お知らせ

お知らせ

献血にご協力ください

介護保険料の納め忘れはありませんか？

《200ml・
400ml》

【日時等】１１月２２日(水)
御宿町保健センター
１０：００〜１１：４５
発行日 平成１８年１１月１０日 ＮＯ．４６８
特別養護老人ホーム外房 １３：３０〜１４：１５
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
御宿町公民館
１５：００〜１６：００
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保
お知らせ
険証等）をご持参ください。
【問い合わせ】保健福祉課 ℡６８−６７１７

御宿町後期基本計画に関する意見公募

御宿町では、御宿町第３次総合計画に基づき、平成１９年度
から平成２４年度までの６年間の基本計画の策定をしています。
この計画ではテーマごとに懇談会を設置し、３テーマ、合計４５
老齢基礎年金・・・６５歳から、老後を保障します。
人の委員からご意見やご提案をお聞きしながら策定を進めてい
○年金額（平成１８年度）
年金額は４０年間納めた場合の満額で７９２，１００円です。 るところです。お時間の都合上、懇談会に参加できない住民の
方々からのご意見やご提案についてもできる限り伺いたく、次の
○納付要件
とおり意見公募します。
納付や免除期間など（※）の合計が２５年以上あること。
※厚生年金や共済組合に加入していた期間、国民年金に任 【縦覧場所】企画財政課、公民館、布施郵便局、御宿岩和田
漁業協同組合本所及び御宿支所
意加入できた方が加入しなかった期間などを含みます。
障害基礎年金・・・加入中の病気やケガなどで一定の障害が残っ 【縦覧期間】平成１８年１１月１３日（月）〜２８日（火）
【公募方法】意見提案用紙により回収箱へ投函又は電子メール
たときに支給されます。
（kizai@town-onjuku.jp）
○年金額（平成１８年度）
【
問い合わせ】
企画財政課
企画係
℡６
８−２５１２
１級：９９０，１００円
２級：７９２，１００円
○納付要件
初診日（病気やケガで初めて医師の診察を受けた日）前に
被保険者期間の３分の２以上の納付や免除期間があるこ
中高年男性に多い前立腺がんを早期に発見するため、町で
と。
は５０歳以上の方を対象に血液検査（PSA 値検査）による前立
※平成２８年３月末日までに初診日がある場合は、初診日の
腺がん検診を実施します。受診は予約制です。ご希望の方は、
属する月の前々月までの直近の１年間に未納がなければ受
１１月２４日（金）までにお申し込みください。
けられます。
【期日】１２月５日（火）
遺族基礎年金・・・加入者が死亡した際にその人によって生計を
【時間】ご希望の時間をご予約ください。
維持されていた１８歳未満の子がいる妻、また
① ９:３０〜 ９:５０ ４０名
PSA は、前立腺でつくら
は１８未満の子に支給されます。
れる特有の物質です。
②１０:００〜１０:２０ ４０名
前立腺にがんができる
○年金額（平成１８年度）
③１０:３０〜１０:５０ ４０名
と、早期から血液中に放出
妻と子１人の場合：１，０２０，０００円
されるため、血液中の PSA
【場所】保健センター（健康診査室） を調べることでがんの早期
○納付要件
発見に役立ちます。
死亡日前に被保険者期間の３分の２以上の納付や免除期 【内容】血液検査
※検査当日の採血にともなう食事制限はありません。
間があること。
※平成２８年３月までに初診日がある場合は、初診日の属する 【対象者】５０歳以上の男性
（昭和３１年１２月３１日までに生まれた方）
月の前々月までの直近の１年間に未納がなければ受けられ
【持ち物】
検診費用１，０００円（今年度から検診費用の一部をご
ます。
負担いただくことになりました。）
【問い合わせ】住民水道課 国保年金係 ℡６８−６６９５
【申し込み・問い合わせ】保健福祉課 ℡６８−６７１７

