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平 成１８ 年４ 月１日 から

国民健康保険における
短期人間ドックの利用費給付 制度

国保被保険者証が一人一枚に なります
平成１８年４月１日に更新される国民健康保険被保険者証が、
従来の世帯に１枚のものから１人に１枚のものに変わります。（高
齢受給者証および老人保健法の医療受給者証は変わりません）
４月１日以降医療機関等にかかる場合は、必ず新しい被保険
者証を受付窓口に提示してください。また、高齢受給者証又は
老人医療受給者証をお持ちの方は被保険者証といっしょに受付
窓口に提示してください。
・被保険者証等を使うときは次のことに注意してください。
①他人との貸し借りはできません。
②記載内容を勝手に書き替えたりはできません。
③期限の満了したものやコピーしたものは使えません。
④医療機関等にかかる時は月に一度必ず提示してください。
⑤カード様式化に伴い小さくなりますので、紛失しないように
保管には十分注意してください。また、１５歳未満のお子様
を持つ保護者（法定代理人）の方は、保護者の方が保管し
てください。
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軽自動車等をお持ちの方へ

軽自動車税は、その年の４月１日現在の登録に基づき課税さ
れます。
廃車手続きをしないで、使用していない軽自動車等に標識を
付けてそのままにしておきますと、いつまでも税金がかかりま
す。また、引越し等による変更届けの出し忘れはトラブルの原因
になりますので、手続きはお早めに！！
転出・譲渡（名義変更）・廃車等の変更がありましたら、必ず３
月３１日までに届出を済ませるようお願いします。
町での発行ナンバー（１２５ｃｃ以下）は転出先の市町村でも変
更（ナンバーの交換）ができます。
なお、手続きをする場合は必ず電話で確認をお願いします。

※これまで必要であった遠隔地被保険者証の交付申請は不要となりま
車
種
手続きをするところ
す。ただし、住所を町外に移している学生はこれまでどおり在学証明 ・原動機付自転車
（５０ｃｃ〜１２５ｃｃ）
・御宿町税務課
書などを添えて交付申請が必要です。
・小型特殊車
または在住市町村の役所の担当課
※社会保険に加入し国民健康保険の喪失届を済ませていない方は、 （農耕作業用自動車を含む）
・軽自動車検査協会
現在加入の保険証と印鑑を持参し喪失の届出をしてください。

【問い合わせ】住民課国保年金係 ℡６８−６６９５
（内線３４２･３４４）

・軽自動車（貨物／乗用）
・二輪車

国民健康保険の資格取得及び
喪失の届出について
現在、国民健康保険に加入している方が社会保険となった場
合、あるいは、社会保険に加入していた方が国民健康保険とな
る場合には必ず届出が必要です。
また、すでに加入している健康保険が変わったにもかかわらず
届出をしていない方においても必ず届出が必要です。この場
合、資格の取得又は喪失日にさかのぼっての適用となりますの
でご注意ください。
なお、これまで住所を町外に移している学生は交付申請する
ことで学生用の保険証が発行されていましたが、学校を卒業しア
ルバイト等で生計を立てる場合は旧住所地での国民健康保険の
資格は喪失することとなりますので。卒業証明書等の写しと印鑑
を持参し資格喪失届をしてください。
【問い合わせ】住民課国保年金係 ℡６８−６６９５
（内線３４２･３４４）

袖ヶ浦支部軽自動車出張所
℡０４３８−６３−２８４４
・千葉陸運支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
℡０５０−５５４０−２０２５ （ガイダンス）

