2019年4月号
契約課へ。
Ｃ資格要件など詳しくは、契約課ｈ
をご覧ください。
Ｔ契約課☎245 - 5088（工事・測量な
ど）☎245-5090（小規模修繕、物品
・委託）Ｆ245-5536、県電子自治体共
同運営協議会☎441-5551（ちば電子
調達システム）

Ｚ2019年度固定資産税の
縦覧・閲覧
固定資産税の「土地・家屋価格等縦
覧帳簿」の縦覧
Ｊ4月1日㈪～5月7日㈫の平日
Ｎ納税義務者は、自己の資産と同
一区内の他の資産の評価額を比較
する目的でのみ、縦覧できます。
固定資産課税台帳の閲覧
Ｊ4月1日㈪から
Ｎ納税義務者は、自己の資産の課
税台帳を閲覧できます。
賃借人は、
借りている土地や家屋（金銭など
対価の支払いがあるもの）の課税
台帳を閲覧できます。
Ｋ1枚300円（自己の資産分は5月
7日㈫まで無料）
Ｂ市税事務所資産税課、市税出張所
Ｃ必要書類など詳しくは、お問い合
わせください。
Ｔ土地・家屋＝市税事務所資産税課・
東部（中央・若葉・緑区）☎233-8143
Ｆ233-8376、西部（花見川・稲毛・美
浜区）☎270-3143Ｆ270-3227
償却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146Ｆ233-8376

・都市
Ｚ2019年度固定資産税
計画税の納税通知書の発送
固定資産税・都市計画税の納税通知
書は、4月8日㈪に発送予定です。
土地・家屋の課税明細
（物件15件分ま
で記載。16件以上の場合は別途発送）
が記載されています。償却資産分は
別途発送します。詳しくは、ｈ「千
葉市 市税のホームページ」で検索
Ｔ土地・家屋＝市税事務所資産税課・
東部（中央・若葉・緑区）☎233-8143
Ｆ233-8376、西部（花見川・稲毛・美
浜区）☎270-3143Ｆ270-3227
償却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146Ｆ233-8376

Ｘ子ども医療費助成受給券を
発送しました
4月から小学4年生になる子どもの保
護者へ、4月1日㈪から有効の新しい
受給券を3月下旬に発送しました。
受
給券が届いていない方は、お問い合
わせください。
Ｔ保健福祉センターこども家庭課・
中央☎221-2149、花見川☎275-6421、
稲毛☎284-6137、若葉☎233-8150、緑
☎292-8137、美浜☎270-3150または
こども企画課☎245-5178Ｆ245-5547

Ｗ市骨髄移植ドナー支援
事業所向け助成の開始
4月から、骨髄提供を行った方が就業
している国内の事業所向けに、本人
が取得したドナー休暇の日数に応じ
た額を助成します。
助成額＝1日1万円（上限7日間）
Ｔ健康企画課☎245-5229Ｆ245-5554

Ｚ

再生可能エネルギーなどの設
備の設置費用の一部を助成

住宅用
Ｎ助成額 太陽光発電設備（要件
有り）＝出力1キロワット当たり2
万円（上限4.5キロワット）。太陽
熱利用給湯システム
（強制循環式）
＝10万円。家庭用燃料電池システ
ム（エネファーム）＝5万円。定置

情報けいじばん

ちば市政だより
用リチウムイオン蓄電システム＝
10万円。ZEH（ゼロ・エネルギー・
ハウス）＝10万円
Ｈ居住する住宅に設置した方（法
人を除く）
Ｃ先着順で、予算に達し次第終了
事業用
Ｎ助成額 太陽熱利用給湯システ
ム＝対象経費の3分の1（上限100万
円）
Ｈ市内の高齢福祉施設、障害者支
援施設、医療施設
Ｉ先着1件
Ｃ申込方法など詳しくは、パンフレ
ット（市住宅供給公社、環境保全課、
区役所地域振興課などで配布）をご
覧いただくか、ｈ「千葉市 再エネ
補助金」で検索
Ｔ同公社☎245-7527Ｆ245-7517

