お知らせ

お知らせ

夏期特別交通規制の実施

６５歳以上の方の介護保険料 納入
通知書等は７月１５日に送付 します
発行日 平成１７年７月１０日 ＮＯ．４３６
６５歳以上の方（第 1 号被保険者）の平成１７年度介護保険料が確定
しましたのでお知らせします。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
６５歳以上の方の介護保険料は、毎年４月１日現在の本人が属する
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
世帯全員の町県民税（住民税）の課税状況及び本人の所得状況に基
お知らせ
づき算定されます。

あなたの介護保険料は？

市町村交通災害共済の更新時 期です

スタート

−各地区出張受付を行います−

生活保護を受けている
は

現在交通災害共済に加入されている方は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、先に配布済みの
加入申込書に必要事項を記入し、会費を添えてお申し込みください。
年会費（平成１７年９月１日〜１８年８月３１日）
は 1 人７００円です。

いいえ

い

住民税を納めている
（本人が住民税課税）
いいえ

は

い

受付日

前年の所得が
２００万円以 上

世帯内に住民税を
納めている人がいる

7／19
（火）

いいえ

老齢福祉年金を
受給している
は

い

第１段階
平
成
１７年度
保 険料

いいえ

第２段階

は

い

第３段階

いいえ

第4段階

14,200 円 21,300円 28,500円 35,600円

は

い

第５段階
42,700 円

ご注意ください。納入方法は、年金天引きだけとは限りません。
介護保険料の納入方法は、年金天引き（
特別徴収）だけとは限りませ
ん。昨年までが年金天引きであっても、年 金の現況届の出し忘れや遅
れがあった場合、昨年よりも所得が増えた場合は、納入通知書による
納付（
普通徴収）や、年金天引きと納入通知書による納付を併せたもの
（併用徴収）となります。また、６５歳になったばかりの人は、納入通知書
による納付となります。
7 月１５日以降にお手元に届く、納入通知書等を
必ずご確認ください。なお「介護保険料のお知らせ」
は、その方の納入
方法に合わせて色分けしていますので、必ずご一読ください。

普通徴収
特別徴収
口座振替
併用徴収

ピンク色
青 色
緑 色
黄 色

納入通知書による納付
年金からの天引き
以前に申し込まれた口座からの引き落とし
年金天引きと納入通知書による納付を併せたもの

【問い合わせ】
保健福祉課 介護保険係 ℡６８−６７１６

月 の 沙漠 記念 館 は 7/27( 水) 〜 8/10(水 )
まで休まず営業します。
「加藤まさをと内弟子宮本匡四郎展」を開催 ７／１４日（木）〜
【問い合わせ】
月の沙漠記念館 ℡６８−６３８９

夏の交通安全対策として、下記区間について交通規制を実施しま
すので、ご協力をお願いします。
【期間】 ７月２０日（
水）
〜８月１８日（木）
【場所・規制】
［大型車輌通行禁止］ 地びき橋〜ホテルニューハワイ前
［両側駐車禁止］
月の沙漠記念館前〜堺川処理施設（月の沙漠通り）
［駐車禁止］ 岩和田保育所前

7／２０日
（水）
7／2１
（木）
7／22
（金）

午前
高山田（区民館）
８：３０〜１０：００
上布施（上布施消防庫）
１０：３０〜１２：００
六軒町（消防庫）
９：００〜１１：３０
浜（青年館）
９：００〜１１：３０
久保（区民館）
９：００〜１１：３０

午後
実谷・七本（浄水場）
１３：００〜１４：３０
御宿台（ラビドール御宿）
１５：００〜１６：３０
岩和田（青年館）
１３：３０〜１６：００
須賀（区民館）
１３：３０〜１６：００
新町（新町会館）
１３：３０〜１６：００

国道１２８号

町営プール

大型車通行禁止

月の沙漠記念館

駐車禁止

【問い合わせ】 総務課 交通担当 ℡６８‐２５１１（内線４１２・４１３）

献血にご協力ください

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
《200ml・400ml・成分献血》
へお持ちください。（
印鑑は不要）
【日時等】７月２７日(水) 御宿町保健センター １０：００〜１１：４５
町内の保育園児及び小中学校の児童・生徒は、すでに集団加入し 【日時等】７月２７日(水) 御宿町保健センター １３：００〜１４：００
ていますので、申し込みの必要はありません。
御宿町公民館
１５：００〜１６：００
出張受付以降は、総務課・公民館で随時申し込みを受付けます 。
※献血者の本人確認ができる証明書等をご持参ください。
【問い合わせ】
総務課交通災害共済担当 ℡６８−２５１１
【問い合わせ】 保健福祉課 ℡６８−６７１７

