
日時4月1日㈭～30日㈮の平日
内容納税義務者は、自己の資産と同
一区内にある周辺の資産の評価額
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
日時4月1日㈭から
内容納税義務者は、自己の資産の台
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）の台帳を
閲覧できます。
料金区･納税義務者ごとに300円（自
己の資産分は4月30日㈮まで無料）

場所市税事務所資産税課、市税出張所
備考必要書類など詳しくは、お問い合
わせください。
問土地・家屋＝市税事務所資産税課･
東部（中央･若葉･緑区）☎233-
8143 FAX233-8376、西部（花見川･稲毛
･美浜区）☎270-3143 FAX270-3227。償
却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146 FAX233-8376

千葉都市計画（地区計画）の
変更に関する案の縦覧

小仲台3丁目･4丁目地区（項ずれ）
対象区域＝稲毛区小仲台3･4丁目
の各一部

千葉中央第六地区（項ずれ）
対象区域＝中央区中央4丁目の一
部
縦覧期間＝4月5日㈪～19日㈪
縦覧場所＝都市計画課
項ずれ＝法改正に伴う引用条項の変
更
なお、縦覧期間内に意見書を提出す
ることができます。
問都市計画課☎245-5304 FAX245-5627

2021年度固定資産税･都市計 
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9日㈮に発送予定です。
土地･家屋の課税明細（物件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、HP「千葉市　市税の
ホームページ」で検索
問土地･家屋＝市税事務所資産税課･
東部（中央･若葉･緑区）☎233-
8143 FAX233-8376、西部（花見川･稲毛
･美浜区）☎270-3143 FAX270-3227。償
却資産＝東部市税事務所法人課☎
233-8146 FAX233-8376

ジェフユナイテッド千葉試合
日程･ホームゲームに招待

4月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
4/17㈯ 14：00 栃木SC
25㈰ 14：00 SC相模原

フクダシートプレゼント
フクダ電子㈱がフクダ電子アリー
ナで行われるホームゲームに招待
します。席はメイン北コーナー指
定席
日時5月9日㈰14：00開始･対ファジア
ーノ岡山、23日㈰14：00開始･対
FC町田ゼルビア
対象市内在住･在学の小･中学生と保
護者
定員40組80人
備考当選者には試合日のおおむね1
週間前までに入場引換券を発送。
試合が中止された場合などは、当
選無効。詳しくは、HP「ジェフユ
ナイテッド千葉」で検索
申4月9日㈮必着。はに保護者の氏
名・フリガナ･住所･電話番号、子ど
もの氏名・フリガナ･学年、試合名

を明記して、〒260-8722千葉市役
所観光MICE企画課「フクダシート
プレゼント」係へ。
Eメールhometown@city.chiba.lg.jpも
可

問ジェフユナイテッドファンクラブ
事務局☎0570-064-325、観光MICE企
画課 FAX245-5669

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＝4月中旬～6月中
旬。所得票＝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600世帯
調査方法　調査員証を携帯した調査
員が訪問します。
問保健福祉総務課☎245-5159 FAX245-
5546

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

補助対象　建築物の所有者など
補助額　分析調査＝費用の全額（上
限額25万円）。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
備考条件など詳しくは、お問い合わせ
ください。
申5月6日㈭～31日㈪必着。申請書（建
築指導課で配布。HP（「アスベスト補
助」で検索）から印刷も可）を、同
課へ直接持参。件数に満たない場合
は先着順で受け付け
問同課☎245-5836 FAX245-5888

パラスポーツ教室･体験会の
費用を助成

内容障害者を対象とするスポーツ、運
動やレクリエーションなどの教室や
体験会を開催した際の費用の一部を
助成します（上限20万円）。
対象市民団体、障害者団体などの福祉
団体、障害者スポーツ団体など
備考申請書類＝①補助金交付申請書、
②事業計画書、③収支予算書、④会
則または規約など。①～③はオリン
ピック･パラリンピック調整課で配
布。HP「千葉市　パラスポーツ振興
補助金」から印刷も可。対象事業な
ど詳しくは、HPで検索
申申請書類を、〒260-8722千葉市役
所オリンピック･パラリンピック調
整課へ郵送。 Eメールopchosei.POP@
city.chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5296 FAX245-5299

防水板設置工事に助成金を交
付

内容助成額＝費用の2分の1（建物1棟
につき上限75万円）
対象浸水被害が発生した地域
備考申請方法など詳しくは、HP「千葉
市　防水板」で検索
問雨水対策課☎245-5613 FAX245-5497