Ｚ電気自動車（EV）の購入費
用を一部助成
助成対象＝4輪の電気自動車を新車
購入した方（法人を除く）。ハイブリ
ッド車、
プラグイン・ハイブリッド車
は対象外
助成額＝10万円
Ｃ募集件数・申込方法など詳しくは、
パンフレット（環境保全課、区役所
地域振興課などで配布）をご覧いた
だくか、ｈ「千葉市 電気自動車
補助金」で検索
Ｔ環境保全課☎245-5199Ｆ245-5553

Ｚ環境保全活動団体の活動経
費を一部助成
対象団体＝環境保全活動を行なう団
体
対象事業＝市内で行なう、地球環境
保全に係る自主活動事業
募集数＝先着7団体
助成額＝対象経費の2分の1（上限10
万円）
申請方法や対象経費など詳しくは、
ｈ「千葉市 環境保全 自主活動補
助金」で検索
Ｔ環境保全課☎245-5199Ｆ245-5553

Ｘ青少年健全育成事業の活動
経費を一部助成
対象団体＝市内に活動拠点を置き、
青少年の健全育成に寄与する活動実
績があり、規約や会則を持ち、事業
運営が独立して行われている団体
（スポーツや音楽などを主な活動内
容にしている団体、市または市の外
郭団体など公的な機関から補助金の
交付などを受けている団体を除く）。
対象事業＝団体が自主的に企画・運
営し、市民を対象とする事業で来年
3月31日㈫までに行うもの（1団体5事
業まで）
補助額＝対象経費の2分の1以内（1事
業上限14万円）
選考方法＝書類審査と団体の事業説
明により選考
Ｃ申請書は健全育成課で配布。ｈ
（「千葉市 青少年健全育成事業」）
からダウンロードも可。
Ｍ5月7日㈫必着。申請書を、〒2608722千葉市役所健全育成課へ。
Ｅkenzenikusei.CFC@city.chiba.
lg.jpも可。
Ｔ同課☎245-5955Ｆ245-5995

Ｖ分譲マンションの再生活動
の費用の一部を補助
①分譲マンション再生等合意形成支
援制度
対象＝延べ床面積の2分の1以上が
住宅用途で、区分所有者が5人以上
いる老朽化したマンションの管理
組合

要件＝再生活動およびその経費に
ついて総会などで議決されている
こと
補助額＝活動費用の2分の1（上限
25万円）
件数＝6件
②地域再生支援事業（計画策定費用
の補助）
対象＝敷地面積が1ヘクタール以
上のマンション団地管理組合（戸
建て住宅街区整備区域を設定する
場合は2ヘクタール以上）
要件＝建て替えの推進について総
会などで議決されていること。耐
用年数の2分の1以上経過し、区分
所有者が10人以上いること
補助額＝計画策定費用の2分の1
（上限50万円）
件数＝1件
Ｃ申請書配布場所＝住宅政策課。ｈ
（「千葉市 マンション再生」で検索）
から印刷も可。
Ｍ6月3日㈪～17日㈪に同課に直接持
参。件数に満たない場合は、12月
20日㈮まで先着順で受け付け。
Ｔ住宅政策課☎245-5809Ｆ245-5795

・
Ｖ吹付けアスベスト分析調査
除去などに費用の一部を補助
補助額 ①分析調査＝費用の全額
（上限額25万円）｡ ②除去など＝費用
の3分の2以内（上限額100万円）
。い
ずれも、消費税を除く
件数 ①2件、②1件
Ｃ条件など詳しくは、お問い合わせ
ください。申請書配布場所＝建築指
導課、区役所地域振興課。ｈ（「アス
ベスト補助」で検索）から印刷も可
Ｍ5月7日㈫～31日㈮必着。申請書を、
建築指導課へ直接持参。件数に満た
ない場合は、11月29日㈮まで先着順
で受け付け
Ｔ建築指導課☎245-5836Ｆ245-5888

