広報

だより
皆さんの参加をお待ちしています。
▶日時＝3月24日㈫13時30分〜15時30分
▶会場＝大網白里市図書室会議室
▶募集人数＝先着20人
（小学校３年生以上・電話申
込可）
※小学生の場合は保護者同伴
▶講師＝小畑信夫氏
（図書館メディア研究所）
◎今月の展示棚
（３〜４月）
『芥川賞・直木賞の作家たち』
わが国の代表的な文学賞である芥川賞と直木賞
は、
どちらも昭和10年に制定されました。
過去の受賞作品や、
受賞作家のほかの作品を展示
します。
どうぞご覧ください。

2日㈪・9日㈪・16日㈪・21日（土・春分の日）・23日㈪・30日㈪
31日（火・室内整理日）

問 大網白里市図書室
□

☎（72）８３８３ URL https://www.oamishirasato-chiba.lib.nexs-service.jp/
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入札結果の公表
市が発注する建設工事、
業務委託、
物品購入等の入札結果のうち、
主なもの
（落札金額が工事500万円以上・業務委託300万円以上・物品購入等200万円以
上）
について公表します。
なお、
そのほかの結果も含め、
全入札結果は、
入札情報サービス、
市役所受付
行政情報コーナー、
財政課で公表しています。
注：金額は税込表示
問 財政課契約管財班 ☎
（70）
０３１２
□
1月13日一般競争入札実施分
○件
名 大網第二マンホールポンプ場移設工事（本設）
場
所 大網白里市大網地内
落札業者 ㈱鈴木工務店
落札金額 6,274,800円
落札率 100.00％
○件
名 準用河川金谷川改修工事に伴う排水路切廻し工事
場
所 大網白里市大網地内
落札業者 鈴木土建㈱
落札金額 6,295,755円
落札率 85.98％
○件
名 道路台帳補正業務
場
所 大網白里市内
落札業者 ㈱つくも
落札金額 4,590,000円
落札率 95.72％
○件
名 事業認定申請に伴う相談用資料作成業務
場
所 大網白里市大網外地内
落札業者 日本測地設計㈱
落札金額 3,888,000円
落札率 96.26％
1月29日一般競争入札実施分
○件
名 中部コミュニティセンター太陽光発電設備等
設置工事設計業務
場
所 大網白里市柿餅26番地1
落札業者 ㈱榎本建築設計事務所
落札金額 3,186,000円
落札率 90.49％
○件
名 大網駅東地区建物等補償調査算定業務
場
所 大網白里市駒込地内
落札業者 ㈱千葉四門
落札金額 4,536,000円
落札率 80.00％
○件
名 広報大網白里印刷業務
場
所 大網白里市大網115番地2
落札業者 三陽メディア㈱
落札金額 6,557,241円
落札率 82.86％
○件
名 市立小学校給食業務
場
所 大網白里市みどりが丘三丁目18番地3 大網小学校外3校
落札業者 日本給食㈱
落札金額 204,994,800円 落札率 96.42％
○件
名 市立小・中学校給食業務
場
所 大網白里市北飯塚281番地 増穂小学校外3校
落札業者 日本給食㈱
落札金額 181,018,800円 落札率 96.97％
○件
名 国保大網病院再来受付機賃借
場
所 大網白里市富田884番地1
落札業者 ＮＴＴファイナンス㈱
落札金額 7,036,632円
落札率 93.61％
○件
名 戸籍総合システム・ブックレス一式賃借
場
所 大網白里市大網115番地2外1箇所
落札業者 東京センチュリーリース㈱
落札金額 5,608,440円
落札率 96.22％

㈯・㈰を除く毎日

27

９時〜 時︑ 時〜 時

27

ださい︒

３月２日以降に接種すると︑

図書室休室日

合など︑届出事項に変更が生

なります︶

◎春の子ども映画会
▶日時＝3月15日㈰14時〜
▶会場＝保健文化センター3階ホール
▶演目＝
「からすのパンやさん」
ほか
◎おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分〜 ※21日はお休み
▶会場＝大網白里市図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分〜
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分〜
◎ペーパークラフトでミニチュアランドセル作り！
色紙でミニチュアランドセルを作ってみませんか。

