
平成28 年度から軽自動車税が変更となりました 
地方税法及び町税条例の一部改正により、平成２８年度から軽自

動車税が以下のとおり変更となりました。なお、軽減措置となる車両も

ありますので、詳しくは役場税務住民課税務班（３階⑦窓口）へお問

い合わせください。 

旧税額 新税額
総排気量50cc以下 1,000円 2,000円
総排気量50cc超、90cc以下 1,200円 2,000円
総排気量90cc超、125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

軽自動二輪 総排気量125cc超、250cc以下 2,400円 3,600円
農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

二輪小型自動車 総排気量250cc超 4,000円 6,000円

車　　両　　区　　分

原動機付
自転車

小型特殊
自動車

 
以下については、平成２７年４月１日に初度検査を受けた車両に限

り平成２７年度から新税額へ変更となっています。 

3,100円 3,900円 4,600円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円  10,800円  12,900円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

四輪以上
乗用

貨物用

車　　両　　区　　分
（総排気量660cc以下）

軽
自
動
車

H27.3.31
以前登録

H27.4 .1
以降登録

税　　　　額

※経年重課

三　　　　輪

 
※初度検査から１３年以上経過車両（平成１４年１２月以前初度検査車両） 

【問い合わせ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 
 

障害のある方のための 
軽自動車税減免制度について 

身体または精神に障害がある方(身体障害者手帳、戦傷病者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)の移動に

利用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、軽自動車税の

減免制度があります。※減免は身体等に障害のある方１人につき１台

に限られます。 

【申込方法】５月２４日（火）までに、以下の書類を役場税務住民課税

務班（３階⑦窓口）へ提出してください。 

・平成２８年度軽自動車税納税通知書（５月１６日発送予定） 

・減免申請書（町ホームページからダウンロードできます） 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

・本人又は本人の代わりに運転する方の運転免許証 

・身体障害者手帳等 

・印鑑（減免申請書提出の際にお持ちください） 

【申込・問い合わせ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 
 

家庭教育相談を受け付けます 
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受け

付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘密は

厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】５月１９日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 

【場所】町公民館 ２階クラブ室 

【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２８年５月１０日  ＮＯ．６９６ 

自動車税（県税）の会計室窓口での 
納付にご協力ください 

千葉県税を役場会計室（３階⑥窓口）で納付していただくと、税額
の２％が取扱手数料として町へ交付されます。平成２７年度は約３６万
円の県税取扱手数料が町の収入となりました。引き続き、県税の役場
会計室での納付にご協力くださいますようお願いします。 
【会計室で納付できる千葉県税】 

自動車税、自動車取得税、不動産取得税、法人県民税、 
法人事業税、個人事業税 

※自動車税（県税）の納付期限は、５月３１日（火）です。忘れずに納
付期限内に納めましょう。 

【問い合わせ】千葉県自動車税事務所（自動車税、自動車取得税のみ） 
ＴＥＬ ０４３－２４３－２７２１ 
茂原県税事務所 ＴＥＬ ０４７５－２２－１７２１ 

 

行政区新役員が決定しました 
新しい区役員が決定しましたのでお知らせします。（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【問い合わせ】総務課 行政班 TEL ６８－２５１１ 
 

介護予防教室「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】５月１７日（火） １３：３０～１５：００ 岩和田青年館 

５月３１日（火） １３：３０～１５：００ 新町会館 
※他の地区は、日程が近くなりましたらお知らせします。 
※事前申込みが必要ですので、役場保健福祉課福祉介護班までご

連絡下さい。 
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 
【定員】２０名程度 
【持ち物】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】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム 等 
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

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★ 

千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール 
作品を募集します 

８０歳で２０本の歯を保つことを目標とした歯の健康づくりの普及啓

発のため、正しい歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防に関する

標語を募集します。 

【対象者】御宿町に在住・在勤・在学している方 

【審査基準】口腔全体の健康を取り上げ、かつ成長期だけでなく生涯

にわたってのスローガンとなるような標語 

【注意事項】 

・特定の歯科用品名、商品名の記載のないこと。 

・「虫歯」ではなく、ひらがなで「むし歯」と記すこと。 

・他の団体の主催するコンクール等に応募していないこと。 

・応募作品は、応募者によるオリジナル作品とすること。 

・作品は主催者に帰属し、応募された作品は原則として返却しません。 

・応募作品は、広報用として広く活用します。 

（在住・在勤市区町村、学校名、学年、氏名等を公表予定） 

【提出締切】５月３１日（火）（郵送の場合は当日消印有効） 

※提出時は、住所・氏名・電話番号を明記してください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

 

