月からの消費税引き上げ

を同封する予定です︒

た︑引換券を送付する際に一覧

などで公表する予 定です︒ま

決 定次 第 ︑市ホームページ

います︒

に伴い︑所 得の低い方への 負

▼注意点

屋外に設置されたガス
機 器を、建 物や波 板など
で囲わないでください。
リフォームや外壁塗装な
どで排気筒（煙突）を取り
外したり、給排気設備をビ
ニールシート等で覆ったり
した場 合は、ガス機 器を
使用しないでください。こ

10

の様な状 態でガスを使用
すると、燃焼に必要な新鮮
な空気が不足して、室内に
排 気ガスが 充 満し、不完
全 燃 焼による一 酸 化 炭 素
（ＣＯ）中毒の原因となり
大変危険です。
ガス事業課
☎０４７５
（７２）
１１３１

市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産天然
ガスを供給しています。（供給しているガス種は１２Ａです。）

職員採用試験

▶試験日時＝９月22日㈰10時（開場９時）
▶試験会場＝千葉県立東金高等学校（東金市東金１４１０番地）
▶申込書請求・受付先＝総務課人事班
▶受付期限＝８月13日㈫
※郵送の場合は13日消印有効
▶その他＝山武郡市内の市町および一部事務組合でも募集を行っています。
※詳細は、本市または山武郡市広域行政組合のホームページで確認すること
ができます。
申・

販
※売は 月からを予定して

担や子育て世帯への影響を緩

プレミアム付き商品券の販売

和するとともに︑地域におけ

・引換券や商品券を紛失した

▼使用可能店舗

る消費を喚起・下支えするこ

場合︑再発行はできません︒

場合︑返金はできません︒

とを目 的として︑プレミアム

住民税が課税されていない

・対象者の代理の方などが購

付き商品券の販売を行います︒ ・商品券の使用期限が過ぎた

方への交 付 申 請 書の送 付を︑

※上記のほか、市内各施設の使用料、行政財産の目的外使用料等についても料金
が改定される予定です。
※国において、消費税の増税が延期された場合は、本市の改定も延期します。

