公平な納税のための滞納処分
︵差し押さえ︶

▼差し押さえ事例
れない方もいます︒このよう

理由で︑納めたくても納めら

令和４・５年度に大網白里

千葉市中央区市場町１ １

・給与等の差し押さえ＝勤務

令和４・５年度の入札参加資格
審査申請の受付を実施します
市 が 発 注 す る 建 設 工 事 ︑測

千葉県庁南庁舎２階

先へ給与等照会後︑給与等の
生活状況等の把握ができず︑

量・コンサル ︑物 品 ︑委 託の

千葉県電子自治体共同運営協

願いします︒相談等が無いと︑

た財産の公売を行っています︒ から一定額を税金に充てます︒
やむなく差し押さえの処分を

入札に参加を希望する方は︑

な方は︑早めの納税相談をお

・預貯金の差し押さえ＝金融
受ける場合があります︒納税

差し押さえを実施し︑給与等

機関等へ預貯金照会後︑差し
相 談は︑随 時 ︑実 施していま

〒２６０ ０８５５

︿納期限を過ぎても納付が無
押さえを実施し︑税 金に充て

限経過後 日以内に督促状を
局へ照 会 後︑土地や建 物の差

・不動産の差し押さえ＝法務

ます︒

を行います︒

により︑徴収猶予等の手続き

めに相談してください︒事 情

すので︑滞 納が増える前に早

▼業種区分

請を提出してください︒

利用して入札参加資格審査申

﹁ち ば電 子 調 達システム﹂を

ージ

ば電子調達システムホームペ

▼マニュアル等の入手 先＝ち

議会共同受付窓口

納税は︑国民の三大義務の
ます︒

電話︑訪問による催告を行い

無い場合は︑催告書の送付や

督促状を送付しても納付が

融 支 援 機 構 等︶等に︑差し押

抵当権者︵金融機関や住宅金

す ︒差し 押さえの登 記 後に︑

差し押さえ登記の嘱託をしま
納付が便利です

◇納税は口座振替やコンビニ

②測量・コンサル

①建設工事

月１日〜令和６年３月 日

▼名簿有効期間＝令和４年４

さえを実施したことを通知し

融機関等は︑問い合わせくだ

で︑口座振替が利用可能な金

口座振替を推奨していますの

〜 月 日㈪ 時まで

▼申請受付期間＝９月 日㈭

④委託

納税は自主納付が原則です︒ ③物品

ムページをご覧ください︒

びちば電子調達システムホー

詳細は市ホームページおよ

納期限を過ぎて納付すると

税相談を
病気や失業・事業不振等の

税務課滞納整理班
☎０４７５︵７０︶０３２３

☎０４７５︵７０︶０３１２

財政課契約管財班

ます︒

延滞金が発生する場合があり

ストアでも納付できます︒

また︑全国のコンビニエンス

▼書類提出先

年度＝ 件実施︵不

動産︑預貯金︑生命保険︑給

平
※成

さい︒
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ょう ︒また︑横 断 歩 道では歩

道路横断中の事故に注意
毎月 日は﹁交通安全の日﹂
交通事故の多くは︑自宅か

め︑交 通ルールとマナーを 守

悲惨な交通事故を無くすた

務や停止義務があります︒

には横断歩道手前での減速義

ら近いところで発生しています︒ 行者優先であり︑運転者の方
特に︑道路横断中の交通事
故が多 発しています︒自宅近
くの通り慣れた道を歩くとき
でも︑必ず安全を確認しまし

