募

集

お知らせ

町職員を募集します

税制改正のお知らせ

【採用予定】

○省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
既存住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合、対象住宅
職種
採用予定数
受 験 資 格
発行日 平成２０年７月２５日 ＮＯ．５０９
に係る固定資産税が減額されます。
昭 和 ５５年 ４月 ２日 以 降に生まれた方
保健師
２名
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
で、資格を有する方又は平成２１年春季
【要件】平成２０年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に省エネ
保育士
若干名
までに資格取得見込みの方。
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅であること。
（１）平成２０年１月１日以前に建築された住宅（賃貸住宅を
【応募期間】８月４日（月）〜８月１５日（金）
お知らせ
除く）であること。
※郵送可 ８月１５日消印有効
（２）
次の工事のうち、窓の改修工事（外気等と接するものの工事
【応募方法】所定の申込書に必要事項を記入のうえ、役場４階
に限る）
を含む工事で、工事費が３０万円以上であること。
総務課まで提出してください。
・窓の改修工事（必須）
・床の断熱改修工事
※申込書は総務課で配布しています。郵送を希望する方は、
・
天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
１２０円切手を貼った返信用封筒を同封し、『採用試験申込書 ○花火大会の開催日程
（３）工事箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
希望』と明記して総務課まで送付してください。
【日時】８月７日（木） ※荒天時は８日に順延
【
減額割合と
適用範囲】
【１次試験】９月２１日（日） 役場２Ｆ中会議室
２０：００〜２１：００（予定）
工事が完了した翌年度分の固定資産税に限り、改修した
（受付時間９：００〜９：３０ 試験開始１０：００）
【場所】中央海岸
住宅のうち床面積１
２０㎡分までの固定資産税の税額が３分
【採用予定時期】原則として平成２１年４月１日採用となります。
の１減額されます。ただし、新築住宅に対する減額措置または
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
※花火大会開催につき、以下の区域を交通規制（太線部車両
耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅につい
ては重複して適用されません。
通行止め）しますので、ご協力ください。
【
手続きの方法】
期間 ８月７日（木） １７：００〜２２：００
改修工事後３か月以内に、工事明細書、基準に適合する
【応募要件】心身ともに健康でやる気のある方
ことの証明書、工事写真などの関係書類を添えて税務住民課
【応募期間】８月８日（金）まで
※郵送可 ８月８日必着
税務班まで提出して下さい。
【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
○上場株式等の配当・譲渡所得の税率改正
総務課まで提出してください。
上場株式等の配当・譲渡所得等に適用されていた軽減税率
【試験内容】面接
１０％（住民税３％、所得税７％）が、平成２０年１２月３１日で廃止
※試験の日時及び場所については別途通知
となり、本則税率２０％（住民税５％、所得税１５％）となります。
御宿橋
赤樽橋
多目的広場
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
しかし、円滑に新制度へ移行するための特例措置として、以下
月
の場合、軽減税率１０％が引き続き適用となります。
お知らせ
【特例措置】
月の沙漠通り
堺川
中央海水浴場
メキシコ公園
適用範囲
岩和田海水浴場
（1）配当所得
浜海水浴場
○アクアビクス ３日、１０日、１７日、２４日、３１日
・１００万円以下の部分（申告分離課税を選択した場合）
（毎週日曜日 １４：３０〜１５：３０）
・源泉徴収税率による場合
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入
（
2）
譲渡所得
されている方は必要ありません。
・５００万円以下の部分
【問い合わせ】
B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率による場合
安全確保のため、月の沙漠記念館前広場では観覧
期間 平成２１年１月１日〜２２年１２月３１日
できませんが、中 央駐車場を町民の観覧場所として開放
します。（先着１５０名程度）
○上場株式等の譲渡損失と配当所得の間の損益通算の特例
【開催日】 １日（金）（一般・行政・障害者相談）
また、当日は車両混雑が予想されることから、お車
平成２１年分所得から、上場株式等の譲渡所得金額の計算上、
２２日（金）（一般・人権相談）
でのご来場は控えていただくよう、ご協力をお願い
損失がある場合またはその年の前３年内の各年に生じた譲渡
【場所等】地域福祉センター ９：００〜１２：００
します。
損失の金額がある場合は、これらの損失金額を上場株式等の
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５
配当所得金額から控除できるようになります。
【問い合わせ】おんじゅく花火大会実行委員会 TEL６８−２４１４
【問い合わせ】
税務住民課税務班 TEL６８−６６９２

