③世帯全員が市税を滞納して
うえ︑添付書類を添えて申請

付申請書に必要事項を記入の

□
申・ 地域づくり課環境対策班

と︑周囲の景観を損なう上︑

空き地に雑草が茂っている

の通行の妨げとなるなど︑大

はみ出すと︑人や自転車︑車

空き地の雑草は定期的に除去を

▼申請方法＝太陽光発電シス

変危険です︒

け付けできません︶

してください︒︵郵送では受

いないこと︒
そ
※のほかにも要件がありま

テム等の設置工事に着工する

やぶ蚊やハエなどの害虫の発

すので︑必ず申請前にご確

前日までに建築工事が完了し
☎０４７５
︵７０︶
０３８６

住宅用省エネルギー設備等の
設置費の補助
住宅用省エネルギー設備等
テム等の設置後に︑所定の交

投棄を招いたりして︑周辺に

生源になったり︑ごみの不法

どを行いましょう︒

いる人は︑定期的に草刈りな

空き地を所有・管理されて

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

地域づくり課環境対策班

住んでいる皆さんに迷惑が掛
また︑歩道や車道に雑草が

かります︒

飼い猫でない場合︑エサを与

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

地域づくり課環境対策班

えないようにしてください︒

詳細は問い合わせください︒

を設置した方に予算の範囲内
ていること︒︶

集まり︑
子猫が産まれ︑
結果と

他人の迷惑にならないように

光化学スモッグ注意報等の発令と
ＰＭ 高濃度時の注意喚起

な焚き火︑農林漁業等の運営

し︑野焼きは行わないように

ために︑廃棄物は適切に処理

良好な生活環境を維持する

光化学スモッグ注意報等の

策を実施しています︒

った場合の大気汚染緊急時対

度やＰＭ 濃度が高濃度とな

止するため︑オキシダント濃

屋外での激しい運動は避ける

外出を控える︑窓を閉める︑

して野良猫増加の原因になり

しなければなりません︒

喚起があった場合は︑防災行

上やむを得ない場合など︑例

しましょう︒

発令やＰＭ 高濃度時の注意

ます︒
また︑猫の繁殖力はとて

県では︑光化学スモッグや

て︑煙で目やのどが痛い﹂

外的に野焼きが認められる場

地域づくり課環境対策班

猫を放し飼いにしている方

野焼きを原因とした火災や

因となります︒屋内で飼うこ

﹁洗濯物が干せない﹂﹁小さ

合であっても︑発生する煙︑

☎０４７５
︵７０︶
０３８６

が見られますが︑飼い猫を外

野焼きをしてはいけません

政無線でお知らせしますので︑

とによって︑交通事故や感染

な子どもがいて︑ぜんそくが

など︶の原因となるため︑

灰等が悪臭や大気汚染︵PM

も強く︑複数の猫が集まるよ

ＰＭ の発生に伴う被害を防

システム︵上限 万円︶
症の危険を防いだり︑繁殖を

心配﹂等の苦情が寄せられて

で放っておくと野良猫と交配

◇飼い猫の正しい飼い方

猫との上手な暮らし方

認ください︒

で設置費の一部を補助します
ので︑対象の方は申請してく
ださい︒
▼ 受付締切＝平成 年３月４日㈪
市
※役所閉庁日を除く︒
予
※算額に達し次第締め切り︒

▼対象
太陽光発電システム
︵最大出力１ あたり２万円
上限９万円︶

苦情が多く発生しています︒

①一定の要件を満たした太陽
防いだり︑近隣の住民に対す

います︒

うになると子猫が産まれすぐ

光発電システム等を設置した
る迷惑を防ぐことができます︒

し︑新たな野良猫を増やす要

住宅︵本市内の区域内の住宅
また︑万が一失踪したときに

定置用リチウムイオン蓄電

であって︑居住部分の面積が

を除く︶に自ら居住し︑本市

を含み︑賃貸住宅・集合住宅

去勢手術をするようにお願い

ることを避けるため︑不妊・

前等を表示したり︑猫が増え

備えて︑首輪等に飼い主の名

止されています︒

ごみを燃やすことは法律で禁

適切な焼却設備を用いずに

千葉県では︑原爆被爆二世に

▼実施期限＝平成 年２月

望する方

年度原爆被爆二世健康診断の実施

の住民基本台帳に記録されて

り︑地面に穴を掘って燃やし

対する健康診断を実施します︒

平成

いる方であること︒
します︒

たりすることも野焼きにあた

ドラム缶を用いて燃やした

②対象となる太陽光発電シス
◇野良猫にエサを与えないで

