町からのお知らせ

日は浄化槽の日

問

４

Ｊアラートによる
全国一斉情報伝達試験

総務課 自治振興係
☎ ‐３９ ３

■実施日時
月６日㈬
午前 時頃（予定）

12

広報しばやま

月

まちづくり課 環境下水道係 ☎ ‐３９

0

適切な維持管理できれいな水に

1

浄化槽の適切な維持管理のために、定期的な保守点検や清掃
を行い、適正な使用方法を確認しましょう。

77

地震・津波や武力攻撃などの
発生時に備え、人工衛星を通じ
て瞬時に情報伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）を
用いた情報伝達試験を次のとお
り行います。

問

～

防災行政無線チャイム
「これは、Ｊアラートのテスト
です」３回繰り返し
「こちらは防災しばやまです」
防災行政無線チャイム

■放送内容

11

2

③トイ
 レットペーパーを使用す
る
浄
 化槽には新聞紙、たばこの
吸い殻、紙おむつ、生理用品な
どの異物は絶対に流さないでく
ださい。
④洗剤は適正量を使用する
トイレ、台所、風呂の掃除に
洗剤を使用する場合は、表示さ
れた適正な使用量を守りましょ
う。
⑤油脂
 、野菜くず、強酸、アル
カリ、農薬などを流さない
油は固形化して回収してくだ
さい。浄化槽には野菜くずをで
きるだけ流さないようにし、農
薬や殺虫剤などについては絶対
に流さないでください。
⑥浄化
 槽の故障や異常、長期間
家を空ける場合は、保守点検
業者に相談する
■問合せ先（詳細について）
山武郡市広域行政組合
環境衛生課料金係
0531
☎0475

10

10

■浄化槽の保守点検
法律で定期的な保守点検が義
務付けられています。千葉県に
登録されている保守点検業者に
確認し依頼しましょう。
※保守
 点検の回数については、
浄化槽の処理方式や種類に
よって異なります。
■浄化槽の清掃
清掃は年１回以上行うことが
法律で義務付けられています。
山武郡市広域行政組合の許可を
受けた業者に依頼しましょう。
■浄化槽の使用に当たって
次の事項をご確認いただき適
正な使用をお願いします。
①ブロ
 ワ（モーター）の電源は
切らない
浄
 化槽には常時空気を送り込
む必要があります。
②浄化
 槽の上部または周辺に物
を置かない
保
 守点検および清掃の際に支
障や故障の原因になる恐れがあ
ります。

㈱五十嵐商会

東金市関下171番地

☎0475–58–5249
㈱新興ウオター
マネージメント工業

東金市家徳315番地５

☎0475–54–2231
㈲環境衛生センター

東金市広瀬5921番地１

☎0475–58–2304

㈲渡辺清掃

東金市東中323番地18

☎0475–58–3308

㈲甲斐浄化槽サービス

大網白里市細草513番地１

☎0475–77–1717

㈲成東浄化槽センター

山武市津辺703番地１

☎0475–82–0202

▲適正な使用できれいな水に

77

－
54
－

電話番号
地
在
所
名
者
業

下
水

■山武郡市広域行政組合に認可を受けている清掃業者一覧

～

TOWN INFORMATION

何かあったときや将来のために

歳になったら国民年金
町民税務課 国保年金係 ☎ ‐３９１２
千葉年金事務所 ☎043‐242‐6320

国民年金は、 歳以上 歳未満の方は加入することが義務付
けられています。 歳になった方には、日本年金機構から「国
民年金加入のお知らせ」や納付書などにより、国民年金に加入
したことをお知らせします。

の老齢年金のほか、病気やけ
がで障害が残ったときに受け
取れる障害年金や、家族の働
き手が亡くなったときに受け
取れる遺族年金もあります。
■各種免除制度
原則として、保険料を納めな
ければ年金を受け取ることがで
きません。しかし、所得が低く
保険料を納めることが困難な方
のために次のような保険料免除
制度があります。

2021. 10月号

13

船山㈱東京本店

2,482,920

制限付一般 
競争入札

月 日

6

60

㈱真行寺建設

17,490,000

芝山町岩山2012-6
15,900,000
（ひこうきの丘）
芝山町役場
2,257,200
総務課 自治振興係

8

問

60

玉野総合コンサル
タント㈱千葉事務所

7,524,000

6,840,000

芝山町小池地内

20

20

■公的年金制度とは
老後や障害を負ったときに、
働く世代みんなで支えるという
考えで作られた仕組みです。
■国民年金のポイント
・国民
 年金は 歳以上 歳未満
の方が加入し、保険料を納め
る制度です。国が責任をもっ
て運営するため、安定してお
り年金の給付は生涯にわたっ
て保障されます。
・国民
 年金は、年を取ったとき

・産業振興課農政係
☎77-3917

契約の相手方

落札価格(円)
請負額(円)
（消費税除く）

77

■問合せ
・山武農業事務所企画振興課
☎0475-54-1122

総務課 契約管財係 ☎ 77‐3907

問

入
札 入札結果

20
20

10月は千葉県のイノシ
シ 対策一斉刈払 い 月 間 で
す。耕作放棄地はイノシシ
の 格好の棲み家 と な り ま
す。定期的に刈払い、農地
を適切に管理して農作物被
害を防ぎましょう。

工事
（業務委託・
物品納入）
の箇所

工事（業務委託・物品）
の名称
芝山町小池地区土地区画
整理事業調査等業務委託
ひこうきの丘
物販スペース建設工事
芝山町消防団
防火衣一式購入

開 札 入札
年月日 手法

【学生納付特例制度】
前年所得が基準以下の学生を
対象とした、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。
【免除・納付猶予制度】
収入の減少や失業などによ
り、国民年金保険料を納められ
ない場合があります。しかし、
保険料を未納のままにしておく
と、将来の年金（老齢年金）や
「障害基礎年金」
「遺族基礎年
金」を受け取ることができない
場合があります。そのような状
況を防ぐため、保険料を「免
除」または「猶予」する制度が
あります。
【手続きについて】
国保年金係で申請を受け付け
ています。申請書は日本年金機
構のホームページまたは国保年
金係の窓口で取得できます。
※学生納付特例の場合は学生証
の写しなど、失業による免除
申請の場合は雇用保険受給資
格者証の写しなどが必要とな
ります。添付書類については
あらかじめご確認ください。

（日本年金機構
ホームページ）

年
金
耕作放棄地
刈払い対策