・完了検査を
Ｖ建物の中間検査
受けましょう
建築主は確認済証の交付後に工事を
着手し、中間検査（適用除外あり）
と完了検査に合格して、初めて建物
を使用できます。建物を建てるとき
は、
必ずこの検査を受けてください。
また、手続きを事業者に委託した場
合や中古物件を購入した場合など
も、確認済証、確認申請書の副本、
中間検査合格証、検査済証などの書
類を受け取り、大切に保管しましょ
う。
Ｔ建築情報相談課☎245-5839Ｆ2455831

Ｚ小学校の空き教室が休日に
利用できます
土・日曜日、祝・休日などに、市立小
学校の空き教室を、地域活動や生涯
学習の場として貸し出しています。
利用にあたっては、学校ごとに管理
運営委員会の設置が必要です。手続
きなど詳しくは、
「千葉市 小学校の
空き教室」で検索
Ｔ学校施設課☎245-5920Ｆ245-5991

Ｗ

国民生活基礎調査にご協力を

保健・医療・福祉・年金・所得などの世
帯の状況を総合的に把握し、施策立
案の基礎資料とするための国民生活
基礎調査を行います。
調査時期 世帯票・健康票・介護票＝
4月中旬～6月中旬。所得票・貯蓄票＝
6月下旬～7月下旬
対象世帯 厚生労働省が層化無作為
抽出した市内の約3,600世帯
調査方法 調査員証を携帯した調査
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員が、訪問します。
Ｔ保健福祉総務課☎245-5159Ｆ2455546

Ｚ農用地区域除外等の申出の
受け付けを停止
市では、市農業振興地域整備計画の
全体見直しを行っています。見直し
に伴い、農用地区域を確定させるた
め、農用地区域除外等の申出の受け
付けを停止しています。再開は、来
年6月の予定です。
Ｔ農地活用推進課☎245-5759Ｆ2455895

Ｖはかりの定期検査
2年に1回の検査が義務付けられてい
る、はかり（取引や証明に使用され
るもの）の定期検査を行います。
対象区域＝花見川・稲毛・美浜区
実施方法＝検査日時を事前に通知
し、対象事業所を巡回。詳しくは、
お問い合わせください。
Ｔ消費生活センター☎207 - 3603Ｆ
207-3111

Ｚ宝くじの販売
宝くじの収益は、私たちの身近な暮
らしに役立てられています。
ぜひ、市内の宝くじ売り場でご購入
ください。売り場の所在地など詳し
くは、ｈ「宝くじ 公式」で検索
特別史跡加曽利貝塚が描かれた宝く
じ
Ｊ4月1日㈪～23日㈫
Ｎ当せん金＝1等1,000万円、1等前
後賞各250万円ほか
Ｋ1枚100円
Ｃ抽せん日＝4月26日㈮
ドリームジャンボ宝くじ
Ｊ4月1日㈪～26日㈮
Ｎ当せん金＝1等3億円、
1等前後賞
各1億円ほか
Ｋ1枚300円
Ｃ抽せん日＝5月10日㈮
Ｔ資金課☎245-5078Ｆ245-5535

My Style
Ｘアプリ「ちば
Diary」を配信中
県が配信する、妊娠・出産・育児など
をサポートするスマートフォンアプ
リです。
妊 娠・健 康・育 児 に 関 す る 2 4 時 間
WEB相談や、市が実施す
る子どもの健診・予防接
種情報やイベントの通知
と管理などができます。
Ｔ県子育て支援課☎223-2656Ｆ2229939

Ｚ大気汚染状況2月分
市内の測定局で測定した2月の微小
粒子状物質（PM2.5）の暫定指針値
超過日は0日でした。二酸化窒素
（NO2）の環境目標値超過日（41ppb
以上）は、【下表】の測定局が1日で
した。
測定局名 日平均値の最大値（ppb）
葭川自排
42
最新情報など詳しくは、ｈ「千葉
大気 時報」で検索
テレホンサービス☎238-7491・2
Ｔ環境情報センター☎238 - 9956Ｆ
238-4755

特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け ◦応募多数の場合は抽選 ◦対象は市内在住・在勤・在学の方 ◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。ゴールデンウィークの主な施設の開館日は、
【11面】をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

