損壊被害を受
けた住宅を解体した世帯　②地盤被害
で半壊・一部損壊被害を受けた住宅の
地盤復旧をした世帯　③半壊被害を受
けた住宅を補修した世帯　※被災者生
活再建支援金の交付を受けた世帯を除
く。　申請期限…平成27年３月31日（火）
　すでに支援金の申請をした人が同じ
制度を再申請することはできません
（半壊補修→住宅地盤復旧などの申請
内容の変更はできます）。制度の詳細は、
下記までお問い合わせください。
 問福祉課福祉班☎73－0096

◆介護保険料率の引き上げ
　介護給付費が年々増加していること
に伴い、介護保険料率が４月納付分か
ら1.72％に引き上げられます。
※健康保険料率は現行据え置きの9.93％
（千葉支部）です。
◆被扶養者の特定健診費用の助成
　協会けんぽでは、加入者家族（40歳
～ 74歳の被扶養者）に対する特定健診
を実施しており、かかった費用の一部
（最高で6,520円）を助成します。
　受診券は、加入者本人の住所に４月
中旬に送付予定です。健診機関、集団
健診の日程・会場は、協会けんぽホー
ムページでご確認ください。
問全国健康保険協会千葉支部【保険料】
企画総務グループ☎043－308－0522、
【特定健診】保健グループ☎043－308
－0525

　平成26・27年度入札参加資格審査申
請をインターネットを利用した「ちば
電子調達システム」により受け付けま
す。なお、すでに平成26・27年度入札
参加資格者名簿登録を受けている場合
は申請不要です。
手続き方法…マニュアルなどを熟読の
上、４月16日（水）以降に同システム
による申請を行った後、申請書類を千
葉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
窓口では受け付けできません）。
共同受付窓口の宛先…〒260－8667千
葉市中央区市場町１番１号県庁南庁舎２
階　千葉県電子自治体共同運営協議会
※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。
 問財政課管財班☎73－0085

◆児童扶養手当
　父母の離婚、父または母の死亡、父ま
たは母が重度の障がいにある、母が未婚
である場合など、何らかの理由により父
または母と生計を共にしていない18歳未
満の児童を監護している父または母、も
しくは父または母にかわってその児童を
養育している人に支給する手当てです。
◆特別児童扶養手当
　身体や精神に一定の障がいのある児
童（20歳未満）を監護している父母ま
たは養育者に支給する手当てです。
※両手当てとも、国内に住所がない、
父母の死亡または障がいを支給事由と
する年金を受給できる、施設に入所し
ている場合など、支給されない例があ
ります。また、所得により支給が制
限・停止されることがあります。詳し
くは下記までお問い合わせください。
問福祉課児童班☎73－0096、野栄総合
支所☎67－3111

日時…５月11日（日）　場所…東総運
動場　種目…男子ダブルス、女子ダブ
ルス　申し込み…ペアの氏名、所属、
連絡先を下記まで（先着各24組）
問テニス協会・太田☎090－1655－8175

　市では各種統計調査にご協力いただ
ける統計調査員を随時募集しています。
要件…20歳以上で警察・選挙・税務に
直接関係がない健康な人　期間…調査
基準日の前後１か月程度（調査により
異なる）　仕事内容…事務打ち合わせ
会への出席、調査票の配布・回収など
身分…調査期間中は非常勤の公務員　
報酬…調査件数などに応じて支払い　
今年度実施予定の調査…①経済センサ
ス－基礎調査・商業統計調査　②全国
消費実態調査　③工業統計調査　④農
林業センサス　その他…調査範囲は、
調査員の居住している地区および近隣
地区となります。調査員の登録後、調
査実施時に連絡します。
 　問企画課企画調整班☎73－0081

　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（火）～５月15日
（木）　※詳しくは市ホームページまた
は下記までお問い合わせください。
 問学校教育課学務班☎73－0094

　住宅用火災警報器の設置が義務付け
られてから５年以上が経過したことか
ら、設置状況の把握、未設置世帯への
設置推進、適切な維持管理の広報を行
うため、消防署職員が家庭を訪問しア
ンケート調査などを行います。
対象…無作為に抽出した世帯　期間…
４月中旬～５月末日　※訪問職員が販
売などをすることは一切ありません。
問匝瑳市横芝光町消防組合消防本部予
防課☎72－1916

日時…４月６日（日）９時～ 17時　場
所…市民ふれあいセンター　ゲスト…
福本恵美　入場料…無料
 問同会・土屋秀山☎72－5020

日時…４月13日（日）10時30分開演　
場所…市民ふれあいセンター　入場料
…無料 問同会・小川☎67－3039

第２回そうさ舞踊会発表会

匝瑳オープンテニス大会

白秀会九十九里民謡民芸発表会
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