農業委員・農地利用最適化
推進委員の候補者の推薦・公募

評価し︑市議会の同意を得て
市長が任命

在住の方も妨げません︒
◇応募方法
▼農地利用最適化推進委員

▼農業委員
農業に関する識見を有し︑農
▼推薦・応募用紙配布場所

︵一財︶日本建築防災協会の

発行する﹁木造住宅の診断と

補強方法﹂に基づいて行う一

全性を高め︑災害に強いまち

地震に対する木造住宅の安

▼補助対象者

下であること

れた住宅で︑地上２階建て以

④在来軸組工法により建築さ

万円を限度︶

円未満の端数は切り捨て︒８

額に相当する額︵１︐
０００

断に要した費用の３分の２の

▼補助金額＝補助対象耐震診

よる耐震診断

般診断法または精密診断法に

◇任期

づくりを推進するため︑木造

補助対象木造住宅を所有する

木造住宅の耐震診断および
耐震改修費用の補助

▼農業委員・農地利用最適化

住宅の耐震診断・耐震改修を

方であって︑次のすべてに該

農業委員会総会において審

地利用の最適化の推進︑農業
委員会が所掌する業務に関し︑ 農業委員会事務局・市役所受

推進委員＝平成 年４月９日

行う方に費用の一部を予算の

詳細は問い合わせください︒ 範囲内で補助します︒

てに該当する木造住宅

▼補助対象木造住宅＝次の全

◇耐震診断・改修共通

②世帯全員が市税等を滞納し

ていること

市の住民基本台帳に記録され

定値が 以上となるもの

れ︑かつ耐震改修工事後の判

断で判定値が 未満と診断さ

①補助対象木造住宅に居住し︑ ▼補助対象耐震改修＝耐震診

当すること

▼補助金額＝耐震改修設計・

◇木造住宅耐震改修

任命します︒

議・評価し︑農業委員会が委嘱

▼提出場所＝農業委員会事務局

㈫〜平成 年４月８日㈮

付・白里出張所

▼提出期限＝ 月 日㈬必着

その職務を適切に行うことが

農業委員会が定める担当地区
◇選考方法

①市内に所在していること

ていないこと

監理・工事に要した費用の一

できる方

において農地等の利用の最適

なお︑推進委員と農業委員

農業委員・農地利用最適化
化の推進に熱意と識見を有す

②昭和 年５月 日以前に着

◇木造住宅耐震診断

定割合の額︵ 万円を限度︶

□
申・ 農業委員会事務局

記をしていない場合や家屋を

工されたものであること

▼補助対象耐震診断＝県が開

推進委員は農業委員会が担

ます︒税務課の職員が現地に

す︒新築家屋等を法務局で登

にお知らせの文書を送付しま

□ 税務課資産税班

家屋の固定資産税の調査

伺いますので︑調査へのご協

個人が一定の要件を満たす場

︵７０︶
０３９３
☎０４７５

取り壊した場合︑あるいは課

③一戸建ての住宅または併用

催する既存建築物耐震診断・

候補者評価委員会等で審査・

税されていない家屋をお持ち

住宅︵居住の用に供する部分

原
※則︑市内在住の方︒市外

の方︑もしくは家屋の用途を

の床面積が当該併用住宅の延

で推薦書の提出となります︒

力をお願いします︒新築家屋

変更された方は︑必ず税務課

農業委員とは別に農地利用

等が登記されると︑法務局か

にご連絡をお願いします︒

また市内全域から農業委員
家屋を新築または増築され

ら市役所に通知され︑これを

会業務に利害関係のない者︑
た場合︑翌年度から課税され

もとに税務課から所有者の方

の集積・集約化︑耕作放棄地

る固定資産税を算出するため

の発生防止・解消等の現場活
◇推薦・公募の人数
の家屋の実地調査を行ってい

女性の農業者等を公募します︒
▼農業委員＝ 人

理機構︶︵以下︑機構︶にご

合は協力金の交付が受けられ

︵７０︶
０３２２
☎０４７５

相談ください︒機構が農地の

ます︵別途市町村に申請が必
︵公社︶千葉県園芸協会農

要です︶︒

受け手を探します︒
また︑賃料の徴収︑支払い
は機構が行います︒

地部

改修講習会︵木造住宅︶講習

修了者名簿に登録された者が︑

べ面積の２分の１以上のも
の︶であること

（供給しているガス種は12Aです。）

人

に困っている︑水田をやめて

希望する借り手がいる場合

を供給しています。

等に対し候補者の推薦を求め
るとともに︑公募を行います︒ ◇推薦・公募条件

規模を拡大したい担い手に
畑に専念したいなどで︑貸し

︵２２３︶
３０１１
☎０４３
農業振興課農地班

※敬称略

コスモ ス 通 信

農地の貸し手を 募 集 中

貸し付ける農業振興地域内の

もご相談ください︒
地域の農地の一定割合︵２

たい農地がある方は︑農地の
ある市町村または︑︵公社︶

農地を探しています︒
農業からのリタイアを考え

︵７０︶