国民年金には３つの基礎年金があります

前立腺がん検診

介護保険料を年金からの天引きと思って、納め忘れになる方が増
えています。下記のような場合は納入通知書で直接納めていただく
『普通徴収』になりますので、ご注意ください。また、年金天引きのつ
もりで納入通知書を放置しておきますと、町から督促状が送付され、
督促手数料が加算されます。お手元に届いた郵便物は必ずご確認
ください。
介護保険料に関係した郵便物の封筒には重要と赤い押印がして
あります。必ず開封し、内容を確認してください。
＜介護保険料が普通徴収になる場合＞
○平成１８年２月の時点で年金を受給していなかった方
○平成１８年４月１日以降に６５歳の誕生日を迎えた方
○平成１８年中に一度でも年金の受給が停止・差止となった方
例）年金の「現況届け」を出し忘れた（遅れた）方
○平成１７年４月１日以降に御宿町に転入してきた方や年金 受取の
住所変更の届出が完了していない方
○各種年金の受給額が、年額１８万円（月額１万５千円）未満の方

便利で安全確実な口座振替をお勧めします！
口座振替は、納期限日に指定の金融機関等の預貯金口座から、
介護保険料を自動的に引き落としますので納め忘れることがありませ
ん。便利で安全確実な口座振替のご利用をお勧めします。ご利用に
は、①預貯金通帳、②届出の印鑑をお持ちのうえ、直接金融機関等
の窓口でお申込みください。
＜取扱い金融機関等＞
・千葉銀行御宿支店 ・房総信用組合御宿支店 ・いすみ農業協同組
合御宿支所 ・千葉県信用漁業協同組合連合会（御宿岩和田漁業協
同組合） ・郵便局

介護サービス費の給付制限
介護保険料が未納のままの方には、介護サービスを利用される際
に、次のような給付制限がかけられます。
＜介護サービス費の給付制限＞
○１年未納の場合、介護サービスにかかる費用の全額をいったん利用
者本人が負担し、申請により後から保険給付費分（９割）が支払われ
る形となります。
○１年半未納の場合、介護サービスにかかる費用の全額をいったん利
用者本人が負担し、申請しても、保険給付費の一部または全部が差
し止められ、未納している保険料に充当されます。
○２年以上未納の場合、通常、介護サービスにかかる費用の１割が利
用者負担ですが、それが３割に引き上げられ、高額介護サービス費
の支給が受けられなくなります。

※皆さん一人ひとりの介護保険料が御宿町の介護を支えていること
をご理解いただき、介護保険料の期限内納付にご協力をお願い
します。
【問い合わせ】
保健福祉課 介護保険係 ℡６８−６７１６
（内線２１６・２１７）
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消防団模擬火災訓練の実施について
年末の火災シーズンを迎え、町消防団による模擬火災訓練を
次のとおり実施しますので、ご協力をお願いします。
【日時】平成１８年１２月３日（日） ６：３０〜８：３０
当日、６：３０にサイレンを鳴らします。火災と間違えない
ようご注意ください。（※中止の場合は、防災行政無線で
ご連絡します。）
【場所】御宿町役場
【問い合わせ】総務課 消防選挙係 ℡６８−２５１１（内線４１３）

狩猟が始まります

御宿パークゴルフ大会のお知らせ (株)サカモトの商品券をお持ちの方へ
スポーツの秋、みんなでパークゴルフを楽しみませんか。
【日時】平成１８年１１月２４日（金）１３：００から開会式
【場所】御宿パークゴルフガーデン
【対象】一般成人
【費用】５００円（当日支払い）

資料館に行って投票しよう

野鳥を捕まえたり飼ったりできません！

投票期間】１２月１日（金）〜１２月２４日（日）《月曜日・祝日を除く》
また、鳥獣保護法に違反して捕獲・輸入された鳥を、売ったり 【
飼ったりすることも違法です。
【
問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８−４３１１
【問い合わせ】県民センター夷隅事務所 ℡８２−２２１１
千葉県自然保護課 ℡０４３−２２３−２９７２

電話の「ユニバーサルサービス制度」が
ち ば デ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン キ ャ ン ペ ー ン 今年度からスタートします。
日本全国どこに住んでも等しく提供される加入電話システムをは
を成功させましょう！