「おんじゅく花火大会」開催に伴い
交通規制を実施します

月の沙漠記念館長を募集します

町 営
ウォーター
パーク

８月のＢ＆Ｇ健康運動教室

８月の心配ごと相談

お知らせ

御宿ウォーターパーク割引券のご案内

お知らせ

多重債務者等への相談業務が
始まります

町の宿泊施設を利用された方や商店振興会加盟店でお買い物
をされた方へ入場割引券を配付しています。
県では、多重債務でお困りの方を対象に、いつでも必要な
詳しくは各店舗や以下までお問い合わせ下さい。
相談に応じることができる２４時間・３６５日体制での相談業務を
【問い合わせ】
御宿ウォーターパーク TEL６８−３９２３
８月１日から開始します。
【業務内容】２４時間・３６５日体制で、多重債務者等が抱える問題
や悩みについて相談に応じます。また、相談内容に応じて、
法律専門家又は多重債務者等の生活支援もしくは精神的ケア
を行なうことのできる専門機関を紹介します。
国 は、６月 １２日 に後期高齢者医療制度の保険料の軽減 【相談方法】
改善策等を決定しました。
①電話相談
軽減改善策には、①所得の低い方の保険料の引き下げや
２４時間・３６５日相談に応じます。
②年金からの引き落としだけでなく口座振替も可能にする（手続き
TEL０４３−２４７−０４４１
は必要となります）
といった、高齢者の方々の負担を減らす内容
②面接相談（要予約）
が示されています。
予約は２４時間・３６５日受け付けます。
千葉県後期高齢者医療広域連合が実施する具体的な軽減内容
相談日時：土・日・祝日（毎月８回） ９：００〜１７：００
については、８月の広域連合の臨時議会に議案を上程する予定
相談場所：千葉県労働者福祉センター内
です。この議案が可決された場合は、該当する方々に対し、８月
（千葉市中央区千葉港４−４）
中旬に保険料の変更決定通知書を送付いたします。
【問い合わせ】県県民生活課 TEL０４３−２２３−２２９２

後期高齢者医療制度の
新たな保険料軽減措置について

○国の保険料軽減改善策等（平成２０年度分）
改善策①所得の低い方への配慮として、保険料を引き下げます。
○平成２０年度の均等割額が７割軽減されている世帯の方
⇒ 一律８．５割軽減とします。
○賦課の基となる所得金額が５８万円以下の方
⇒ 所得割額を一律５割軽減とします。
※改善策①については、あらためて手続きをしていただく必要は
ありません。

危険物取扱者保安講習会

平成２０年度危険物取扱者の保安講習会が１０月１０日（金）に
長生村文化会館で行われます。
危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取 り扱いに従事
されている方は、３年に１度この講習を受けなければなりません。
受講しない場合は、消防法違反になり免状の返納を命ぜられる
場合がありますのでご注意ください。
改善策② 年金からの引き落としだけでなく、手続きにより、口座 【受付期間】８月２５日（月）〜８月２９日（金）
【講習手数料】４，７００円（県収入証紙で納入）
振替も可能になります。
夷隅広域消防本部 TEL８２−４５４５
○国民健康保険の保険料を正しく納付していた方が対象です。 【問い合わせ】
○年金収入が１８０万円未満で、配偶者や世帯主であるお子さ
んがいる方が対象です。
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

