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０歳〜３歳未満︵一律︶＝

３歳〜小学校修了前︵第１

月額１５︐
０００円

子・第２子︶＝月額１０︐
０

００円

今月は児童手当の支払期です

平成 年１月から４月末ま

でに新たに認定を受けた方︑

従来から手当を受給している

方は︑６月９日㈮に市から指

定口座に振り込まれます︒

３歳〜小学校修了前︵第３

自動車部品の取付けや取外

子以降︶
＝月額１５︐
０００円

しによって︑保安基準に適合

支払予定の方には市より支

自動車の不正改造の防止︑

しなくなっても︑違法である

払通知書を送付します︒

不正改造車の排除を目的に︑

との認識がないまま改造を

中学生︵一律︶＝月額１０︐

６月を強化月間として﹁不正

◇支給金額

改造車を排除する運動﹂を全

行っていませんか︒

不正改造車を排除する運動強化月間
〜不正改造車の排除に向けて〜

国的に展開します︒

ガスメーター取替えと
定期保安調査について
本市では法律に基づき、市営ガスをご

利用中のお客様宅を訪問し、無料で次の
作業を行っています。

作業員が訪問した際には、お客様のご

理解とご協力をお願いします。

限 が 定められて

おり、有効期限を迎えるガスメーターを順
次取り替えます。
◇定期保安調査

ガス事業法の規定により、４年に１度

※作業員は、本市発行の身分証明書を携

お客様宅のガス設備の安全点検（ガス漏

※本市の名をかたる悪質な訪問員にご注

に伺います。

帯しています

意ください。訪問の際に不審な点等がご

洩検査、ガス器具の給排気設備の調査）
ガス事業課

ざいましたら、恐れ入りますがガス事業課
までご連絡ください。

◇ガスメーター取替作業

☎０４７５
（７２）
１１３１

市営ガスでは、
環境にも

家計にもやさしい県産天然ガス
を供給しています。

計量法により、ガスメーターは有効期

山武水道からのお知らせ
◇平成29年度予算の概要について
平成29年２月24日に開催された、山武郡市広域水
道企業団議会２月定例会において、平成29年度の予
算が承認されました。
水道事業会計の予算は、
水道水をお届けするために
必要な
「収益的収支」
と施設を整備するために必要な
「資本的収支」から成り立っており、山武水道では、収
収益的収支

純利益
3億558万円
その他
5億7,005万円
人件費
3億7,834万円
減価償却費
9億5,091万円

水道料金
41億4,434万円

収

入

53億1,496万円

支

出

50億938万円

構成市町補助金
3億5,709万円
千葉県補助金
3億3,418万円
長期前受金戻入
3億2,390万円
その他
1億5,545万円

益的支出の大部分を受水費、減価償却費等の固定的
経費が占めることから財政状況は厳しい状況です。
平成29年度予算は、全ての事業について例外なく
ゼロベースで見直しを行うとともに、施設の維持管理
や更新、災害に備えた耐震化対策等を進め「次世代
へつなぐ強靭で安心な水道」の実現に向けた編成を
行いました。
資本的収支
工事負担金
（水道管の移設等の費用を依頼者に
負担していただくもの）
4,092万円
国からの補助金
1億3,735万円
企業債償還金
7,871万円

受水費
（九十九里地域水道企業団から
浄水を購入する費用）
31億1,008万円

◇６月１日㈭〜７日㈬は水道週間です 『あたりまえ そんなみずこそ たからもの』
毎日皆さんが使う水、水道は暮らしに欠かせません。
水道週間は、水道についての理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改
善を図るための週間になります。
企業団からのお願い 漏水の早期発見を目指して！
水道管からの漏水は「大切な水」を無駄にするだけでなく道路陥没による事故な
ど、日常生活に影響を及ぼす危険性があります。
もし、
「晴れているのに道路がいつも濡れている」などといった状態が見られたら水
道管の漏水の可能性があります。
発見された場合は、維持課（☎0475-55-7854）までご連絡をお願いします。
山武郡市広域水道企業団企画財政課 ☎０４７５（５５）
７８５２