り﹁交 通安 全県ちば﹂を目 指

千葉県くらし安全推進課

しましょう︒

☎０４３︵２２３︶２２６３

安全対策課生活安全班

☎０４７５︵７０︶０３８７

財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３１２

地方 税 法では︑
﹁ 滞 納 者が
督促を受け︑その督促状を発
い場合﹀

係る徴収金を完納しないとき
送付します︒
し 押さえのために︑法 務 局へ

過した日までに︑その督 促に

は︑滞 納者の財 産を差し押さ
︿督促・催告﹀

地方税法の規定により納期

した日から起算して 日を経

えなければならない﹂と規 定

一つで あ り ︑滞 納 している 税
︿財産調査﹀

されています︒

期限内に納付された方との公
督促状を送付しても納付が

金を放 置しておくことは︑納
平 性を欠くこととなります︒
を行います︒

無い場合︑滞納者の財産調査
︿捜索﹀

さらに︑滞 納は︑市の財 政
行政サービスに支障をきたす

を圧 迫し︑住 民の皆さんへの
与︑国税還付金等︶
令和２年度＝ 件実施︵預貯

ますので︑納め忘れに十分ご

必要がある場合︑滞納者や
その関係者の居住等を相手方
通自動車︑国税還付金等︶

金︑生命保険︑給与︑株式︑普

ことになります︒
市では︑納期限を過ぎても
場合があります︒

② 心 臓・腎 臓・呼 吸 器・ぼ う

注意ください︒

の意思に関わりなく捜索する

身体障害者手帳をお持ちの

こ う・直 腸・小 腸︵１ 級 ま た

◇納められない人は早めの納

納付が無い場合︑督促状を送

差し押さえます︒

財産調査で判明した財産を

︿差し押さえ﹀

付しています︒それでも 納 付
が無い場 合は︑財 産調査を行
い︑法 律の 定めに従い︑財 産
の差し押さえや︑差し押さえ

方や介護保険の要介護認定を

③免疫・肝臓︵１級〜３級︶

は３級︶

郵便等による不在者投票

受けている方 などで︑次の要

かに該当する方

▼戦傷病者手帳＝次のいずれ

件を満たす方は︑自宅などで
不 在者投 票をすることができ
ます︒

第２項症︶

① 両下肢・体幹︵特別項症〜
② 心 臓・腎 臓・呼 吸 器・ぼ う

この制度を利用するために
発行する﹁郵便等投票証明書﹂

は︑事前に選挙管理委員会が

こ う・直 腸・小 腸・肝 臓︵ 特
別 項 症〜 第３項 症︶

が必要となりますので︑ご相談
ください︒

護５の方

▼介護保険被保険者証＝要介

れかに該当する方

▼身体障害者手帳＝次のいず

選挙管理委員会
☎０４７５︵７０︶０３９７

7月1日一般競争入札実施分
〇件
名 南横川地区クリーンプラント回分槽コントローラー更新工事
場
所 南横川3688番地2
落札業者 株式会社 神鋼環境ソリューション
落札金額 7,205,000円
落 札 率 98.35%
〇件
名 地籍調査業務
場
所 南今泉外地内
落札業者 一般社団法人 山武郡市地籍調査協会
落札金額 30,140,000円
落 札 率 97.65%
〇件
名 医事等委託業務
場
所 富田884番地1 国保大網病院
落札業者 株式会社 ニチイ学館
落札金額 156,816,000円
落 札 率 76.15%

電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便
〈事例〉
業者の正式なサービスか調べましょう。
スマホの通信費が前月より２万円ほど高
ＵＲＬにアクセスしてしまった場合は、不
かったので、携帯電話会社に確認したとこ
審なアプリがインストールされていないか確
ろ、
自分のスマホから海外にＳＭＳを送信し
認しましょう。
また、
ＩＤやパスワード、暗証番
ていたと判明した。数か月前に
「荷物を預
号等の個人情報を入力してはいけません。
かっている」
というＳＭＳが届き、
ＵＲＬをタ
困ったときはすぐに消費生活センター等
ップした。
そのときに不審なアプリをダウン
にご相談ください。
ロードしてしまったのかもしれない
（70歳代
〈参考資料：国民生活センター見守り新鮮
女性）。
情報第390号より〉
〈ひとことアドバイス〉
◇市消費生活センター
宅配業者の不在通知を装って送られて
くるＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）
に、 ▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮10
時〜12時、13時〜16時
偽サイトに誘導するＵＲＬが記載されてお
▶会場＝中央公民館１階相談室
り、
アクセスすると自分のスマホが不正利用
▶相談電話＝☎０４７５
（７０）
０３４４
される被害が起きています。
ＳＭＳで不在通知が届いても、記載され
地域づくり課市民協働推進班
ているＵＲＬにアクセスしてはいけません。
☎０４７５
（７０）
０３４２

17

10月１日㈮から、皮膚科の受
付方法が変更となります。
〈変更前〉
▶予約方法＝「日付」の予約
▶受付開始＝13時〜
〈変更後〉
▶予約方法＝「日付」・「時間」の
予約
▶受付開始＝８時〜
※診察開始時間は、13時30分か
らで変更ありません。
詳細は問い合わせください。
市立大網病院
☎０４７５（７２）１１２１

10

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

宅急便を装ったＳＭＳ、ＵＲＬにアクセスしないで

16

20

10

①両下肢・体幹・移動機能
︵１級または２級︶

８月２日に民生委員・児童委員委嘱状伝達式が行わ
れ、新たに１名が厚生労働大臣から委嘱されました。
〈地区担当〉
北山 克美 氏（増穂地区）
新たに委嘱された委員の任期は８月１日〜令和４年
11月30日までです。
民生委員・児童委員は、社会福祉の精神を持って、
常に住民の立場に立って相談に応じ、必要に応じて支
援を行うボランティアです。生活の心配ごとや困りご
となどがありましたら、お気軽にご相談ください。
社会福祉課社会福祉班 ☎０４７５（７０）０３３０

15

皮膚科の受付を変更します

91

87

11

大網病院からのお知らせ

31

民生委員・児童委員を
委嘱しました

入札結果の公表

こちらは消費生活センターです！
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