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月の沙漠記念館長の募集について

公民館臨時職員の募集について
【応募要件】 年齢 20 歳以上 30 歳未満の健康で運転免許があり
発行日 平成１９年５月２５日 ＮＯ．４８１
パソコンができる方
【勤務内容】 公民館および関連施設（資料館・海洋センター）の
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
庶務
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【応募期間】 5 月 28 日（月）〜6 月 8 日（金）
募 集
【応募方法】 市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場 4 階
教育委員会まで提出してください。
（郵送可・当日消印有効）
【応募先・問い合わせ】 〒299-5192 御宿町須賀 1522
教育委員会 TEL68-2514
1609 年のサン・フランシスコ号漂着から 400 年を迎え、町で
は、先祖の偉業を広く後世に伝えるため、平成 19 年度から平成
21 年度までの 3 ヵ年にわたり「メキシコ記念塔建立 80 周年、サ
ン・フランシスコ号漂着 400 周年記念事業」を実施します。
この記念事業の企画・立案にあたっては、企画実行委員会を
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た
設立し、行政だけでなく、様々な方の意見を反映し、地域ぐるみ
めの標語を次のとおり募集します。
で創りあげる記念事業にしたいと考えています。
【主催】 千葉県 各市町村 県歯科医師会 郡市歯科医師会
つきましては、この企画実行委員会に参加していただける一
県歯科衛生士会
般委員をつぎのとおり募集します。
【応募要件】 御宿町に在住・在勤・在学している方
【募集人数】 5 名
【応募期間】 ６月７日（木）まで
【応募要件】 町内に在住している方、町内に事業所を有してい
【応募基準】 むし歯及び歯周疾患の予防に関するもの
る方
○応募作品は創作で未発表のもの に限ります。
【応募期間】 6 月 8 日（金）まで
○著作権は主催者に帰属し、応募された作品は原則として返却
【応募方法】 住所、氏名、年齢、電話番号、職業を明記のうえ、
しません。
記念事業に対する意見や提案等についての作文
○応募作品は、広報用として広く活用します。（在住または在勤
（800 字程度）を提出してください。
市町村、学校名、氏名等を公表予定です）
郵便、ファックスまたは直接窓口にて受け付けま
○優秀な作品は夷隅郡市で実施する審査へすすみます。
す。（郵送可・当日消印有効）
【応募方法】 住所、氏名、年齢および 「標語」を記載のうえ、役
【応募先・問い合わせ】 〒299-5192 御宿町須賀 1522
場 2 階保健福祉課まで提出してください。
企画財政課 TEL68-2512 FAX68-2913
（郵送可・当日消印有効）
【応募先・問い合わせ】 〒299-5192 御宿町須賀 1522
お知らせ
保健福祉課 TEL68-6717
《200ml・400ml》

メキシコ記念塔建立８０周年
サン・フランシスコ号漂着４００周年
記念事業企画実行委員会委員募集

８０２０（ハチマル・ニイマル）運動
普及標語募集

６月の心配ごと相談
【日程】 1 日（金）［一般・児童・行政・障害者相談］
22 日（金）［一般・人権相談］
【場所等】 地域福祉センター 9:00〜12:00
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 TEL68-6725

【応募要件】 通勤可能な健康な方
（芸術・文化等の学識・経験をお持ちの方）
【応募期間】 5 月 28 日（月）〜6 月 8 日（金）
【応募方法】 市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場 4
階産業観光課まで提出してください。
（郵送可・当日消印有効）
【試験内容】 面接
（面接日等については、後日お知らせします）
【応募先・問い合わせ】 〒299-5192 御宿町須賀 1522
産業観光課 TEL68-2513
お知らせ

ダイオキシン類測定結果について
平成 18 年度に実施しましたダイオキシン類の測定結果につ
いて、お知らせします。
結果はいずれも基準値以下でした。
測

定

清掃センター
焼却炉
最終処分場

場

所

測定日

排 ガ ス
H18.12.25
焼 却 灰
〃
ばいじん（飛灰）
〃
地下浸透水
H19.3.15
（観測井）

測定結果

基準値

0.12ng
0.022ng
0.075ng

10ng
3ng
3ng

0.0048pg

1pg

※ｎｇ（ナノグラム）は 10 億分の 1 グラム
※ｐｇ（ピコグラム）は 1 兆分の 1 グラム
【問い合わせ】 建設環境課 TEL68-6694

町議会議員一般選挙の日程

平成 19 年 9 月 30 日任期満了に伴う町議会議員一般選挙
の日程をお知らせします。
【選挙期日】 9 月 16 日（日）
【告 示 日】 9 月 11 日（火）
【日時等】 6 月 14 日（木）
【基準日・登録日】 9 月 10 日（月）
御宿町保健センター
10:00〜11:45
※選挙権
特別養護老人ホーム外房 13:30〜14:15
・転入者 平成 19 年 6 月 10 日以前に住民票が作成された方
御宿町公民館
15:00〜16:00
・年 齢 昭和 62 年９月 17 日以前に生まれた方
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険
【問い合わせ】 選挙管理委員会 TEL68-2511
証等）をご持参ください。
【問い合わせ】 保健福祉課 TEL68-6717

