
不 動 産 公 売 参 加 の ご 案 内

問い合わせ先（公売執行機関）　茨城租税債権管理機構（水戸合同庁舎内）
☎０２９－２２５－１２２１　HP http://www.ibaraki-sozei.jp/

公 売 情 報
１. 公　売　の　種　類　不動産の期日入札
２. 売　却　区　分　番　号　30 ー 175
３. 見　積　価　額　460,000 円
４. 公　売　保　証　金　50,000 円
５. 公売財産の種別・所在・面積等
（土地）
所 在　北相馬郡利根町大字横須賀字竜貝
地 番　1292 番２
地 目　雑種地
地 積　58㎡
（土地）
所 在　北相馬郡利根町大字横須賀字竜貝
地 番　1293 番２
地 目　雑種地
地 積　142㎡

６. 買受適格証明書　不要

※中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※公売不動産の詳細については、役場税務課で「公売参加のご案内」を無料配布していますので、そちらをご覧ください。
　　また、茨城租税債権管理機構のホームページにも、詳しい内容をご覧いただくことができます。

受け付け開始：午後０時 50 分
入札説明開始：午後１時

入札日　２月５日（火）

入札開始および締め切り時間　午後１時 20 分～２時 20 分

公売会場および開札の場所　茨城県水戸市柵町一丁目３番１号
茨城県水戸合同庁舎２階大会議室

開 札 の 日 時　

売 却 決 定 の 日 時　

買受代金納付期限　

龍ケ崎地方衛生組合からのお知らせ

平成 29年度決算状況

歳入 歳出
項　目 決算額 割合 項　目 決算額 割合

分担金及び負担金 456,403 85.34 議会費 3,399 0.68
使用料及び手数料 24,630 4.60 総務費 185,765 37.30

財産収入 247 0.05 衛生費 190,034 38.15
繰入金 0 0 公債費 118,902 23.87
繰越金 53,417 9.99 予備費 0 0
諸収入 130 0.02

合計 534,827 100 合計 498,100 100.0

一般会計 （単位：千円、％）

財政状況のお知らせ
平成 30年度上半期の歳入歳出予算執行状況 （単位：千円、％）

歳入 歳出
項　目 予算額 収入済額 項　目 予算額 支出済額

分担金及び負担金 432,903 216,452 議会費 4,063 1,679
使用料及び手数料 23,872 9,928 総務費 150,650 74,301

財産収入 284 30 衛生費 275,569 71,261
繰入金 79,021 0 公債費 118,903 46,454
繰越金 15,000 36,727 予備費 2,000 0
諸収入 105 59

合計 551,185 263,196 合計 551,185 193,695
収入率 47.75 支出率 35.14

組合所有財産の状況
土地＝ 32,812㎡／建物＝ 8,257㎡
車両＝５台／基金積立金＝ 306,523 千円

組合債現在高の状況
一般廃棄物処理事業債＝ 188,680 千円

２月 ５ 日（火）午後２時 22 分

２月 12 日（火）午前 10 時

２月 12 日（火）午後２時

平成 31・32 年度
競争入札参加資格審査申請
の受け付けについて

　平成 31 年５月１日から平成 33 年４月 30 日ま
でに、龍ケ崎地方衛生組合が発注する建設工事、
測量・建設コンサルタント等業務、物品購入及び
役務提供その他に係る競争入札参加資格審査申請
の受け付けが始まります。
　詳しくは、当組合 HP「総務課」内「財務」か
ら「龍ケ崎地方衛生組合平成 31・32 年度競争入
札参加資格申請の手引」をご覧ください。

受 付 期 間　平成 31 年２月１日（金）～

２月 28 日（木）
（土・日曜日、祝日は除く）

申 請 方 法　提出書類を持参または書留郵
便で郵送（当日消印有効）

問い合わせ先　龍ケ崎地方衛生組合　総務課
　　　・
申し込み先　龍ケ崎市板橋町字安台 542 番地１

☎０２９７－６４－１１４４
HP http://ryu1144.ec-net.jp/

男女共同参画ってなあに？　P ａｒｔ 58

稲敷地方広域市町村圏事務組合からのお知らせ

平成 29年度決算状況

歳入 歳出
項　目 収入済額 構成比 項　目 支出済額 構成比

分賦金及び負担金 3,767,544 94.1 議会費 3,279 0.1
使用料及び手数料 8,234 0.2 総務費 174,141 4.4

国庫支出金 16,458 0.4 消防費 3,528,691 89.6
県支出金 14,269 0.3 公債費 233,114 5.9
財産収入 42 0.0 予備費 0 －