入・使 用することは可 能です

改定前540円〜75,600円
改定後550円〜77,000円

８月上旬に行います︒申請書

国保大網病院
☎０４７５（７２）１１２１

が︑第 三者への譲 渡はできま

改定前30,800円
改定後31,300円

せん︒

海の家附属設備 商工観光課
☎０４７５（７０）０３５６

年１

改定前310円〜4,320円
改定後330円〜4,400円

月１日時点で住民票のある市

農村環境改善センター いずみの里
☎０４７５（７０）５１１１

が届かない場合は平成

改定前530円〜4,320円
改定後550円〜4,400円

社会福祉課社会福祉班

農村ふれあいセンター やまべの郷
☎０４７５（７２）７４１３

町村へ問い合わせください︒

改定前510円
改定後520円

☎０４７５︵７０︶０３３０

市民農園 農業振興課 農政班
☎０４７５（７０）０３４５

▼販売価格

改定前540円〜4,320円
改定後550円〜4,400円
※200円以下は変更なし

31
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ガス機器を波板などで囲わないでください

企画政策課政策推進班

改定前3,240円〜9,720円
改定後3,300円〜9,900円

１冊４千円︵５千円分の商品券︶

改定前300円〜82,280円
改定後310円〜83,800円

▼購入場所

改定前2,050円〜4,110円
改定後2,090円〜4,180円

☎０４７５︵７０︶０３１５

改定前640円〜1,080円
改定後660円〜1,100円

・社会福祉課窓口

改定前200円〜1,230円
改定後210円〜1,250円

０４７５︵７２︶８４５４

改定前200円〜610円
改定後210円〜620円

老人福祉センター 「コスモス荘」
☎０４７５（７７）４４６６

振興班

10月に、対象となる世帯の
世帯主に引換券を送付。

事 務 事 業 評 価︵行 政 評 価︶に 関 す
るパブリックコメントを実施

図書室

購入方法

8月に、対 象となる可能 性
のある方へ「交付申請書」
を送付。
申請書の審査後、10月に引
換券を送付。

・市内郵便局︵大網・瑞穂 ・

スポーツ振興室

対 象児童数1人につき5冊
まで購入可能

kikakuseisaku@city.oa
mishirasato.lg.jp

大網白里アリーナ 生涯学習課
☎０４７５（７２）５７０８

１人につき5冊まで購入可能

予算編成時の主要事業等

サッカー場

購入可能
冊数
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▼公表場所＝市ホームページ︑

柔剣道場
社会体育施設
白里地区スポーツセンター
生涯学習課
スポーツ振興室
☎０４７５（７２）５７０８ テニスコート

保健文化センター ３階ホール
☎０４７５（７２）８３８３

改定額

改定前640円〜1,080円
改定後660円〜1,100円

野球場

令和元年9月30日時点で、
3歳未満の児童が属する
世帯の世帯主の方

年度に実施

改定が予定されている使用料等のうち、主なものは次のとおりです。
詳細は、各施設へ問い合わせください。
中央公民館 ☎０４７５（７２）０６９８
白里公民館 ☎０４７５（７７）２１７２
中部コミュニティセンター ☎０４７５（７３）３３３７

令和元年度の住民税
(均等割)が
課税されていない方

市では︑平成

（10月１日の消費税増税に伴う使用料等の改定）

した事 業について︑事 務 事 業

中 部コミュニティセンター 受

評価︵行政評価︶を行っています︒ 本庁舎１階行政情報コーナー︑

事務事業評価とは︑実施し

付︑白里公民館受付

23

施設の使用料等が改定予定

施設等の名称・問合せ先

区分

増穂・白里︶

議会が傍聴できます

▼公表および意見受付期間＝

▼対 象 者＝市 内 在 住・在 勤・

▼提出方法＝市ホームページ

または公表場所に備えてある

様 式に記入し︑次のいずれか

・郵送

の方法で提出してください︒

・ファクス

・電子メール

・ 持参︵企画政策課または公

表場所の施設受付︶

考えなどと併せてホームペ

い
※ただいたご意 見は︑市の

詳細は問い合わせください︒

〒２９９ ３２９２

ージで公表する予定です

申・

大網白里市大網１１５ ２

価を行い︑その結 果を踏まえ

☎０４７５(７０)０３９７

た事業の内容を振り返って評

選挙管理委員会事務局

︵本会議の傍聴席は 席︶

年度当初

30

市議会第３回定例会は︑８

詳細は問い合わせください。

８月５日㈪〜 日㈮

▶会場＝保健文化センター３階ホール

●対象者・購入方法など

30

て︑今 後の事 業に役 立ててい

▶日時＝９月10日㈫14時〜

詳細は市ホームページをご

などについて説明会を開催します。

月 日㈮に開会される予定です︒

されている方を対象に、立候補の手続き

覧いただくか問い合わせください︒ くものです︒事 業に対する皆

市選挙管理委員会では、立候補を予定

傍聴手続きは︑本会議の開

般選挙が11月10日㈰に行われる予定です。

さんのご意見をお寄せください︒ 在学の方および市内事業者

任期満了による大網白里市議会議員一

▼対象事業＝平成

一般選挙の立候補予定者
説明会

☎０４７５︵７０︶０３９０

● 大網白里市議会議員 ●

議会事務局

◇高齢者叙勲
▶瑞宝双光章
〈教育功労〉
黒川 有昌氏（大竹）

催日に傍 聴 券へ住所・氏 名を

勲

書いていただくだけです︒

叙
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2019.8.1

総務課人事班

☎０４７５（７０）０３０１
０４７５（７２）８４５４
試験区分

大網白里市

採用予定人数

採用

検索
受験資格

平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた
方で、学歴を問わない。

上

級

2

社会福祉士

1

昭和59年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた
方で、社会福祉士の資格を有する方または令和元年度に
実施される試験で資格取得見込みの方

一 般
行政職

平成10年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に
基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した方（令和2
年3月までに卒業見込みの方を含む。）

資 格
免許職

保

士

1

平成3年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方
で、保育士および幼稚園教諭の資格を有する方または令
和元年度に実施される試験で保育士および幼稚園教諭の
資格取得見込みの方

技術職

土木初級

1

平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた
方で、学歴を問わない。

育