献血にご協力ください

お知らせ

集

平成１９年６月分から個人住民税が変わります

お知らせ

お知らせ

新規学卒者求人説明会について

地方自治体が自主的に財源の確保を行い、身近な行政サービスをより効率的に行えるよう、国の税制改正によって、国税である
茂原公共職業安定所では、来春新規に学校を卒業予定の
所得税の一部を地方税である個人住民税へ移すことになりました。この税源移譲により、所得税と個人住民税の税率が変わりま
方を雇用しようとする事業主を対象に新規学卒者求人説明
す。
会を開催します。
〈どう変わるの？〉
【日時】 6 月 6 日（水） 13:30〜
個人住民税は、所得に応じて課税される所得割と、一定額を均等に課税する均等割があります。
【場所】 茂原市役所 市民室
この所得割の税率が、現在の 3 段階（5％、10％、13％）から 一律 10％ に変わります。
【内容】 新規学卒者求人の取り扱いについて
また、個人住民税所得割の税率を一律 10％にすることに伴い、国 の所得税の税率も現在の 4 段階から6 段階に細分化（最低税
手続きに必要な諸用紙の配布
率の引き下げ等）されます。
【問い合わせ】 ハローワークもばら（茂原公共職業安定所）
［税源移譲後の個人住民税・所得税の税率］
求人・専門援助部門 TEL0475-25-8609
現行
課税所得
個人住民税

200 万円以下
200 万円超〜700 万円
700 万円超

税率
5％
うち町 3％ 県 2％
10％
うち町 8％ 県 2％
13％
うち町 10％ 県 3％

所 得 税

330 万円以下

10%

330 万円超〜900 万円

20%

900 万円超〜1,800 万円
1,800 万円超
※分離課税の譲渡所得は除きます。

30%
37%

平成 19 年度以降
課税所得

税率
10%

一

律

195 万円以下
195 万円超〜330 万円
330 万円超〜695 万円
695 万円超〜900 万円
900 万円超〜1,800 万円
1,800 万円超

うち町 6％
県 4％
5%
10%
20%
23%
33%
40%

こどもなんでも無料相談について
千葉県弁護士会では、少年事件や児童虐待、子どもの人
権等の問題について、面接相談と電話相談を実施します。
【日時】 6 月 16 日（土） 13:00〜16:00
【場所】千葉県弁護士会会館
（千葉市中央区中央 4-13-12）
千葉県弁護士会松戸支部会館
（松戸市松戸 1281-29 住友生命ビル 4 階）
【電話相談先】 043-227-9008（当日のみ有効）
※面接相談を希望される方は、事前に申し込みください。
（申込受付期間 6 月１日〜6 月 15 日）
【問い合わせ】 千葉県弁護士会 TEL043-227-8431

千葉県立夷隅特別支援学校
学校公開のお知らせ

この結果、個人住民税が増えても所得税が減るため、税源移譲による税負担の増減はありません。また、所得税と住民税の人的
控除の差に対応した減額措置なども講じられます。
ただし、平成 19 年度からの個人住民税では、定率減税の廃止や老年者非課税措置の段階的廃止等、別の要因により税負担の
増加があります。
【日時】 6 月 25 日（月）・26 日（火）・27 日（水）
9:30〜12:00
定率減税
個人住民税において、平成 11 年度より景気対策のため暫定的な税負担軽減措置として実施されてきましたが、平成19 年度から廃止されることにな 【
対象】 どなたでもどうぞ
りました。
【内容】 授業及び施設参観（案内付き）
（平成 18 年度は住民税所得割額の 7.5％（上限額 2 万円）が税額から控除）
何でも質問コーナー
老年者非課税措置
【申込先・問い合わせ】 夷隅特別支援学校（教務：石川）
65 歳以上で前年の合計所得金額が125 万円以下の方に適用された非課税措置が段階的に廃止となります。
TEL86-4111 FAX86-3341
（急激な税負担を緩和するため昭和 15 年 1 月 2 日以前に生まれた方で前年の合計所得金額が 125 万円以下の方については、平成 18 年度分税
額が 3 分の 1 となり、平成 19 年度分は税額が 3 分の 2 となる経過措置が適用されています。※平成 20 年度分からは全額課税）

住宅用火災警報器の設置について

〈いつから変わるの？〉
納付方法によって、税源移譲の影響がでる時期が違います。たとえば、サラリーマン等の方で毎月の給料等から天引きされてい
6 月 1 日は千葉県住宅用火災警報器普及促進デーです。
る所得税の減額は平成 19 年 1 月分の給料から、個人住民税の増額は平成 19 年 6 月分から実施されます。それ以外の方（事業所
あなたや家族の命を守るために住宅用火災警報器を設置し
得者等）は、個人住民税の増額は平成 19 年 6 月分から、所得税の減額は平成 20 年 2 月の確定申告からそれぞれ実施されます。 ましょう。
【問い合わせ】 夷隅郡市広域消防本部 TEL82-4545
【問い合わせ】 税務課 TEL68-6692

