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２月19日に菅沼健一在スリランカ日本国大使が山武市を訪
れ、市長や市議らと懇談しました。
懇談では、スリランカ国と基本合意している事前キャンプの

受け入れ、青少年相互交流およびスポーツ用品等の送付や、
ホストタウンに千葉県で唯一登録されたことを説明したとこ
ろ、大使からは、「ぜひ支援させていただきたい」という、言葉
をいただきました。
また、「スリランカは親日的で、国民全体が日本に良い印象を

持っている。「東京2020大会」に向けて交流を進めて欲しい、市
にとってもグローバル人材育成の良い機会になるのではない
か」と述べるとともにスリランカ国との交流発展について協力
を約束していただけました。
懇談後、事前キャンプに使用予定の成東総合運動公園陸上

競技場や道の駅オライはすぬま、蓮沼海岸等を視察されました。

在スリランカ日本国大使が山武市を訪問在スリランカ日本国大使が山武市を訪問

お座敷電車「宴」で行く東金線市町民号

ご家族やお友達、ご近所の方々をお誘いあわせ
のうえ、ぜひご参加ください。
日　程　５月 22日㈰・23日㈪
　　　　（１泊２日・５食付き）
宿泊先　上諏訪温泉「ホテル浜の湯」
参加費　大人　１人　３6,000 円
定　員　126 人
�・ 　ＪＲ大網駅　☎ 0475（72）0054

� 企画政策課　☎ 0475（80）1131

４月１日から係の名称が変わります

４月１日から成東庁舎１階の市民課窓口サービ
ス係の名称が変更となります。
変更前　
　市民課　窓口サービス係
　　　　　　　↓
変更後
　　市民課　戸籍住民係
業務内容の変更はありません。
　 　総務課　☎ 0475（80）1112

　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室
� ☎0475（80）1633

春の観光シーズン最盛期となる春休み
を間近に控え、森田知事が成東地区の観
光いちご園「小山ファーム」を訪れ、い
ちご狩りの体験や来園者との交流を通じ
て、県産いちごの魅力をＰＲされました。
また、来年春からの本格販売開始を予

定している、県が開発したいちごの新品
種「千葉Ｓ４号」の試験栽培状況を併せ
て視察されました。
「千葉Ｓ４号」を試食した森田知事は

「大きくて、香りも甘さも最高！」「県と
しても一生懸命応援してまいります」と
語られていました。

　わがまち活性課
� 　☎0475（80）1282

森田知事が県産いちごのPR
のため小山ファームを視察
森田知事が県産いちごのPR
のため小山ファームを視察

菅沼大使（左）が道の駅オライはすぬまを視察
来園者と一緒にいちご狩りを楽しむ森田知事（右）
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　　　平成28年度飼い犬の狂犬病予防集合注射の日程
　狂犬病予防集合注射を下記日程表のとおり実施しますので、必ず受けましょう。
　なお、この期間中に狂犬病予防注射を受けられない場合には、最寄の動物病院で受け、
注射済証を市役所へ届け出て、注射済登録を行ってください。

狂犬病予防集合注射日程表
期　日 会　　　　場 時　　間

4月21日㈭
山武地域

南上戸田バス停留所前 9:20~ 9:50

旧睦岡幼稚園駐車場 10:10~10:40

本郷研修センター 11:10~11:30

武勝（源コミュニティ消防センター） 13:10~13:30

大木公民館 13:50~14:30

4月22日㈮
山武地域

山武北小プール脇 9:30~10:50

中津田公民館 11:10~11:30

4月22日㈮
松尾地域

旧豊岡保育所駐車場 13:20~14:10
松尾運動公園管理事務所前駐車場
（テニスコート脇駐車場） 14:30~15:00

4月24日㈰
山武地域

日向台自治会館前公園 9:20~11:30

山武出張所（あららぎ館） 13:10~15:00

4月24日㈰
蓮沼地域
松尾地域
成東地域

蓮沼出張所
（蓮沼スポーツプラザ前駐車場） 9:10~10:00
松尾出張所
（松尾IT保健福祉センター） 10:20~11:30

山武市役所前駐車場 13:10~15:00

期���日 会　　　　場 時　　間

4月25日㈪
成東地域

緑海交流センター（旧緑海連絡所） 9:10~10:10

中谷之下公民館 10:30~11:30

本須賀第2公民館（しおさい館） 13:10~13:50

白幡第1公民館（八幡神社前） 14:10~15:00

4月26日㈫
成東地域

根蔵公民館 9:10~ 9:30

板附公民館 9:50~10:10

富田協同館 10:30~10:50

なんごうこども園駐車場 11:10~12:10

成東総合運動公園管理棟前 13:40~15:00

4月27日㈬
蓮沼地域

西浜区民館 9:10~ 9:30

川下川島食堂 9:50~10:20
蓮沼出張所
（蓮沼スポーツプラザ前駐車場） 10:40~11:40

4月28日㈭
松尾地域

八田共同利用施設
（八田コミュニティ消防センター） 9:10~ 9:40

本柏共同利用施設 10:00~10:30

松尾出張所（松尾IT保健福祉ｾﾝﾀｰ） 10:50~11:30

高富（東）共同利用施設 13:20~13:50

借毛本郷共同利用施設（三郷館） 14:10~15:00

料　金（一頭あたり）
●既に登録済の方
狂犬病予防注射手数料 2,950 円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
合　計 3,500 円