Ｂ＆Ｇプールを開設します

募

集

親と子の料理教室開催

【期間】７月１６日（土）〜９月１８日（
日） ※月・祝日の翌日は除く
【時間】９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催していま
【その他】 小学生以下は保護者の付き添いが必要です。
す。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おいしく」食べるこ
事業の都合で入場制限することがありますので、ご利用の際は
との大切さを見直してみましょう。皆さんのご参加をお待ちしていま
電話で状況を確認してください。
す。（なお、参加費用は無料です。）
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
【日程】平成１７年８月２０日（土）９：３０〜１３：００
【場所】御宿町公民館
【対象】御宿町内の小学生とその保護者（
家族） ※先着１５組
【内容】講義・
調理実習
平成１７年７月２０日（
水）
〜７月３１日（日）
【
持ち物】
エプロン、三角巾、
筆記用具
「〜 乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者 〜」
【申込期間】７月１１日（月）〜８月１０日（水）
「〜 気をつけて 十字路 Ｔ字路 曲がり角 〜」 【申し込み・問い合わせ】保健福祉課 ℡６８−６７１７

夏の交通安全運動を実施

受験案内

平成１７年度 第２回
千葉県警察官採用試験

お知らせ

町職員の夏季の服装について

半島振興対策地域における
固定資産税支援措置について

町では平成１４年度から夏季の執務はポロシャツ着用にて行ってい
ますが、今年も７月から９月の間、式典などの特別な場合を除き、ポロ
シャツでの執務となります。
【受付期間】７月１１日（月）〜８月１日（月）
国が奨励している夏の軽装（クールビズ）推進と同様に、地球温暖
【第１次試験】平成１７年９月１８日（
日）
町では、「御宿町半島振興対策実施地域における固定資産税の特 化防止対策及び省エネルギーの一環として行っていますので、ご理
教養試験、論（作）文試験、体格・体力検査
例措置に関する条例」を一部改正し、製造業に加え町内において旅 解くださいますようおねがいします。
【受験資格】
館業の用に供する設 備を新設・
増設した方についても、３年間固定資
試験職種
採用予定数
学
歴
年 齢
産税の税率を引き下げることを決めました。
募 集
大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成１８年３月末ま 昭和５０年４月２日以
警察官Ａア）
これまで、製造の用に供する設備を新設・増設した場合に限り、一
でに卒業見込みの者
１０５名程度
（男性）イ）人事委員会がアに該当する者と同等の資格があると認める者 降に生まれた者
定の要件に該当する設備などにかかる固定資産税の税率を、３年間
警察官Ｂ
昭和５０年４月２日か ７５名程度
（男性）
引き下げを実施していますが、このほどの半島振興法の一部改正で、 【テーマ】
警察官Ａ（男性）に該当しない者
ら昭和６３年４月１日
警察官Ｂ
までに生まれた者 １１名程度
（女性）
対象業種に「旅館業（下宿営業を除く。）」が追加されたため、本町に ①「
海洋環境保全推進運動」用ポスター図案
※採用は、警察官Ａ（男性）の既卒者、警察官Ｂ（男性）・（女性）につ おいても同条例に「
旅館業（下宿営業を除く。）」を加えることとなりまし
「未来に残そう青い海」をテーマに海に関するもので、海洋環境
いては平成１８年２月１日以降、警察官Ａ（男性）の卒業見込者につい た。
の保全を促すもの
ては平成１８年４月１日以降の予定です。
【対象となる旅館業】
②「
海の安全運動」用ポスター図案
【申し込み方法】
千葉県知事の許可を受けたホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業
海に関するもので、海の安全航海、海難防止を促すもの
千葉県警察本部警務課、県内の各警察署・交番・駐在所又は千葉 【対象となる設備等】
【応募規定】
県人事委員会事務局で直接受け付けできますので、所定の申込書・ 新築又は増設した旅館業の用に供する特別償却設備である家屋、
・応募作品は本人のもので未発表のもの
受験票を提出してください。
償却資産（機械、装置、付属設備）及び対象となる家屋の敷地であ ・サイズは、画用紙四つ切（３８０mm×５４０mm）から画用紙八つ切
郵送申し込みは千葉県警察本部警務課又は千葉県人事委員会事
る土地（取得の翌日から起算して１年以内に当該家屋の建設に着
（２７０mm×３８０mm）とし、用紙を縦に使用して、裏面に氏名・年齢・
務局任用課のみで受け付けます。
手した場合に限ります。）で取得額の合計が２７００万円を超えるもの
性別・
住所・学校名・
学年を必ず明記してください。
※申込書・受験票は千葉県ホームページからダウンロードできます。
とする。
※作品（表面）に標語や字は入れないこと
【問い合わせ・
申し込み先】
【軽減される期間・
税率】
【応募対象】小学生及び中学生に限ります。
千葉県警察本部警務課 千葉市中央区市場町１-２
固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降３年間、対象とな 【応募締切】平成１７年９月１６日（
金） 当日必着
（９：００〜１７：００受付 ※土・日・祝日除く）
る部分の税率を引き下げます。
※応募作品は返却します
フリーダイヤル ０１２０−７６４０３２
初年度分
通常税率の１０％課税
【問い合わせ・
提出先】〒２９９−５２３３ 勝浦市浜勝浦４９９
テレホンサービス ０４３−２２５−５２０５（２４時間）
第２年度分 通常税率の２５％課税
勝浦海上保安署 ℡０４７０−７３−３９９９、４９９９
千葉県人事委員会事務局任用課 千葉市中央区市場町１−１
第３年度分 通常税率の５０％課税
（９：００〜１７：００受付 ※土・日・祝日除く）
【問い合わせ】 税務課 ℡６８−６６９２
℡ ０４３−２２３−３７１３ ＨＰ http：
//www.pref.chiba.jp/