花と海 心やすらぐ 千葉の旅
【問い合わせ】産業観光課（商工観光班）℡６８−２５１３

（株）サカモト（千葉県茂原市）が破産したため、使用できなくな
った同社発行の商品券（お買物券は還付の対象とはなりませ
ん。）をお持ちの方は、前払式証票の規制等に関する法律に基
づき同社が供託した発行保証金から還付（申出金額未満）を受
けることができますので、還付を希望される方は権利の申出を行
ってください。

【申出受付期間】平成１８年１２月２６日（火）

【申込方法】御宿パークゴルフガーデンへ１１月１９日（日）までに
― 郵送で申出を希望される場合の宛先 ―
お申し込みください。
〒３３０−９７１６ 埼玉県さいたま市中央区新都心１−１
（電話による申込可 ℡６８−４１４８）
さいたま新都心合同庁舎１号館
※当日雨天の場合は中止にさせていただきます。
関東財務局理財部 金融監督第５課 ℡０４８−６００−１１５２

１１月１５日から平成１９年２月１５日まで狩猟が解禁となりま
す。ハイキングや農作業などで山野に出かける場合は、ハンタ
ーから確認しやすいよう目立つ服装にするなど、十分に注意し
てください。
御宿町歴史民俗資料館と五倫文庫では、１２月１日より翌年１月
【問い合わせ】千葉県自然保護課 ℡０４３−２２３−２９７２
１４日まで、第６回読書週間コンクール事業を企画して町内の児童
及び生徒が書いたポスター・作文・標語を展示しています。
今回は、入館された皆さんに作品を見ていただき、「これはいい
なぁ」、「これはおもしろいなぁ」と思われる作品に入館者賞を児童・
野鳥を捕獲するには鳥獣保護法による特別な許可を受けるな
どの必要がありますが、千葉県では野鳥保護の観点から、愛が 生徒に贈る試みを計画しました。一人でも多くのご来館をスタッフ一
同お待ちしています。
ん飼養目的の捕獲許可は行っておりません。

このキャンペーンは千葉県がＪ
Ｒグループとタイアップし、来年２
月から４月に集中的に千葉県に誘客活動を展開するもので、こ
の期間中県内では様々なイベントが実施されます。
日本全国から多くの観光客が訪れる事が予想され、皆様一人
ひとりのおもてなしの心がこのキャンペーンを成功させる鍵となり
ます。皆様の力で是非キャンペーンを成功させましょう。
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じめ、公衆電話、緊急通報（
１１０番・１１９番等）などの「ユニバー
サルサービス」は、携帯電話やＩ
Ｐ電話の普及及びサービス競争
の進展等により通話料金が安くなる一方で、制度を維持するた
めの費用が不足してきています。このため、ＮＴＴ東西を含む固
定電話・携帯電話・Ｉ
Ｐ電話等の電話会社５６社が協力して費用
を出し合う「ユニバーサルサービス制度」がスタートします。
制度の円滑な運営のため、皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。
【問い合わせ】関東総合通信局 電気通信事業課
℡０３−５２２０−５６８５

―

千葉財務事務所への直接申出を
希望される場合の受付場所・照会先 ―
千葉市中央区椿森５−６−１
関東財務局千葉財務事務所 理財課 ℡０４３−２５１−７２１４
受付時間 ９：００〜１７：００（土、日曜、祝日除く）

【
現地受付期間】
平成１８年１２月１５日（
金）
〜１６日（
土）
― 現地での申出を希望される場合の受付場所
茂原市道表１ 茂原市役所 ５階 ５０２会議室
受付時間 １０：００〜１６：００

―

※申出には所定の申出書、商品券等が必要です。具体的な申
出方法については上記照会先にお尋ねください。

平成１９年度
千葉県生涯大学校学生募集
【資格】千葉県在住の６０歳以上の方（昭和２２年４月１日以前に
生まれた方）で、社会参加の意欲のある方
【募集期間】１１月１０日（金）〜１２月２８日（木）
【願書配布場所】生涯大学校各学園、各県民センター、千葉県
高齢者福祉課、町保健福祉課
※郵送希望者は、１４０円切手を貼った返信用封筒
（角２）を同封し、以下へ郵送
【問い合わせ】〒２６０−０８０１ 千葉県中央区仁戸名町６６６−２
千葉県生涯大学校事務局
℡０４３−２６６−４７０５
※千葉県ホームページからも入手できます。

