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お知らせ   

償償却却資資産産のの申申告告ににつついいてて  
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。償却資産をお
持ちの方は、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】 
課税標準額の合計が１５０万円未満の場合は、課税されません。 

 
※詳細については、町ホームページに「償却資産（固定資産税）

申告の手引き」を掲載しますので、ご覧ください。 
（URL）http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

 
【申告書の請求・問い合わせ】税務課 TEL６８－６６９２ 

 
お知らせ  

税税金金のの納納付付ににつついいてて  
 

１月３１日（木）は、町県民税第４期および国民健康保険税第
７期の納期限です。忘れずに納付しましょう。 
【問い合わせ】税務課 TEL６８－６６９２ 
  

戦戦没没者者等等のの遺遺族族にに対対すするる特特別別弔弔慰慰金金  
のの請請求求期期限限がが迫迫っってていいまますす  

 
【対象】平成１７年４月１日において、遺族年金などを受けていな

い方 
※遺族年金対象者がいない場合は、次の優先順位で遺族の

方１人に支給します。 
    ①戦没者の子 
    ②戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 
    ③上記以外の三親等内の親族で、戦没者等の死亡時ま

で引き続き１年以上生計関係を有した方 
【請求期限】３月３１日（月） 
【問い合わせ】住民水道課 TEL６８－６６９５  
 

特特別別慰慰労労品品のの贈贈呈呈ににつついいてて  
 

独立行政法人平和記念事業特別基金では、恩給欠格者、戦
後強制抑留者、外地等からの引揚者の「ご本人」に、慰籍の念
を表すため、内閣総理大臣名の「特別慰労品」を贈呈していま
す。過去に内閣総理大臣名の書状等を受けた方、書状を受け
る資格があったにもかかわらず、請求されていない方も対象で
す。詳しくは以下までお問い合わせください。 

なお、申請書は役場３階住民水道課の窓口においてあります。  
【問い合わせ】独立行政法人平和記念事業特別基金 

TEL０１２０－２３４－９３３ 
（URL）http://www.heiwa.go.jp 

 
お知らせ 

電電動動カカーートト利利用用者者のの皆皆ささままへへ  
電動カートは、運転免許証が不要であり、歩行者扱いとなる

など、簡単に利用できることから、今や高齢者の中心的移動手
段の１つとなっています。また、平成１２年４月から始まった介護
保険制度により、要介護者は、福祉用具を利用し、自立した生
活を送る中で、老後の生活をイキイキとしたものとすることとさ
れ、その利用者は年々増加しています。 

しかし、利用者が増加する一方で、電動カートの利用方法や
交通ルールに関する理解不足による事故も増えています。 

そこで、町では、電動カートに関する正しい知識や運転方
法、簡単な日常点検等を利用者の皆さまに理解・体験してい
ただくため、将来的に「電動カート安全講習会」の開催を計画
しています。 

つきましては、講習の対象となる方を把握したいと考えます
ので、町内で電動カートを所有している方、またこれから購入
を考えている方は、以下までご連絡ください。 
【把握期間】１月１０日（木）～１月１８日（金） 
【連絡先・問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
   

総総合合労労働働相相談談ココーーナナーー  
――職職場場ののトトララブブルル解解決決へへののおお手手伝伝いい――  

 解雇や配置転換、賃下げ、いじめなど、労使間でのトラブル
で悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。 
（祝日を除く月～金 ９：００～１７：００） 
【連絡先・問い合わせ】 

茂原総合労働相談コーナー TEL０４７５－２２－４５５１ 
千葉労働局総合労働相談コーナー TEL０４３－２２１－２３０３ 
千葉駅前総合労働相談コーナー TEL０１２０－２５０－６５０ 

   
月月のの沙沙漠漠記記念念館館かかららののおお知知ららせせ  

今月の町民無料日は１月２０日（毎月第３日曜日）です。受付
で、お住まいの地域を申告するだけで入場できますので、是非
ご来場ください。 

また、現在展示中の「しゃっせただお写真展ｉｎ御宿」は１月
２２日（火）で終了し、１月２４日（木）から「君塚彦四郎展」が始
まります。生き生きと働く海女や茅葺きの家々、漁港、田園な
ど、御宿・房総を中心とした日本各地の風景を素朴なタッチで
描いた作品４０点余りが展示されます。 
 皆さまの来場をお待ちしています。 

【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８－６３８９  



  
お知らせ   
国国保保国国吉吉病病院院でではは  

病病院院直直通通ババススをを運運行行ししまますす    
 国保国吉病院では、通院に困っている患者様やお見舞い、看
護等のご家族の通院手段として、２月１日（金）より概ね１年間、
病院直通バスの試行運行を行います。その間に皆さまの意見・
感想等をお伺いし、より良い通院手段となるよう参考とさせてい
ただきますので、多くの方々のご利用をお願いします。 
 
＜国保国吉病院直通バスの概要＞ 
【運行開始日】２月１日（金） 
【乗降指定場所及び時刻表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【運行時間】毎週月曜日から金曜日（祝日は運休） 

往路１便（病院着 ７：５４） 
復路２便（病院発 １１：３０、１３：３０） 
※直通バスの詳しい経路等は、国吉病院より１月発行予定の

「新病院建設だより第２号」に折り込みする「国保国吉病院
直通バス運行経路図」でご確認下さい。 

【費用】無料 
【ご利用方法】ご利用希望の方は、運行経路上にある乗降指定

場所で乗降できます。また、運行経路上で交通の妨げとなら
ない場所であれば自由に乗降車できますので、手を挙げて運
転手にお知らせください。 

【問い合わせ】 
 ○車内での忘れ物等について 
  （株）ダイエー交通 TEL８２－３２１９ 
 ○病院直通バス全般について（ご意見及びご要望など） 
   国保国吉病院総務課  