資本的支出に対し不足する額は
内部留保資金等で補填します

収

入

支

出

1億7,827万円
13億4,895万円
建設改良費
12億7,024万円

０００円

０歳〜中学生︵一律︶＝月

所
※得制限を超えた場合

額５︐
０００円

◇今月は児童手当現況届の提

児童手当の認定を受けてい

出月です

る方は︑６月末までに﹁現況

届﹂の提出が必要となります︒

子育て支援課児童家庭班

詳細は郵送でご案内をします︒

☎０４７５
︵７０︶
０３３１

不正改造は︑安全を脅かし︑

道路交通の秩序を乱すととも

に︑排出ガスによる大気汚染

や騒音など︑環境悪化の要因

となっています︒

車両の安全確保と環境保全

に努めましょう︒

安全対策課生活安全班

☎０４７５
︵７０︶
０３８７

ご用意ください

い物や部屋の掃除などの支援

▼会場＝中央公民館２階講義室

▼内容＝介護予防・日常生活

生活サポーター養成研修会に
参加しませんか

基礎知識を身につけるための

する必要があります︒

☎０４７５
︵７２︶
１９９５

4月27日一般競争入札実施分
〇件
名 視野計購入
場
所 富田884番地１ 国保大網病院
落札業者 ㈱ジャメックス
落札金額 5,454,000円
落 札 率 99.02％
〇件
名 市立小・中学校印刷機消耗品購入
場
所 みどりが丘三丁目18番地3 大網小学校外9校
落札業者 チバビジネス㈱
落札金額 4,372,380円
落 札 率 95.24％
〇件
名 市立大網中学校給食備品購入
場
所 金谷郷275番地
落札業者 ㈱関東三貴
落札金額 67,489,200円
落 札 率 97.68％
〇件
名 緑地管理業務（建・１）
場
所 ながた野地内
落札業者 河崎造園土木㈱
落札金額 3,250,800円
落 札 率 93.77％
〇件
名 緑地管理業務（建・３）
場
所 みずほ台地内
落札業者 ㈲大地造園建設
落札金額 5,032,800円
落 札 率 92.83％
〇件
名 緑地管理業務（建・４）
場
所 みどりが丘地内
落札業者 ㈲グリーンメイク
落札金額 8,478,000円
落 札 率 92.90％
〇件
名 緑地管理業務（建・５）
場
所 季美の森南地内
落札業者 ㈱翔和緑花建設
落札金額 10,951,200円
落 札 率 93.89％
〇件
名 大網白里市海水浴場監視等業務
場
所 南今泉4881番1地先外
落札業者 ㈱エイム
落札金額 22,751,234円
落 札 率 97.71％
4月28日指名競争入札実施分
〇件
名 ガス保安業務
場
所 市内
落札業者 ㈱加藤工業所
落札金額 59,184,000円
落 札 率 96.19％

を修了し︑社会福祉協議会に

生活サポーターとは︑地域

を行います︒

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
財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３１２

的特徴︑
栄養と口腔︑
認知症の

人とのコミュニケーションの

あり方︑グループワークなど

入札結果の公表

生活サポーターとして登録を

総合事業︑生活サポーターの

13

30 15

▼対象＝市内に住民登録のあ

る方

▼申込方法＝社会福祉協議会

の窓口または電話で申し込み

▼申込期限＝６月 日㈪

研修会を開催しますので︑ぜ

☎０４７５
（７０）
０３４５

◇Ｑ＆Ａ

にお住まいの高齢者のちょっ

日が変更となる場合は市ホームページでお知らせします。

Ｑ 生活サポーターは︑どの

Ｑ 生活サポーターになるに

▶その他＝トウモロコシの生育状況や天候により、開催

昼
※食は各自で

21 20

※中学生以下１人につき、
トウモロコシ１本無料配布

ようなことをするのですか︒

基本理解︑生活支援の方法︑

▶料金＝トウモロコシ１本100円

Ａ 高齢者の家を訪問し︑買

ひご参加ください︒

30 30

着用してください。

12

とした家事︵掃除や買物︶な

16 16

▶服装＝けが防止のため、長袖・長ズボン・長靴・軍手を

農業振興課農政班

申・ 社会福祉協議会
は︑どうすればよいのですか︒ □

※駐車可

対人援助マナー・コミュニケ

〜 時 分

（トウモロコシがなくなり次第終了）

▶受付場所＝JA山武郡市白里支所駐車場

▼日時＝６月 日㈫ 時 分

▶日時＝７月１日㈯８時〜12時

どの手助けをする住民参加型

お誘い合わせの上、
ご来場ください。

Ａ 生活サポーター養成研修

市農業研究会主催の「トウモロコシ収

穫体験会」を実施します。ご家族、ご友人

ーション技法︑高齢者の身体

〜市農業研究会主催〜

〜 時 分・ 日㈬９時 分

高齢者の支援に必要となる

トウモロコシの収穫体験会

サービス等の担い手です︒
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