御宿の海女の魅力展開催中
町では、躍動感あふれる海女の写真や小道具などを、町歴
史民俗資料館にて展示しています。
【展示期間】８月３０日＇日（まで ９：００～１７：００
＇月曜・祝日休館 祝日が月曜日の場合はその翌日休館（
【問い合わせ】町歴史民俗資料館 TEL ６８－４３１１
※別室にて、「おんじゅく広報～６０年のあゆみ」の一部を引き
続き展示中です。

救急法講習会を開催します

おんじゅく
お知らせ版
発行日 平成２７年６月２５日 ＮＯ．６７５

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
Twitter @KohoOnjuku
★Twitter アラートの配信を行っています★

戦没者等のご遺族の皆さまへ

国では、戦後７０周年に当たり、戦没者等のご遺族に弔慰の
意を表するために支給される「第十回特別弔慰金」の受付を開
始しました。
【対象者】戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日
＇基準日（において公務扶助料や遺族年金などの受
給者がいない場合に、次の１～４の順番で、先順位の
ご遺族一人に支給されます。
１ 基準日までに弔慰金の受給権を取得した方
２ 戦没者等の子
３ 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
４ 上記以外の三親等内の親族で、戦没者等の死亡時まで引
き続き１年以上生計関係を有していた方
【受付場所】役場税務住民課住民班＇３階①窓口（
【受付期間】平成３０年４月２日＇月（まで＇土日・祝日を除く開庁日（
【受付時間】９：００～１７：００
明るい選挙啓発ポスター作品を募集します ※詳しくはお問い合わせください。
千葉県選挙管理委員会と千葉県明るい選挙推進協議会で 【問い合わせ】
は、明るい選挙の推進を図るため、多くの方々から独創的で印 千葉県健康福祉指導課 TEL ０４３－２２３－２３３７
税務住民課 住民班 TEL ６８－６６９５
象深いイメージの啓発ポスターを募集します。
【内容】明るい選挙の推進を表すもの
第１回御宿町議会まちづくりフォーラム
【大きさ・画材等】
画用紙の四つ切＇５４２ｍｍ×３８２ｍｍ（または八つ切＇３８２ｍｍ
資料等を配布しています
×２７１ｍｍ（もしくはそれに準じる大きさで、描画素材・塗料等は
５月２４日＇日（に開催された第１回御宿町議会まちづくり
自由です。
フォーラムの資料を配布しています。
【応募方法】９月１１日＇金（までに、町選挙管理委員会＇４階③
また、ＤＶＤの貸出もしていますので、詳しくは議会事務局に
窓口（へ作品をお持ちください。
お問い合わせください。
※作品の裏右下に氏名、住所、年齢を記入してください。
【配布場所】議会事務局＇役場２階③窓口（、町公民館
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１
【問い合わせ】議会事務局 ＴＥＬ ６８-２５１５
町では、以下のとおり救急法講習会を開催します。いつ
直面するかわからない「いざという時」のために、緊急時の対処
法やＡＥＤの使い方を習得しましょう。
【日時】７月１２日＇日（ ９：００～１２：００
【場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
【講師】夷隅広域消防御宿分署職員
【受講料】無料
【申込方法】７月４日＇土（までに、町 B&G 海洋センターへお申し
込みください。講習修了者には、修了証が交付され
ます。既に講習修了証をお持ちの方は、更新に必
要ですので、申込時に番号をご連絡ください。
【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター
TEL ６８－４１４３ ※月曜休館

平成２７年度国民健康保険税制度が
改正されました
地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険の被保険者
間の保険税負担の公平の確保と、低所得者に対する国民健康
保険税負担の軽減を図るため、平成２７年度分より以下のとおり
改正されました。
１．国民健康保険税賦課限度額の引き上げ
医療給付金分賦課額に係る賦課限度額が５１万円から５２万
円へ、後期高齢者支援金賦課額に係る賦課限度額が１６万円
から１７万円へ、介護納付金賦課額に係る賦課限度額が１４万
円から１６万円へ改正されました。
改正前

改正後

増減

医療分

５１万円

５２万円

１万円引上げ

後期支援分

１６万円

１７万円

１万円引上げ

介護納付分

１４万円

１６万円

２万円引上げ

賦課限度額計

８１万円

８５万円

４万円引上げ

２．国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げ
保険税の５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定
について、乗ずる金額が２４万５千円から２６万円へ、２割軽減の
対象となる世帯の軽減判定所得の算定について、乗ずる金額
が４５万円から４７万円へ改正されました。
軽減率

改正前
世帯の総所得金額が
７割軽減
３３万円以下
世帯の総所得金額が
３３万円＋＇２４万５千円×被
５割軽減
保険者数と特定世帯員数の
合計人数（以下
世帯の総所得金額が
３３万円＋＇４５万円×被保険
２割軽減
者数と特定世帯員数の合計
人数（ 以下

改正後
世帯の総所得金額が
３３万円以下
世帯の総所得金額が
３３万円＋＇２６万円×被保険
者数と特定世帯員数の合計
人数（以下
世帯の総所得金額が
３３万円＋＇４７万円×被保険
者数と特定世帯員数の合計
人数（ 以下

世帯の総所得金額は、平成２６年中の世帯主と国民健康保
険に加入する世帯員の所得の合計金額となります。軽減措置
の判定には国民健康保険に加入していない世帯主の所得も加
算されます。
世帯の中で所得の申告をしていない方がいると、軽減を受け
ることができませんので、必ず申告をしてください。
※平成２７年度国民健康保険税の納税通知書を７月１５日＇水（
に発送します。
【問い合わせ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２