テムの設置工事に係る着工日

▼対象＝原爆被爆者の実子で︑ 日㈭

▼申込期限＝平成 年１月

県庁環境生活部テレホンサ

ービス

ります︒

☎０４３
︵２２３︶
３８５３

▼申 込 方 法＝受 診を希 望する

詳細は問い合わせください︒

□
申・ 〒２６０ ８６６７

方の住所︑氏名︑生年月日︑電話

所・氏 名・生 年 月日・被 爆 者

課被爆者援護班

県健康福祉部健康福祉指導

番号および被爆者である親の住

手帳番号を記入の上︑
申し込み

社会福祉課社会福祉班

☎０４３
︵２２３︶
２３４９

検査の種類によっては一部

受
※診書等は後日郵送︒なお︑

企画政策課政策推進班

県内に住所を有し︑受診を希

☎０４７５
（７０）
０３１５

ります︒

お願いします。

野良猫にエサを与えるだけ

−

☎０４７５
︵７０︶
０３３０

能ですので、調査の趣旨をご理解いただき、回答を

が︑平成 年４月１日以降で

などを心掛けてください︒

２分の１以上である併用住宅

﹁近所でごみを燃やしてい

市公式ホームページではトップページ
にバナー広告を掲載しています。バナー
広告をクリックすると広告主のホーム
ページが開きます。
ぜひご活用ください。
▶掲載料金
市内に事業所等がある方＝月額６千円
市外に事業所等がある方＝月額１万円
▶掲載場所＝トップページ下部
▶サイズ＝縦60ピクセル×横１９０ピクセル
※画像は広告主で作成してください。
申込方法等、
詳細は市ホームページをご
覧ください。
申・ 秘書広報課秘書広報班
□
☎０４７５
（７０）
０３０７

フォンを使って、より簡単便利に回答することも可

28

30

2.5

９月から、
「調査員証」を携行した調査員が調査

30

入札結果の公表

2.5

をお願いする世帯に伺います。パソコンやスマート

自己負担が生じることがあ

しています。

日㈭必着

活に関連する施策の基礎資料を得ることを目的と

31

土地統計調査を実施します。この調査は、
「 統計

芝焼き︑お焚き上げ︑軽微

建物や世帯などに関する実態を明らかにし、住生

31

法」で定められた基幹統計調査で、人が居住する

31

10月１日㈪を調査期日として、平成30年住宅・

2.5

７月12日一般競争入札実施分
○件
名 津波避難施設（築山）築造工事
場
所 四天木地内
落札業者 鈴木土建㈱
落札金額 167,400,000円 落札率 95.68％
○件
名 経年ガス導管入替工事（山辺１区）
場
所 金谷郷（真行谷）地内
落札業者 ㈱丸二工務店
落札金額 10,476,000円 落札率 94.36％
○件
名 下ヶ傍示雨水調整池フェンス設置工事
場
所 下ヶ傍示地内
落札業者 ㈱鈴木工務店
落札金額 7,398,000円 落札率 94.74％
○件
名 市立小・中学校管理備品
（机・椅子・ロッカー等）購入
場
所 永田1055番地瑞穂小学校 外5校
落札業者 白戸工業㈱
落札金額 2,023,920円 落札率 70.91％
○件
名 消防自動車購入
場
所 大網115番地2
落札業者 日本機械工業㈱
落札金額 41,000,100円 落札率 99.38％
７月26日一般競争入札実施分
○件
名 スマートＩＣアクセス道路築造工事
（第６工区）
場
所 小中地内
落札業者 ㈱丸二工務店
落札金額 44,280,000円 落札率 94.47％
○件
名 水路整備工事
場
所 小中地内
落札業者 ㈱萱生工務店
落札金額 18,641,897円 落札率 87.62％
○件
名 経営体育成基盤整備事業
（山辺地区）経済効果算定業務
場
所 金谷郷地内
落札業者 ㈱国際創建コンサルタント
落札金額 3,607,200円 落札率 89.78％
○件
名 市立大網小学校外３校空調設備
設置工事設計業務
場
所 みどりが丘三丁目１８番地３
大網小学校外３校
落札業者 ㈱桑田建築設計事務所
落札金額 7,884,000円 落札率 47.10％

の管理は︑飼い主不明の猫が

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

あること︒︵太陽光発電シス

「住宅・土地統計調査」
を実施します

に増えてしまいます︒
自分の

市ホームページに
バナー広告を掲載しませんか

2.5
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