●新規登録の方
新規登録手数料 3,000 円
注射手数料＋注射済票交付手数料 3,500 円
合　計 6,500 円

( 時間短縮のため、おつりのないようにご協力ください )
ご注意ください
・生後 91日以上の犬が対象となります。
・犬には生涯１回の登録が義務付けられています。
・�事故防止のため、必ず犬を抑えられる方が連れてきて
ください。
自宅など会場以外の場所にうかがって注射をすること
はできません。
・�転入してきた方は、先に市役所環境保全課にて転入の
手続きを済ませてから会場へお越しください。
� 　環境保全課　☎ 0475（80）1161

固定資産（土地・家屋）縦覧帳簿の縦覧
�　納税者の皆さんが、自己の土地や家屋の評価
が適正かを判断できるように、土地および家屋
の価格等縦覧帳簿の縦覧をいたします。
期間　４月１日㈮～５月31日㈫
　　　（土・日・祝日を除く）
時間　午前８時30分～午後５時
場所　課税課資産税係（本庁舎１階)

縦覧できる方　固定資産税の納税義務者または
委任を受けた方（委任状持参）に限ります。窓口
にて本人確認をさせていただきますので、身分
証明書等をご持参ください。

　課税課　☎0475（80）1282
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　山武郡市広域行政組合企画財政課
　　☎0475（54）0252

http://www.sanbukouiki-chiba.jp/

行政からの
お知らせ

information

平成27年　国勢調査速報値
　平成27年国勢調査にご協力いただき、ありがとう
ございました。平成27年10月1日現在で実施した国
勢調査の速報値が、総務省統計局から公表されました
のでお知らせします。確定値は、平成28年10月に総
務省統計局から公表される予定です。

平成27年
　　　　　人　　　口� （人） 世帯数
総数 男 女
52,231 25,890 26,341 19,448

平成22年
　　　　　人　　　口� （人） 世帯数
総数 男 女
56,089 27,676 28,413 19,286

人口増減数
（人）

人口増減率
（％） 世帯増減数 世帯増減率

（％）
△3,858 △6.9 162 0.8�

　企画政策課　☎0475（80）1131

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援し、平成28
年前半の個人消費の下支えになるよう対象者に給付金を支給します。

対　象　者
（①から⑤すべて
にあてはまる方）

①平成28年度中に65歳以上となる方（昭和27年4月1日以前に生まれた方）
②平成27年1月1日時点で、山武市に住民票がある方
③平成27年度分市民税（均等割）が非課税である方
④�対象者が扶養されている場合、扶養する方が平成27年度分市民税(均等割) が非課税である方
⑤生活保護制度の被保護者等でない方
注）・未申告の方は申告が必要となります。
　）・支給決定前に亡くなられた方は対象外です。

金　　　額 対象者一人につき３万円

申　請　時
必 要 書 類

①申請書
②本人確認書類の写し（運転免許証・健康保険証等）
③�口座確認書類の写し（金融機関名・口座番号・口座名義人（カナ）がわかる預貯金通帳
の写し。ただし、申請書に印字されている口座に振り込む場合を除く）

申 請 方 法
⑴郵送申請：申請書に同封の封筒にてご返送ください。
⑵窓口申請：山武市役所３階　年金生活者等支援臨時福祉給付金窓口または各出張所
� 受付時間午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）

申 請 期 限 平成28年6月30日㈭まで（郵送の場合は当日消印有効）
※�対象になると思われる方には、申請書を３月下旬に送付しています。対象になると思われる方で申請書が届いていな
い場合は、お問い合わせください。
※給付金が振り込まれるまでに１～２カ月かかる場合もあります。

� ・ 　年金生活者等支援臨時福祉給付金窓口　☎ 0475（80）0033

山武郡市広域行政組合予算の概要
　平成28年度山武郡市広域行政組合の一般会計予算
は、歳入歳出総額で53億1860万7千円を計上しました。

年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請を開始します

県支出金
4,751 千円
県支出金
4,751 千円
使用料および
手数料
527,013 千円

使用料および
手数料
527,013 千円

諸収入
131,713 千円
諸収入
131,713 千円
繰越金
28,364 千円
繰越金
28,364 千円
繰入金
117,764 千円
繰入金
117,764 千円

財産収入
763千円
財産収入
763千円

分担金および負担金
3,768,139 千円

分担金および負担金
3,768,139 千円

消防費
3,222,917 千円
消防費
3,222,917 千円

組合債
740,100 千円
組合債
740,100 千円

教育費
53,661 千円
教育費
53,661 千円

予備費
5,000 千円
予備費
5,000 千円

保健衛生費
430,049 千円
保健衛生費
430,049 千円

民生費
323,979 千円
民生費
323,979 千円

公債費
231,757 千円
公債費
231,757 千円

議会費・総務費
429,730 千円
議会費・総務費
429,730 千円

清掃費
621,514 千円
清掃費
621,514 千円

歳入総額
5,318,607 千円
歳入総額

5,318,607 千円

歳出総額
5,318,607 千円
歳出総額

5,318,607 千円