平成２７年度後期高齢者医療保険料を
納付してください
後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにかかりま
す。保険料は、被保険者＇加入者（全員が負担する「均等割額」と、所得に
応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。年度の
途中で新たに被保険者になったときは、保険料はその月からの月割りで
計算します。また、年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月
分までの月割りの保険料がかかります。７月中旬に保険料の決定通知書
を送付しますので、納付期限までに納付してください。
【平成２７年度の保険料率】
保険料を決める基準＇均等割額・所得割率（は２年ごとに見直され、今
年度の保険料率については、平成２６年度と変更ありません。
所得割率：７．４３％ 均等割額：３８，７００円 賦課限度額：５７万円
【保険料の軽減措置】
制度改正に伴い、所得の低い方などの保険料の均等割額の軽減措置
を２割または５割に軽減される対象者を拡大しました。
均等割額については、被保険者の世帯の前年の総所得金額等に応じ
て、２割、５割よりも更に「８．５割、９割」の軽減があり、所得割額について
は、現行より５割軽減される措置があります。
【保険料の納め方】
≪特別徴収≫
年額１８万円以上の年金を受給している方で、後期高齢者医療保険料
＋介護保険料が年金受給額の１／２を超えない方は、原則として年金から
保険料が天引きされます。
≪普通徴収≫
特別徴収以外の方は納付書や口座振替などで個別に町に納めます。
これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた方も、新たに後期高
齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
≪仮徴収≫
前年度の２月の年金から保険料を天引きされた方は、次の年度の仮徴収の
対象となります。保険料額は、前年度の２月と同額を年金から天引きします。
●特別徴収を口座振替＇普通徴収（に変更できます
保険料を年金から天引きにより納めている方で、口座振替を希望される
方は、保健福祉課＇３階②窓口（へご相談ください。なお、年金からの天引
きを中止させていただく時期は、申請の時期により決定します。
【社会保険料控除】
保険料は、所得税や住民税を計算するとき、社会保険料として控除さ
れます。年金からの天引き＇特別徴収（で支払った方は、ご本人に社会保
険料控除が適用されますが、納付書や口座振替＇普通徴収（で支払った
方の社会保険料控除は、実際に支払った方に適用されます。金融機関で
の納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。
【問い合わせ】保健福祉課 保険事業班 TEL ６８－６７１７

７月の「心配ごと相談所」開設日
７月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
開設日
７月２日＇木（
７月２２日＇水（

場所

相談内容
一般相談・行政相談
地域福祉センター
障害者相談
地域福祉センター 一般相談・人権相談

相談時間は９：００～１２：００です。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

介護予防普及啓発事業
「巡回型元気いきいき教室」を開催します
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会
所で運動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教
室」を実施します。皆さんのご参加をお待ちしています。
【日時・場所】
７月１０日＇金（

市町村交通災害共済の更新時期です
― 各地区出張受付を行います ―
現在、交通災害共済に加入されている方は、平成２７年
８月３１日で期間が満了となります。下記の日程で出張受
付を行いますので、加入申込書に必要事項を記入のう
え、会費を添えてお申し込みください。
年会費＇平成２７年９月１日～平成２８年８月３１日（は、
１人７００円です。
受付日

会場
浜青年館
高山田公民館

７月２１日 須賀区民館
＇火（
上布施コミュニティ消防センター
岩和田青年館
町浄水場
六軒町消防庫
７月２２日 御宿台集会所
＇水（
新町会館
久保区民館

時間
８：３０～１０：００
１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：００
８：３０～１０：００
１０：３０～１２：００

記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそ
のまま会場へお持ち下さい＇印鑑は不要です（。
町内の保育所並びに小中学校の児童・生徒は、既に集
団加入していますので、申し込みの必要はありません。
出張受付以降は、役場総務課＇４階③窓口（、町公民館
にて随時申し込みを受け付けています。
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 交通防犯担当
TEL ６８－２５１１

７月１４日＇火（

高山田区 高山田公民館

１０：００～１２：００

御宿台区 御宿台集会所

１３：００～１５：００

上布施区

上布施コミュニティ
１０：００～１２：００
消防センター

実谷区

実谷区民館

１３：３０～１５：３０

７月１５日＇水（ 岩和田区 岩和田青年館

１３：３０～１５：３０

７月１６日＇木（ 新町区

新町会館

１３：３０～１５：３０

７月１７日＇金（ 須賀区

須賀区民館

１０：００～１２：００

７月２１日＇火（ 浜区

浜青年館

１３：００～１５：００

７月２４日＇金（ 六軒町区 六軒町青年館

１３：３０～１５：３０

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
【持ち物】長タオル・飲料水＇水分補給（・筆記用具
動きやすい服装でお越しください
【内容】歯科衛生士による講話・レクリエーション・ゲーム・
簡単な体操・歌 等
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班
TEL６８－６７１６

ニホンジカの生息状況調査を実施します
県では、ニホンジカの生息状況を調べるため、森林内等
においてシカのフンの調査を行います。調査は県の委託
業者が腕章着用の上、森林等を歩いて行います。皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
【実施場所】御宿町内
【実施期間】６月２９日＇月（から７月１８日＇土（のうち数日間
【問い合わせ】千葉県環境生活部自然保護課
TEL ０４３－２２３－２０５８