【問い合わせ】税務課 軽自動車税係 ℡６８−６６９２

国民健康保険では、被保険者の健康に対する意識の高揚と
疾病の早期発見・早期治療に役立て、被保険者の健康保持増
進を図り、国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目
的に「短期人間ドックの利用費給付制度」が設けられていま
す。
【利用対象者】
御宿町国民健康保険の被保険者であって、その年度の４月
１日現在において、次の要件に該当する方が対象です。
①御宿町国民健康保険に１年以上加入していること
②年齢が４０歳以上６９歳までの者（６５歳以上６９歳以下で
町長の障害認定を受けている者を除く）
③納期限の到来している国民健康保険税を完納していること
④この制度を利用した後１年以上経過している者
【給 付 額】
短期人間ドックに要する費用の７割（上限額７万円）
【手
続】
事前の届出・・・・利用予定日（医療機関の予約日）の
１５日前まで
事後の交付申請・・・・領収書及び検査内容のわかるもの
（領収書に検査内容がある場合は省略可）
※大きな疾病となる前の予防対策です。ご活用ください。
【問い合わせ】住民課国保年金係 ℡６８−６６９５
（内線 ３４２･３４４）

６５歳雇用に向けて

高年齢者の雇用の安定等に関する法律が改正され、平成
１８年４月１日から定年の引き上げ等が義務化されます。６５歳
平成１８年度のＢ＆Ｇ体育館の夜間（１９:００〜２１:００）利用団 未満の定年を定めている事業主は、次のいずれかの措置をし
体を次のとおり募集します。
てください。
【申込締切日】平成１８年３月２６日（日）
①定年の引き上げ
【申込資格】１０名以上のスポーツ団体（町民が半数以上）で、
６２歳まで（平成１８年４月１日〜平成１９年３月３１日の期
常に半数以上の利用があること
間）その後段階的に引き上げを行い、平成２５年４月１日
【利用時間】水曜日・木曜日・土曜日・日曜日 １９:００〜２１:００
からは６５歳
（月曜・祝日の翌日休館日）
②継続雇用制度の導入
※火曜日・金曜日は教室のため使用できません
①同様に段階的に引き上げ
【申込方法】Ｂ＆Ｇ海洋センターに備えた申請用紙を提出のこと
③定年の廃止
※利用希望日が重なる場合は、話し合いまたは抽選となります。
【問い合わせ】ハローワークおおはら ℡６２−３５５１
※使用日については都合により利用できない場合があります。
※合併に伴い４月１日からハローワークいすみに変わります。
ご不明な点があればお問い合わせください。（℡６８−４１４３）
（所在地・電話番号は変わりません）

Ｂ＆Ｇ体育館夜間利用団体募 集

募

集

平成１８年度
旧役場・駅前・岩和田・六軒町・浦仲
駐車場使用希望者の募集
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家庭教育相談を行っています

家庭教育に関する相談や指導を行っています。
【日時】毎週火曜日 １０：００〜１６：００
【場所】御宿町公民館
【指導員】御宿町家庭教育指導員
※申込書提出にあたり、次の事項にご留意下さい。
【申込資格】原則、御宿町に住所のある方で１人（１法人）１区画 【問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７
とします。但し、申込状況により町外者も可。
【申込期間】平成１８年３月１７日（金）〜３月２４日（金）
８：３０〜１７：１５（土日、祝日を除く）
緑豊かな里山で野菜づくりをしてみませんか
【申込方法】窓口にて、申込用紙に記入していただきますので、 【募集期間】平成１８年３月１０日（金）〜３月３１日（金）
印鑑をご持参のうえ、役場４階企画財政課までお越 【受付】平日９：００〜１７：００ ※栽培の指導も行います
しください。
【施設概要】
【記入事項】①使用者の住所･氏名 ②車種･ナンバー ③印鑑
・場所／御宿町実谷地区 （御宿駅より車両で５分程度）
※町外者の場合は、車検証・免許証の写を提出
・面積／１区画５０㎡ ２２区画
【契約期間】平成１８年４月１日〜平成１９年３月３１日
・入園料／１区画８，０００円（年間）
【使用料金】１区画 ３６，０００円／年（旧役場・駅前駐車場）
・作付種目／一般野菜及び草花
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（六軒町駐車場）
・入園期間／平成１８年４月〜平成１９年３月末日
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（岩和田駐車場）
（通常は４月〜翌年３月末日・原則として１年ごと再契約）
【使用料金】１区画 ２４，０００円／年（浦仲駐車場）
・その他／入園希望者は申込書により受け付けます。
【支払方法】４月１日以降、料金納入通知書を送付いたします。 【問い合わせ・申し込み】農林水産課 ℡６８−２５１３
※駐車場使用区画には、制限がありますので申込をされても
利用できない場合がありますのでご了承ください。
【問い合わせ】企画財政課管財係 ℡６８−２５１２