０３９３
☎０４７５

31

環境にもやさしい
県産天然ガス

1.0

︵７０︶
０３６６
☎０４７５

□ 都市整備課住宅班

詳細は問い合わせください︒

40

56

市営ガスは、
家計にも

1.0

▶第３位＝小田・剣持組
▶第３位＝佐藤・伊藤組
〈Ｓトーナメント〉
〈一般男子シングルス〉
▶優 勝＝田中・荒木組
▶優 勝＝佐藤 栄治
▶準優勝＝中原・滑川組
▶準優勝＝西村 慶二
▶第３位＝舩山・木原組
▶第３位＝杉本 周平
〈一般女子ダブルス〉
◇市民スポーツ大会結果
▶優 勝＝大和久・古川組 〈中学軟式野球〉
▶準優勝＝伊藤・坂本組
▶優 勝＝大網中学校
▶第３位＝武藤・北村組
▶準優勝＝白里中学校・
〈一般男子ダブルス〉
九十九里中学校
▶優 勝＝西村・佐藤組
（連合チーム）
▶準優勝＝杉本・田尻組
大網白里アリーナ
▶第３位＝内山・内山組
☎０４７５
（７２）
５７０８
〈一般混合ダブルス〉
▶優 勝＝西村・若柳組
▶準優勝＝土屋・馬栄組

◇秋季市民野球大会結果
▶優 勝＝スターバックス
▶準優勝＝大網クラブ
▶第３位＝フェニックス
ＳＮＯＷ ＦＯＸ
▶最優秀選手賞＝植村 優太
（スターバックス）
▶敢闘賞＝山田 絃貴
（大網クラブ）
▶打撃賞＝舟生 龍慶
（大網クラブ）
◇秋季市民テニス大会結果
〈60 歳以上男子ダブルスＧ
トーナメント〉
▶優 勝＝小野谷・広田組
▶準優勝＝貝瀬・浜田組

▲金網ストーブの例

金網ストーブは、不完全燃焼により重大な一酸化
炭素中毒事故をおこす危険性があります。万が一の
事故に至らないためにも、安心機能の付いたストーブ
やファンヒーターへのお取替えをお願いします。
▶特徴＝赤熱部分が金網でできており、この金網を
赤熱することにより暖房を行うストーブです。昭和48
年から53年にかけて相当の台数が普及しましたが、
昭和55年に製造中止となりました（一部メーカーは
昭和62年７月まで製造）
。
◇
「ガスと暮らしの安心」
運動実施中
（９月１日〜11月30日）
詳しくは、
「ガスと暮らしの安心」運動キャンペーン
サイトをご覧ください。
（ URL http://gastokurashi.com/）
ガス事業課 ☎０４７５
（７２）
１１３１

17

9月13日一般競争入札実施分
〇件
名 瑞穂地区幹線道路築造工事（第10工区）
場
所 萱野地内
落札業者 ㈱伸栄建設
落札金額 34,574,387円
落 札 率 87.47％
〇件
名 水路改修工事に伴う測量設計業務
場
所 駒込地内
落札業者 千葉セントラル測量㈱
落札金額 5,724,000円
落 札 率 96.19％
〇件
名 Ｘ線ＴＶシステム購入
場
所 富田884番地1 国保大網病院
落札業者 アイテックスメディカル㈱
落札金額 32,778,000円
落 札 率 99.51％
〇件
名 図書館システム機器賃借
場
所 大網100番地2 外2箇所
落札業者 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
落札金額 5,896,800円
落 札 率 94.08％
〇件
名 リサイクル物品売払
（平成30年度後期）
場
所 大網115番地2 外3箇所
落札業者 美濃紙業㈱
落札金額 4,336,092円
落 札 率 118.72％
※売払の入札では、最高価格者が落札するため、落札
率は、100％超となります。
9月21日一般競争入札実施分
〇件
名 スマートＩＣアクセス道路築造工事
（第７工区）
場
所 小中地内
落札業者 鈴木土建㈱
落札金額 76,680,000円
落 札 率 96.08％

割超︶を機構に貸す場合や︑

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

千葉県園芸協会︵農地中間管

入札結果の公表

ている︑相続した農地の管理

金網ストーブをお持ちの方へお願い

15

動を積極的に行います︒

▼農地利用最適化推進委員＝

を兼ねることはできません︒

推進委員について農業者・農

市長が市議会の同意を得て
市長は任命にあたり︑あら
業団体等からの推薦を求めま
▼農業委員

市
※ホームページからもダウ

かじめ地域の農業者や農業団
る方

ンロードできます︒

体等に候補者の推薦を求める
す︒農業団体からは代表者︑

31

▼農地利用最適化推進委員

とともに︑公募を行います︒
農業者からは３人以上の連名

34

当地区を定め︑委嘱します︒

28

その際︑農業委員会は農業者

11

◇推薦・公募

◇農地利用最適化推進委員

◇農業委員
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