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償却資産の申告について

第２６回 夷隅郡市連合なのはな号
参加者募集中

発行日 平成１９年９月１０日

『お座敷列車で行く 二本松の菊人形・土湯温泉の旅』
【期日】１１月７日（水）〜１１月８日（木） １泊２日
【旅行代金】大人 一人３５，８００円
【宿泊先】展望の宿 観山荘
【応募期間】９月３０日（日）まで
【応募先・問い合わせ】
企画財政課 TEL６８−２５１２
お知らせ

税金の納付について

ＮＯ．４８８

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
お知らせ

９月１６日（日）は
御宿町議会議員一般選挙の
投票予定日です

町内に償却資産を所有されている方は、地方税法第３８３条
の規定により、毎年１月１日現在の償却資産について１月３１日
までに申告書を提出していただくことになっています。まだ申
告がお済みでない方は、必ず申告するようお願いします。
【償却資産とは】
会社や個人で事業（商工業、農業、漁業等）を行っている方
が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、
備品等を償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税と
して課税されます。
【申告が必要な資産】
①構築物（鉄塔、広告塔、舗装路面等）
②機械及び装置（各種製造・加工等に使用する機械等）
③船舶（漁船等）
④航空機
⑤車両及び運搬具（大型フォークリフト、大型重機等）
⑥工具、器具及び備品（レジスター、陳列ケース、パソコン、
机、椅子等）
【申告の必要がない資産】
①土地・家屋台帳に登載されている資産
②自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
③無形減価償却資産（特許権、電話加入権、商標権、ソフト
ウェア等）
④繰延資産（開業費、試験研究費等）
⑤棚卸資産（貯蔵品、商品等）
⑥書画・骨とう（ただし、複製品等で装飾的な目的で使用して
いるものは申告対象です。）
⑦生物（ただし、観賞用、興行用等の生物は除きます。）
⑧使用可能期間（耐用年数）が１年未満又は取得価格が１０
万円未満の償却資産で法人税法又は所得税法の規定に
よる所得の計算上、一時に損金または必要な経費に算入
されたもの
⑨取得価格２０万円未満の減価償却資産で、事業年度ごと
に一括して３年間で償却を行うことを選択した場合の資産
【免税点】
課税標準額が１５０万円未満の場合は、課税されません。

投票日当日、仕事や旅行等で投票所に行って投票できない
１０月１日（月）は、固定資産税と国民健康保険税の第３期納
場合は、以下の期間、期日前投票ができます。
期限です。忘れずに納付しましょう。
【問い合わせ】税務課 TEL６８−６６９２
【期間】９月１２日（水）〜９月１５日（土）
８：３０〜２０：００
【場所】役場２階中会議室
【問い合わせ】
町選挙管理委員会 TEL６８−２５１１
秋の全国交通安全運動が実施されます。交通ルールの遵守と
正しい交通マナーを実践し、交通安全に努めましょう。
【期間】９月２１日（金）〜９月３０日（日）
スローガン 〜 油断せず いつも心に 初心者マーク 〜
今月の町民無料日は９月１６日（日）です。
〜 夜の道 安全サイン 反射材 〜
また、現在展示中の「加藤まさを生誕１１０年展」は９月１８日
（火）に終了し、９月２０日（木）から「宮本匡四郎展」が始まりま
す。人間の存在を心の奥底で捉え、それを木の肌を媒体として
生涯表現し続けた版画家の木版画、水彩画、デッサンなど、６６
捨て犬、捨て猫など不幸な動物をなくすために、（財）千葉県 点が展示されます。
皆さまの来場をお待ちしております。
動物保護管理協会及び（社）千葉県獣医師会では、犬猫の不
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８−６３８９
妊、去勢手術普及助成事業を実施します。
【対象動物】
飼い犬 今年度の狂犬病予防注射が済んでいて、登録がされ
ている手術可能なオス・メス
千葉県では、受診した方が良いのか、様子をみても大丈夫なの
飼い猫 手術可能なオス・メス
【助成金額】５，０００円（抽選により決定。一世帯あたり一頭。）
かなどの相談ついて、看護婦や小児科医が電話でアドバイスする
【応募期間】９月２０日（木）〜９月２６日（水）
小児の急病相談を実施しています。お気軽にご相談ください。
【手術実施期間】利用券を受領してから１２月２６日（水）まで
【相談電話番号】
【応募方法】役場３階建設環境課の窓口に置いてある往復はがき
（プッシュ回線の固定電話から）＃８０００
にて応募ください。
（＃８０００を利用できない場合）０４３−２４２−９９３９
※手術は、（社）千葉県獣医師会員の動物病院が対象です。
【申告書の請求・
問い合わせ】
税務課 TEL６８−６６９２
※緊急・重症の場合は、迷わず「１１９」へ
【問い合わせ】
【相談日時】土・日曜日、祝日、振替休日、１２月２９日〜１月３日
（社）千葉県獣医師会 TEL０４３−２３２−６９８０
１９：００〜２２：００
（財）千葉県動物保護管理協会 TEL０４３−２１４−７８１４