ＴＥＬ８６－２３１１ ＦＡＸ８６－４８７７ 
（ＵＲＬ）http://www.kuniyoshi-hp.jp 

  
募 集   
県県立立市市原原高高等等技技術術専専門門校校  

４４月月入入校校生生募募集集    
【募集科目】金属技術科、塗装科（各１年コース） 
【訓練時間】平日８：５０～１６：４０ 
【応募要件】学歴は問いません 
【募集人数】金属技術科３０名、塗装科２０名 
【費用】授業料等無料、テキスト・作業服等各自負担 
【応募書類】入校願書（指定様式） 
【応募先】雇用保険受給者と４５歳以上は公共職業安定所、その

他は同校まで 
【応募期間】１月３０日（水）まで 
【試験日】２月１３日（水） 
【選考方法】職業適性検査、面接 
【問い合わせ】県立市原高等技術専門校 

TEL０４３６－２２－０４０３   
 

平平成成２２００年年度度灯灯油油及及びびププロロパパンンガガスス  
消消費費実実態態調調査査モモニニタターー募募集集    

（財）日本エネルギー経済研究所石油情報センターでは、「灯油
及びプロパンガス消費実態調査」のモニターを募集しています。こ
の調査は総務省承認統計調査で、家庭で使用する灯油とプロ
パンガスの適正な流通と安定供給を確保するための行政施策
に役立てることを目的としています。   
【募集数】１０，０００世帯 
【応募期間】２月１５日（金）まで 
【応募要件】灯油またはプロパンガス利用世帯 
【調査内容】○灯油またはプロパンガスの月別の使用量と金額 
        ○利用環境（家族人数等）など基礎事項 
【調査期間】平成２０年４月～平成２１年３月 
        （回答は６ヶ月毎の２回） 
【応募方法】 

１．ホームページから応募 （http://oil-info.ieej.or.jp） 
２．「灯プロモニター希望」と記入のうえ、①住所、②氏名、

③電話番号、④使用している燃料（灯油、プロパン、灯
油・プロパン両方）を記入して FAX（０３－３５３４－７４２２）
で応募 

【問い合わせ】（財）日本エネルギー経済研究所石油情報センター 
         TEL０３－３５３４－７４１１ 

 
募 集   
電電気気通通信信ササーービビススモモニニタターー募募集集  

 
総務省では、電気通信サービスのご意見、ご要望を行政に反

映させるために、モニターを募集します。 
【応募要件】電話、インターネット等の電気通信サービスに関心

のある満２０歳以上の方で、総務省及び電気通信事業者に勤
務経験のある方並びにその家族を除きます。 

【活動内容】①アンケート調査（年２回） 
②会議への出席（年１回） 

【委嘱期間】４月１日（火）から１年間 
【募集人数】１５０名 
【応募方法】はがき、封書、FAX または電子メールの表題に「モ

ニター希望」と記入のうえ、①郵便番号、②住所、③電話番
号、④氏名、⑤フリガナ、⑥性別、⑦年齢、⑧職業、⑨応募の
動機、⑩メールアドレス（任意）を記入して応募ください。 

【応募期間】１月２１日（月）～２月２５日（月） 
（はがき・封書は当日消印有効、FAX・電子メールは
当日送信有効） 

【応募先・問い合わせ】東京都千代田区九段南１－２－１ 
関東総合通信局 電気通信事業課 
TEL０３－６２３８－１６７６ FAX０３－６２３８－１６９８ 
メール monitor-kanto@rbt.soumu.go.jp 

 

放放送送大大学学４４月月入入校校生生募募集集  
 

放送大学は、テレビなどの放送により授業を行う通信制の大
学です。働きながら学びたい、生涯学習に興味があるなど、
様々な目的で幅広い世代の方が学んでいます。 
【募集科目】 
○教養学部 

科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修） 
選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修） 
全科履修生（４年以上在学し、学士の学位の習得を目指す） 

○大学院 
修士科目生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修） 
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修） 

【応募期間】２月２９日（金）まで 
【問い合わせ】放送大学千葉学習センター 

TEL０４３６－２２－０４０３   
（URL）http://www.u-air.ac.jp 

国保国吉病院行き 大原台公園前行き
往路 乗降指定場所 地区 １便 復路
出発 大原台公園前 7:00 終点 12:24 14:24

1 高山田消防庫前 高山田 7:04 13 12:20 14:20
2 新町お休み場 新町 7:09 12 12:15 14:15
3 岩和田漁港入り口 岩和田 7:12 11 12:12 14:12
4 丸福豆腐店前 浜・須賀 7:16 10 12:08 14:08
5 御宿台ふれあい広場 御宿台 7:18 9 12:06 14:06
6 実谷消防庫前 実谷 7:23 8 12:01 14:01
7 新久井青年館前 上布施 7:25 7 11:59 13:59
8 下布施交差点 町台 7:32 6 11:52 13:52
9 長志上区公会堂 長志上 7:35 5 11:49 13:49

10 宮ノ下Ｔ字路 山田六区 7:41 4 11:43 13:43
11 山田五区民センター前 山田五区 7:44 3 11:40 13:40
12 山田新町 山田一区 7:47 2 11:37 13:37
13 新田野駅前 新田野 7:50 1 11:34 13:34

終点 国保国吉病院 7:54 出発 11:30 13:30

２便
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市