「ヘルシーサークル」の参加者を募集します 
町では、特定保健指導などを受けた方を対象に、ヘルシーサーク

ルを実施します。生活習慣病の予防・改善やリバウンド防止に是非ご

参加ください。 

【対象者】国民健康保険や社会保険等で実施した「特定保健指導」に

参加された方（医療機関で治療を受けられている方は、主

治医と相談の上、ご参加ください。）。 

【日程】５月３０日（月）、６月１７日（金）、７月８日（金）、９月１５日（木）、

１ ０ 月 １ ８ 日 （ 火 ） 、 １ １ 月 １ ０ 日 （ 木 ） 、 １ ２ 月 １ 日 （ 木 ） 、       

１月２３日（月）、３月６日（月） 

【場所】町保健センター、町 B&G 海洋センター等 

【内容】運動指導者によるエクササイズ、エアロビクス、パークゴルフ、

低カロリーメニューの調理実習等 

【費用】７００円※別途費用を負担していただく場合があります。 

【申込期限】５月２３日（月） 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

区名 職名 氏名 区名 職名 氏名
区  　　長 神定　　正寿 区　 　 長 長谷川　充行
区長代理 三上　　信雄 区長代理 鈴木　昭之助

石井　　鉄郎 石井　　康夫
鈴木　　 　洋 田中　 とよ子

衛生委員 伊藤　　和年 衛生委員 幸保　　建児
区  　　長 吉清　　輝雄 区　  　長 加田　　政和
区長代理 神定　　忠男 区長代理 木原　　政吉

渡邉　　幸夫 白鳥　　武久
星野　　 　充 嶋村　　文夫

衛生委員 高梨　　一佳 衛生委員 若山　　重樹
区　  　長 嶋田　　 　功 区　  　長 吉野　　弘雄
区長代理 井上　　 　実 区長代理 君塚　　和義

井上　　宙丈 吉野　　靖文
瀧口　　和廣 吉野　　正敏

衛生委員 滝口　　政博 衛生委員 白鳥　 　　毅
区　  　長 井上　　秀樹 区　  　長 関野　　忠雄
区長代理 江澤　　勝昌 区長代理 佐藤　　久幸

鈴木　冨士男 石井　　   栄
岩瀬　　義博 吉野　　信雪

衛生委員 河又　　惠一 衛生委員 鈴木　　和雄
区　 　 長 綱島　 　　勝 区　  　長 西浦　　良一
区長代理 鶴岡　　芳弘 区長代理 田中　 　　茂

宇田川　晴男 石川　　貢司
田原　　　 誠 植田　　行貴

衛生委員 藤江　　順理 衛生委員 椎名　　義男

須　賀
土木委員

浜
土木委員

高山田
土木委員

久　保
土木委員

新　町
土木委員

六軒町
土木委員

御宿台
土木委員

岩和田
土木委員

実　谷
土木委員

上布施
土木委員

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


児童合唱団第２２期生を募集します 
御宿児童合唱団の新入団員を募集します。 

毎週土曜日の午後、町公民館で活動しています。 

【対象者】平成１６年４月２日から平成２４年４月１日までに生まれた方

（保育所年中から小学校６年生までが対象です。） 

【申込期限】５月３１日（火） 

【申込・問い合わせ】町公民館 TEL ６８－２９４７ 
 

松くい虫防除を実施します 
保安林を守るため、千葉県では薬剤散布による松くい虫防除を実

施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

【実施日】６月１日（水）※予備日：６月２日（木）・３日（金） 

【散布時間】４：００～６：４５、８：１５～１２：００ 

終了は、町防災無線でお知らせします。 

※雨天・強風の場合は、順延となります。作業中、風が強くなった場

合、作業を一部延期することがあります。 

【実施区域】六軒町・須賀地区の一部（地図参照） 

【注意事項】散布中は、散布区域付近の通行は避けてください。   

万一、体調を崩された場合は、夷隅健康福祉センター

（ＴＥＬ ７３－０１４５）又は、医療機関にご相談ください。 

【問い合わせ】千葉県南部林業事務所 森林管理課 

ＴＥＬ ０４－７０９２－１３１８ 

交通事故巡回相談のお知らせ 
交通事故相談所の巡回相談を実施します。相談は無料です。お気

軽にご利用下さい。なお、希望する方は５月３１日（火）までに総務課

防災総合対策班へお申し込みください。 