平成１９年秋の全国交通安全運動

月の沙漠記念館からのお知らせ

犬猫の不妊、去勢手術費用の一部を
助成します

こども急病電話相談について
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千葉県農業大学校学生募集
千葉県農業大学校では、千葉県の農業の発展に寄与する優れ
た実践的農業技術者や専門的知識・技術を有した指導者を養成
するための、平成２０年度千葉県農業大学校の学生を募集します。
【募集人員】農学科 約４０名、研究科 約１０名
【応募期間】９月２５日（火）〜１０月１１日（木）
【受験資格】
農学科：高等学校を卒業した者又は平成２０年３月に卒業見
込みの者
研究科：都道府県の農業大学校の農学科等を卒業した者又
は平成２０年３月に卒業見込みの者等
※両科とも学校長の推薦が必要です。
【選考期日】１０月３０日（火）
【選考場所】東金市家之子１０５９ 千葉県農業大学校
【選考方法】書類審査、小論文、面接
【結果発表】１１月８日（木）
【応募先・問い合わせ】千葉県農業大学校
〒２８３−０００１ 千葉県東金市家之子１０５９
TEL０４７５（５２）５１２１ FAX０４７５（５４）０６３０

千葉県立長生高等技術専門校
平成２０年度訓練生募集

集
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ホームヘルパー教養科
１１月期生募集中

いすみ農業実践塾受講生募集中
夷隅農林振興センターでは、９月下旬に開講する「いすみ農
業実践塾」の基本研修受講生を募集しています。
この研修は１年間で、販売を目的とした農業を始めるために
必要な基礎的な知識の学習や野菜等の栽培技術の実習ができ
ます。また、基本研修を修了した方は、２年目に実践的な専門
研修を受講することができます。
募集対象者は、原則として農地を所有する定年退職者や３６
歳以上で新たに農業を始めようとする方です。
受講を希望する方は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ】夷隅農林振興センター TEL８２−２２１３
お知らせ

自賠責保険・共済の有効期限は
切れていませんか
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対
人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車
に加入が義務づけられています（自動車損害賠償保障法）。
四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない２５０ｃｃ以下
のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動車）は、有効期限切れ、
かけ忘れにご注意ください。
【問い合わせ】国土交通省関東運輸局千葉運輸支局
TEL０４３−２４２−７３３５

ホームヘルパー２級の資格取得を目指し、ＯＪ
Ｔによる在宅介
護及び介護施設においての実技指導を行います。
【対象者】公共職業安定所に求職申込をした方で、職業安定所
長の受講指示者または受講推薦を受けた者で、介護
関係の仕事に再就職を希望する健康な方
【募集人員】１５名
【応募期間】９月２８日（金）まで
【選考期日】１０月１７日（水）
【選考方法】書類審査、面接
【結果発表】１０月２３日（火）
【訓練期間】１１月２日（金）〜平成２０年１月３０日（水）
【受講料】無料（教科書代６，８００円は実費負担）
【応募先】ハローワーク（応募用紙はハローワークにあります）
【問い合わせ】ポリテクセンター君津 TEL０４３９−５２−０２１９
お知らせ

危険物取扱者試験の実施について

【試験種類】甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種
【試験期日】１１月２５日（日） １０：００〜
【試験会場】勝浦市 国際武道大学
住宅環境設計科（４月〜３月の１年訓練）
【願書受付期間】１０月９日（
火）〜１０月１７日（水）（
土・
日を除く）
【定員】高校推薦７名、一般８名
９：００〜１７：００
【受付】推薦 １０月１日（月）〜１０月１２日（金）
【願書受付場所】大多喜町船子７３−２
一般 １０月２４日（水）〜１１月１９日（月）
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
腎臓病全般、糖尿病・腎臓病の予防や移植について理解を
※雇用保険受給資格者は、職業安定所相談窓口へ
※受験願書等の必要な書類は消防本部、勝浦消防署、大原
深めていただくため、千葉県腎臓病協議会では、以下のとおり
【応募先・問い合わせ】
千葉県立長生高等技術専門校
消防署及び大多喜・御宿・夷隅・岬の各分署に用意してあ
〒２９９−４３３２ 長生郡長生村金田２８１１ 第２０回「腎臓病を考える会」を実施します。
ります。
【期日】１０月２８日（日） １３：００〜１６：００
TEL０４７５−３２−２１０２
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
【場所】千葉市文化交流プラザ（旧名称：
ぱるるプラザ千葉）
TEL８２−４５４５
お知らせ
【内容】
①「慢性腎臓病（CKD）について」
〜しのびよる循環器病の危険因子〜
県立夷隅特別支援学校で文化祭を行います。この機会に、 講師 千葉大学大学院医学研究院腫瘍内科学講師
是非お越し下さい。
千葉大学医学部付属病院腎臓内科科長 小川 真
阪神・淡路大震災の教訓をもとにして、災害時に救援ボランテ
【期日】１０月１３日（土） ９：３０〜１４：３０
②「糖尿病治療としての腎移植、膵・膵島移植」
ィア活動を希望する方を対象に「
災害ボランティア講座」を開催
〜糖尿病合併症を防ぐためには〜
【場所】県立夷隅特別支援学校 （いすみ市楽町３０−１）
します。
講師 独立行政法人国立病院機構
【内容】小学部 遊びの広場
【期日】１０月１０日（水） 千葉市消防局
千葉東病院臨床研究センター センター長 剣持 敬
中学部 ミュージカル上演、作業作品頒布
１０月１１日（木）・１２日（金） 千葉県消防学校
③医療相談会・患者の体験談
高等部 作業作品頒布、各種催し
１１月３日（土） 千葉県社会福祉協議会
【費用】無料 ※先着 180 名
ＰＴＡ 模擬店、バザー等
【費用】１３，９００円（学生９，９００円）
【問い合わせ】特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会
【問い合わせ】
県立夷隅特別支援学校 TEL８６−４１１１
【応募先・問い合わせ】災害救助ボランティア推進委員会
TEL０４３−２５６−４６６１
TEL０３−３５８４−４０８５

第２０回「腎臓病を考える会」

いすみ祭のご案内

千葉第２０期
災害救援ボランティア講座