平成 年度の注射済票交付と

たときは︑登録事項変更の届

飼い犬が死亡したときは︑

◇飼い犬が死亡したときなど

図書室

じたときや︑飼い犬が死亡し

出や登録抹消の届出が必要と

亡くなった犬の﹁鑑札﹂を持

参のうえ︑地域づくり課窓口

なりますので︑お忘れのない

ようにお願いします︒

に﹁犬の登録抹消届﹂を提出

﹁
※鑑札﹂や﹁注射済票﹂を

してください︒

飼い主が変わったときや︑

紛失した場合は︑再発行の手

◇飼い犬を新規に登録するとき

住所変更があったときなどは︑

続きが必要です

犬の生涯に１度だけの手続

地域づくり課窓口に﹁犬の登

生後 日以上経ちましたら︑ 録事項変更届﹂を提出してく

ださい︒

きです︒

地域づくり課窓口に﹁犬の登

問地域づくり課環境対策班
□

☎ ０３８６

録申請書﹂を提出して︑﹁鑑

札﹂の交付手続きを行ってく
（70）

91

▼会場＝中央公民館１階講堂︑

犬の登録抹消届・登録事項変更届 手数料はかかりません
（無料）

確定申告はお済みですか

３４０円

農村環境改善センターいずみ

１件につき

の里農事相談室

注射済票再交付手数料

の﹁確定申告書等作成コーナ

１，
６００円

所得税・贈与税の申告・納

１件につき

次
※の方は︑東金税務署で申

鑑札再交付手数料

ー﹂で申告書を作成し︑ｅ︲

５５０円

税はお済みですか︒

１件につき

告してください

注射済票交付手数料

91

Ｔａｘを利用してそのまま提

３，
０００円

１年に１回必要な手続きです︒

発行される﹁注射済証﹂を持

１頭につき

◇狂犬病予防注射を受けたとき

参のうえ︑地域づくり課窓口

犬の登録手数料

かかりつけの動物病院など

ない方は︑次のとおり手続き

いる方は︑
狂犬病予防法により︑ 犬病予防注射を受けさせてい

に﹁注射済票交付申請書﹂を

額

狂犬病予防法に基づく
飼い犬の登録と狂犬病予防注射

を行ってください︵それぞれ

提出して︑﹁注射済票﹂の交

金

で狂犬病予防注射を受けて︑

生涯に１回の飼い犬の登録と︑

所定の手数料が必要です︶︒

付手続きを行ってください︒

類

登録が済んでいない方︑狂

１年に１回の狂犬病予防注射

また︑飼い主が変わった場

︵狂犬病予防注射は平成 年

種

生後 日以上の犬を飼って

が義務付けられています︒

合や︑住所が変更になった場

手数料一覧表

期限間近になると︑申告会

☎
（70）
０３２１

（52）

青色申告・損失申告の方

問 税務課市民税班
□

（70）

出︵送信︶することができま

現在の税率から変更はありません
平成27年4月1日に新車の新規登録をした車両＝平成27年度から課税
平成27年4月2日以後に新車の新規登録をした車両＝平成28年度から課税
※３ 平成28年度から重課税率が適用されます（電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、
混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならび
に被牽引自動車を除く）

場は大変混雑するため︑長時

※１
※２

先物取引・山林所得のある方

6,000円

譲渡所得のある方

5,000円

す︒また︑﹁確定申告書等作

4,000円

成コーナー﹂で作成した申告

自家用

間お待ちいただくことがあり

4,500円

ます︒申告は早めに行いまし

12,900円

3,800円

雑損控除のある方

10,800円

3,000円

書は︑印刷して税務署に提出

7,200円

営業用

ょう︒

自家用

贈与税や消費税の申告が必

8,200円

することもできます︒

6,900円

◇所得税・贈与税

5,500円

要な方

営業用

問︵確定申告に関しては︶
□

4,600円

16

なお︑ｅ︲Ｔａｘを利用す

貨物用

3,900円

31

▼申告・納税期限＝３月 日㈪

用

3,100円

☎ ０３２１

四輪
以上

乗

輪

16

◇個人事業者の消費税

三

※３

東金税務署

※２

※１

るには所定の手続きが必要と

た車両

た車両

なりますので︑詳しくは国税

に新車の新規登録をし に新車の新規登録をし 13年を経過した車両

分

▼申告・納税期限＝３月 日㈫

区

☎ ３１２１

平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以後 新 車 の 新 規 登 録 から

庁ホームページをご覧くださ

額）

◇自宅からインターネットで

税

︵住民税申告に関しては︶

（年

い︒

率

申告

税

税務課市民税班

た環境負荷の大きい自動車は税率を重くする
特例措置）を進める観点から、新車の新規登録
（今までに車両番号の指定を受けたことのな
い軽自動車を新たに登録すること）より13年
を経過した三輪および四輪以上の軽自動車に
ついては、重課税率が適用されます。

◇所得税・住民税の申告相談

国の税制改正に伴い、平成27年度から三輪
および四輪以上の軽自動車の税率が一部変更
になります。
また、平成28年度からグリーン化（排出ガス
性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さ
い自動車は税率を軽減し、一定年数を経過し

URL

︶ ▼日時＝３月 日㈪までの
http://www.nta.go.jp/

軽自動車税の税率（年税額）が一部変更になります

2 0 1 5 . 3 . 1 （6）
自宅から国税庁ホームペー
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