【日時】６月１０日（金）１０：００～１５：００（受付は１４：３０まで） 

【場所】役場２階 相談室 

【相談内容】示談・賠償額の算出・自賠責保険の請求の仕方等  

【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
 

第２６回県民が集う「看護の日」を開催します 
千葉県看護協会では、県民の看護についての関心を高め理解を

深めることを目的に、以下のとおり行事を開催します。 

【日時】５月１４日（土）１２：３０～１５：００ 

【場所】茂原ショッピングプラザ「アスモ」１階センターコート 

【内容】体脂肪率測定、血圧測定、骨密度測定、ストレスチェック、  

一酸化炭素濃度測定、乳がん自己検診、口腔ケアコーナー、

栄養相談、お薬相談、AED・救急実技講習、看護模擬体験・

進路相談コーナー、各施設展示コーナー 

【参加費】無料 

【問い合わせ】公益社団法人千葉県看護協会 事業第一課 

TEL ０４３－２４５－００２５ FAX ０４３－２４８－７２４６ 

E メール jigyou1@cna.or.jp 

平成２８年度農業経営体育成セミナー及び 
いすみ農業実践塾の受講生を募集します 

○農業経営体育成セミナー※６月開講予定 

おおむね３５歳までの農業後継者・新規就農者等を対象に、農業

経営者として必要な能力の習得と仲間づくりを目的とし、月１回程度

（講義・実習・視察等）、３年間のカリキュラムで実施します。 

○いすみ農業実践塾 

農地を所有しており、販売目的の営農を目指す、主に定年帰農者

やＵターン就農者等（３６歳からおおむね６５歳までの方）を対象に研

修会を開催します。期間は１年間で、農業の基礎的知識や栽培技術

を学びます。 

【受講料】いずれも無料（視察等に係る経費は一部実費負担） 

【申込方法】５月２０日（金）までに夷隅農業事務所改良普及課に電話

でお申込みください。 

【申込・問い合わせ】夷隅農業事務所 改良普及課 ＴＥＬ ８２－２２１３ 
 

平成２８年度介護支援専門員実務研修 
受講試験を実施します 

千葉県社会福祉協議会では、千葉県の指定法人として、千葉県介

護支援専門員実務研修受講試験を以下のとおり実施します。  

【日時】１０月２日（日）１０：００～１２：００ 

試験会場は、受験票に記載して通知されます。  

【受験資格】医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期間以上の

実務経験のある方  

【申込書配布期間】５月２５日（水）～６月３０日（木） 

【申込書配布場所】各市町村介護保険担当課、各市町村社会福祉協

議会、県高齢者福祉課、県健康福祉センター（保

健所）、県社会福祉協議会、県福祉人材センター

（ＪＲ千葉駅前） 

【申込方法】簡易書留による郵送受付のみです。５月２５日（水）から６

月３０日（木）までに、申込書を千葉県社会福祉協議会介

護支援専門員養成班まで郵送してください。 ※締切日

消印有効  

【申込・問い合わせ】千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班  

〒２６０－８５０８ 千葉県千葉市中央区千葉港４－３ 

ＴＥＬ ０４３－２０４－１６１０ ＦＡＸ ０４３－２４１－５１２１ 

ＨＰ http://www.chibakenshakyo.com/ 
 

１５０万輪のゆりの花とあじさい巡りの旅 
月見草を咲かせる会では、群馬県太田吉沢ゆりの里とあじさい玉敷

公園、花巡り日帰りバスの旅を実施します（徒歩での見学となります）。 

【日時】６月２１日（火）６：３０出発 

【集合場所】町公民館 

【募集人数】２９名※申込先着順 

【参加費】５，５００円（入園料・保険料込み、昼食はドライブインにて各自で） 

【申込方法】６月１２日（日）までに担当・本吉へ電話でお申込みください。 

【申込・問い合わせ】月見草を咲かせる会（本吉） TEL ６８－２２０４ 

 

 

森林病害虫等防除法に基づく 

平成２８年度松くい虫防除の為の薬剤散布区域 

 
多目的広場 

須賀 

ウォーター 
パーク 月の沙漠 

記念館 

六軒町 

実施区域 

http://www.chibakenshakyo.com/