募

集

県立長生高等技術専門校
１０月入校生募集
【科目】左官技術科
訓練期間６ヶ月、定員１０名
住宅設備機器科 訓練期間６ヶ月、定員１５名
※授業料無料
【応募期間】８月１日（金）〜８月２６日（火）
【試験日】９月５日（
金）
【試験内容】面接及び適性検査
【応募方法】
学校指定の入校願書に必要事項を記入のうえ、県立長生
高等技術専門校まで提出してください。（雇用保険受給
資格者は職業安定所相談窓口でご相談ください。）
【応募先・
問い合わせ】
〒２９９−４３３２ 長生郡長生村金田２８１１
県立長生高等技術専門校 TEL０４７５−３２−２１０２

放送大学１０月入学生募集
○教養学部 ①全科履修生（大学卒業を目指すコース）
②選科履修生（１年間在学するコース）
③科目履修生（１学期間「６ヶ月」在学するコース）
○大学院
④修士選科生（１年間在学し、学習･研究するコース）
⑤修士科目生（１学期間「６ヶ月」
在学し、学習･研究する
コース）
⑥修士全科生（２年間在学し、修士「
学術」
の学位を目指す
コース）（平成２１年４月入学）
※上記④⑤⑥とも現職教員の方等の専修免許取得に利用
できます。
【応募期間】①〜⑤ ８月３１日（日）まで
⑥ ８月２３日（土）〜９月１２日（
金）
【問い合わせ】
放送大学千葉学習センター教務係
TEL０４３−２９８−４３６７

「未来に残そう青い海」図画募集

海上保安庁では、将来を担う子どもたちに海洋環境保全の大切さを
認識していただくための図画を以下のとおり募集します。
【テーマ】海に関するもので海洋環境の保全を呼びかけるもの
【応募要件】小・中学生
【応募期間】９月８日（月）まで （当日必着）
【応募基準】
千葉県生涯大学校外房学園では、「地域社会との交流と ○作品は本人の作品で未発表のものに限り、標語等の文字は入れない
親睦」「地域社会へのメッセージ」をコンセプトに以下のとおり こととします。
○図案のサイズは、画用紙四つ切り（３８０mm×５４０mm）から八つ
電気を正しく安全にお使いいただけるよう「５つのポイント」を 作品展示会を開催いたします。
切り（２７０mm×３８０mm）とします。
【日時】８月２２日（金）〜８月２４日（日） １０：００〜１６：００
お知らせします。
○作品の著作権等に関する一切の権利は、主催者に帰属します。
【場所】千葉県生涯大学校外房学園本校舎（茂原市本小轡３１９−１） ○応募作品を使用した広報、ポスター及び印刷物等への使用並びに
①漏電遮断器を取り付けて電気事故を防ぎましょう。
【展示内容】１・２年生各科企画作品、体験コーナー
作品展示の際には、作者の学校名、学年、氏名を併記します。
②アース線はしっかり取り付けましょう。
【
応募方法】
図案裏面に氏名・
年齢・
性別・連絡先・住所・学校名・学年・
１
・
２
年生クラブ活動作品、各種イベント
③タコ足配線はやめましょう。
ク
ラ
ス
・
返却希望の有無を明記して、
勝浦海上保安署まで
教授・講師作品、ＯＢクラブ活動作品 ほか
④プラグはときどき点検しましょう。
提出してく
ださい。（
郵送可）
【問い合わせ】
千葉県生涯大学校外房学園
⑤取扱説明書にそった使い方をしましょう。
【応募先・
問い合わせ】〒２９９−５２３３ 勝浦市浜勝浦４９９
TEL０４７５−２３−８２２８
【問い合わせ】
（
財）関東電気保安協会 TEL０４７５−２３−８０２１
勝浦海上保安署 TEL７３−３９９９

千葉県生涯大学校外房学園
作品展示会開催

８月は電気使用安全月間です