建物の安全確保のため、中間検
査･完了検査を受けましょう

建築主は確認済証の交付後に工事に
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。

問建築情報相談課☎245-5841 FAX245-
5831

2021～2023年度65歳以上
の方の介護保険料を改定

介護サービスの利用者数が増加し、
介護保険給付費などの増大が見込ま
れるため、第1号被保険者（65歳以上
の方）の所得に応じて保険料を改定
します。保険料は6月中旬に送付する
決定通知書でご確認ください。詳し
くは、HP「千葉市　介護保険管理課」
で検索
問保健福祉センター高齢障害支援課
介護保険室･中央☎221-2198、花見川
☎275-6401、稲毛☎284-6242、若葉
☎233-8264、緑☎292-9491、美浜☎
270-4073、介護保険管理課☎245-
5064 FAX245-5623

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（販売･受け入れ、調剤･健
康診断、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。
問消費生活センター☎207-3603 FAX
207-3111

令和2･3年度入札参加資格審
査･小規模修繕業者登録

入札参加資格申請
対象市が発注する建設工事、測量･コ
ンサルタント、物品、委託などの
入札への参加を希望する業者
申4月1日㈭～11月15日㈪に、 HP
（「ちば電子調達システム」で検索）
から

小規模修繕業者登録申請
対象市が発注する100万円以下の簡
易な施設などの修繕の受注を希望
する市内業者（個人事業者は市内
に住民登録を有すること、法人は
市内に本社･本店などを有するこ
と）。ただし、市で定める要件を	
満たすこと
備考申請書は契約課で配布。HP（「千
葉市　2･3年度小規模修繕申請」で
検索）から印刷も可
申4月1日㈭～来年2月15日㈫必着。
申請書と添付書類を、〒260-8722
千葉市役所契約課へ

備考資格要件など詳しくは、契約課HP
をご覧ください。
問契約課☎245-5088（工事･測量な
ど）☎245-5090（物品･委託、小規模
修繕） FAX245-5536、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）

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
備考申請書は健全育成課で配布。HP

（「千葉市　青少年健全育成事業」）か
ら印刷も可
申5月7日㈮必着。申請書を、〒260-
8722千葉市役所健全育成課へ。 Eメール	
kenzenikusei.CFC@city.chiba.
lg.jpも可
問同課☎245-5955 FAX245-5995

市職員募集パンフレットを配
布

各職種の仕事内容、採用試験情報、
若手職員の業務紹介などを掲載し
た、市職員募集パンフレットを配布
しています。
配布場所＝市人事委員会、市役所1階
案内、市政情報室、各区役所地域振
興課、市民センター･連絡所、コミュ
ニティセンター、消防局（署）･出張
所、市図書館（分館を含む）、総合保
健医療センター、東京事務所。 HP
（「千葉市　職員募集」で検索）から
もご覧いただけます。郵送希望の場
合はお問い合わせください。
問同委員会☎245-5870 FAX245-5889

消防音楽隊「第5回定期演奏
会」の動画配信

無観客で開催した消防音楽隊第5回
定期演奏会の模様をYouTubeで配
信します。HP「千葉市消防音楽隊　
定期演奏会」で検索
問消防局総務課☎202-1664 FAX 202-
1614

つくろう‼マイナンバーカー
ド

マイナンバーカードでできること
•	コンビニエンスストアなどで住
民票の写しなどが取得できます
（4月から、パソコン･スマートフ
ォンなどからオンライン申請が
できるようになります）。
•	一部の医療機関･薬局などで、健
康保険証として利用できます。

休日開庁日のマイナンバーカード交
付時間を延長
4月から休日開庁日（原則第2日曜
日）の交付時間を、9：00～17：00に
延長します。交付は予約制です。
市マイナンバーカード交付予約コ
ールセンター☎0120-086-489

備考申請･交付方法など詳しくは、HP
「千葉市　マイナンバーカード」で検索
問区役所市民総合窓口課･中央☎
221-2109 FAX221-2161、花見川☎275-
6236 FAX275-6848、稲毛☎284-6109 FAX
284-6151、若葉☎233-8126 FAX 233-
8165、緑☎292-8109 FAX292-8160、美
浜☎270-3126 FAX270-3196

大気汚染状況2月分

内容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（70.1μg/㎥以上）、二酸化
窒素（NO₂）の環境目標値超過日
(41ppb以上)はともに0日でした。最
新情報など詳しくは、HP「千葉　大
気　時報」で検索
テレホンサービス☎238-7491･2
問環境規制課☎245-5190 FAX245-5581
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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【16面】参照。