「海洋環境保全推進運動」及 び
「海の安全運動」用ポスター 図案募集

交通安全ファミリー作文の募集

テーマ「我が家の交通安全」

（
応募期限：９月１０日（
土）まで）
イベント
交通安全を防止するため、学校や職場等で話し合った内容や交通
安全につながる独自の工夫などの実践例を作文にしてください。
【応募方法】
広大な園内に咲きそろう花々をはじめ、自然味あふれる季節の感触 ○小学生の部、中学生の部 〈
開催場所：月の沙漠記念館前広場
応募区分〉
をお楽しみください。
７／１７（日） １８：００〜２１：３０ パラソルマーケット
４００字詰め原稿用紙３枚以内（なるべく直筆）で、作品に題名をつ
【期
間】 ７月２１日（木）〜７月３１日（
日）
よさこいソーランは１９：３０〜２０：００
け、①応募区分、②住所・郵便番号、③氏名（ふりがな）、④学校名、
【
営業時間】
９
：
３
０
〜１
７
：
０
０
（
入園は１
６
：００まで）
２０：００〜２１：００ ジャズボーカル みづき ディサロ
⑤学年、⑥学校所在地・郵便番号・電話番号を明記してください。
※期間中は、入園が無料になります。
○父親・母親の部、一般の部、高齢者（
65 歳以上）の部 〈応募区分〉
８／６ （土） １８：００〜２１：３０ パラソルマーケット
①入園ゲートで免許証、健康保険証などを提示してください。
４
０
０
字詰め原稿用紙５
枚以内で、作品に題名をつけ、①応募区
２０：００〜２１：００ ジャズボーカル 澤 ゆかり
②ペット類の持ち込み、自転車やオートバイ等の二輪車の乗り入れは 分、②住所・郵便番号、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤職業、⑥電話
８／１３（土） １８：００〜２１：３０ パラソルマーケット
ご遠慮ください。
番号、⑦応募動機を明記してください。
２０：００〜２１：００ ジャズボーカル 大神 安紀子
③雨天により臨時休園、営業時間を変更する場合がありますので、
【送り先】（社）
日本交通福祉協会 交通安全作文募集係
お問い合わせください。
マーケットへのユニークな出店者とコンサートをお楽しみ下さい。
〒１０１−００２１ 東京都千代田区外神田２−２−１７ 共同ビル
【問い合わせ】 パラソルマーケット事務局
【問い合わせ】 東京ドイツ村 袖ヶ浦市永吉４１９
【問い合わせ】
内閣府政策統括官付 交通安全作文募集係
御宿町商工会 ℡ ６８−２８１８
℡０４３８−６０−５５１１
℡ ０３−３２５５−２０８１

パラソルマーケット＆Summer コンサート

東京ドイツ村
御宿町民の無料入園デー