寄附金 0 ー
繰入金 64,500 1.6
繰越金 43,640 1.1
諸収入 3,083 0.1
組合債 88,100 2.2

歳入合計 4,005,870 100.0 歳出合計 3,939,225 100.0

一般会計 （単位：千円、％）

平成 30年度上半期の歳入歳出予算執行状況

会　計　名 予算額
歳入 歳出

収入済額 収入率 支出済額 支出率
一般会計 3,866,974 2,514,388 65.0 1,748,761 45.2

水防事業特別会計 13,160 9,701 73.7 5,324 40.5

（単位：千円、％）

会 計 名 歳入 歳出
水防事業特別会計 11,021 10,453

特別会計 （単位：千円）

財政状況のお知らせ

SDGs（エスディージーズ）って知っていますか？

外務省　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
国際連合広報センター　http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

　SDGs（SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs）は、2015 年に国連サミッ
トで採択された持続可能な開発目標のことです。「誰ひとり取り残さない」
を理念に、開発途上国のみでなく、先進国も取り組むべきグローバルな課題
として、2030 年を期限に、貧困、エネルギー、平和など 17 の目標を定めて
います。これらは、目標達成のための拘束目標や実施手段は設けずに、各国
の国情、能力などを考慮し、普遍的に適用することを原則としています。
　この SDGs の目標の 5 番目に、「ジェンダーの平和を実現しよう～ジェン
ダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る～」が
掲げられています。ジェンダーとは、何が女性的で、何が男性的かを表す社
会的・文化的につくられた性別のことです。また、エンパワーメントとは、
社会、組織の中で、今まで虐げられてきた人たちが力をつけ、もともと持っ
ていた一人ひとりの個性を再び息づかせることです。つまり、この目標では、
誰もが性別に関わらず、本来持っている能力を十分に発揮して生きることが
出来る社会を目指しています。

　目標 5 の中では女性差別の撤廃、女性に対する暴力の撤廃、児童婚・強制婚などの撤廃、社会保障政策の提供や家事育児の家庭内の分担や
評価、政治への女性の参加、性と生殖に関する健康・権利の 6 つの具体的な課題と、それらを達成すべき手段として、女性の経済的資源への
権利、ICT 技術の活用、ジェンダー平等のための法律や政策の推進がうたわれています。
　2018 年の日本の全体としての評価は 156 カ国中 15 位となっていますが、目標５としての評価は、赤（緑、黄色、橙、赤の順番に評価が下
がる）となっています。また、各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数では、149 カ国中 110 位（2018 年発表）となっており、
日本におけるジェンダーの平等の実現には依然多くの課題が残っていることが浮き彫りになっています。
　SDGs の 17 の目標はすべて、互いに関連しあいながら、総合的に取り組む必要があります。ジェンダー平等を実現するためには、目標 5 を
達成するだけではできません。女性も男性も、障がいのある人も、社会的マイノリティの人も、全ての人が生きやすい、持続的な社会を作る
ためには、全ての目標について、ジェンダーの視点に立って、そして多様性を尊重して取り組んでいくことが必要です。

平成 31・32 年度
競争入札参加資格審査申請

受け付けについて

　稲敷地方広域市町村圏事務組合では、平成 31
年５月１日から平成 33 年４月 30 日までに発注す
る建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、
物品購入及び役務提供などの競争入札参加資格審
査申請の受け付けを行います。
　入札参加希望者は、必ず資格審査を受けてくだ
さい。
　なお、詳細については、当組合ホームページを
ご覧ください。

受 付 期 間　平成 31 年２月１日（金）～

３月 31 日（日）

受 付 場 所　稲敷地方広域市町村圏事務組合
事務局管理課

問い合わせ先　稲敷地方広域市町村圏事務組合
事務局管理課
☎０２９７－６４－３７４１
HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

出典：国際連合広報センター
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