貸し農園新規入園者募集
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引っ越しの際の廃棄物は適正 な処理を
３月・４月は転居により、ごみが発生しやすくなります。
引越しを予定している方は、なるべくごみとなる不要品を出さな
いように努め、やむを得ずごみを出す場合は、ルールに従い、
粗大ごみや再資源化が可能なものなどに分別し、決められた場
所・収集日に正しく出しましょう。
なお、多量に発生する場合は、個人で直接、町清掃センター
へ搬入してください。
また、廃棄する家電製品のうち｢テレビ｣｢エアコン｣｢冷蔵庫｣
｢洗濯機｣の４品目は、家電リサイクル法に基づいた処理を行っ
てください。
ルールに従わないごみの処理は｢廃棄物の処理及び清掃に
関する法律｣に違反する行為です。絶対にやめましょう。
【問い合わせ】千葉県資源循環推進課 ℡０４３−２２３−２７５７
町環境整備課 ℡６８−６６９４

町浄水場

御宿台入口

貸し農園箇所

３月３１日は、ごみ手数料(一般廃棄
物処理手数料)の第２期分納期です。
【問い合わせ】環境整備課 ℡６８-６６９４

県 民芸術 祭ホ ールオ ペラ｢カ ルメン｣
｢カルメン｣の作品の中でも、ジョルジュ・ビゼー作曲の本作品
は、物語がわかりやすく、また、その美しくも情熱的な楽曲は、多
くの人を魅了しています。カルメンの情熱的な舞台を、総勢１４０
人の合唱とともにお楽しみください。
【日 時】３月２６日(日) １４：００開演
【会 場】君津市民文化ホール(君津市三直 622)
【出演者】指 揮：樋本英一さん
管弦楽：ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉
合 唱：君津市民文化ホールオペラ合唱団
きみつ少年少女合唱団
【入場料】５，０００円(全席自由)
【問い合わせ】君津市民文化ホール ℡０４３９−５５−３３００

県内の雨量と河川の
水位情報の公開
千葉県では、パソコンや携帯電話から見られる、雨量と河川
の水位情報をリアルタイムで公開しています。大雨や河川の増
水時の情報収集など、防災対策にご活用ください。
パソコンでは、地図上での色分け表示や河川断面図上に水位
の変化をグラフ表示するなど、降雨や水位の状況を詳細に知る
ことができます。
【名称】｢防災気象情報千葉 雨量と河川の水位情報サイト｣
愛称｢WINC2(ウインク2)｣(＝Weather information chiba)
【提供情報】雨量８９箇所
河川の水位１０７箇所の観測所の１０分ごとの観測値
【アドレス】
○パソコン向け HP http://chibapref.bosai.info/
○携帯電話向け
・ド コ モ HP http://chibapref.bosai.info/mobile/do/
・ボーダフォン HP http://chibapref.bosai.info/mobile/vf/
・ａ
ｕ
HP http://chibapref.bosai.info/mobile/au/
※これまでの携帯電話向けの情報(千葉県川の防災情報(３月
末で終了))に替わり、このサイトが活用できるようになりました。
(運用開始は 4 月 1 日からとなります。)
【問い合わせ】千葉県河川計画課 ℡０４３−２２３−３１５６

