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お知らせ  
平成２１年４月１日施行 

個個人人住住民民税税ににおおけけるる寄寄附附金金控控除除のの  
改改正正ににつついいてて  

平成２０年度税制改正において、以下のとおり寄附金税制が
大幅に見直されました。 
【控除対象寄附金】 
１．地方公共団体への寄附金  
２．日本赤十字社、共同募金会への寄附金（県内に事務所を

有する支部等に寄附したものに限る。） 
３．所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金の

うち、次のいずれかに対する寄附金 
 ①県内に主たる事務所を有する法人（公益社団・財団法人、

独立行政法人、更生保護法人等） 
 ②県内に学校・専修学校・各種学校の学校施設を有する法人 
 ③県内で社会福祉事業を経営する法人 
４．所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託（千葉県知事

または千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を
行うものに限る）の信託財産とするための寄附金 

５．認定特定非営利活動法人（県内に主たる事務所を有するもの
に限る）に対する寄附金 

【税の控除について】 
１．控除対象となる税目 個人住民税所得割 
２．控除率 １０％（町民税６％、県民税４％） ただし、地方公共

団体への寄附金については、特例控除額を加算する。 
特例控除額   

[寄附金－５千円]×[９０％－０～４０％（所得税の税率）]  
ただし、個人住民税所得割額の１割を限度とする。  

３．控除対象限度額 総所得金額等の３０％以内 
４．適用下限額 ５,０００円 
５．適用年月日 平成２０年１月１日以降になされた寄附について

適用 
 
※寄附金控除を受けるためには、寄附先の法人又は地方公共

団体等が発行した領収書等を添付して税務署への確定申告
（または町県民税の申告）を行う必要があります。 

【問い合わせ】税務住民課税務班 TEL６８－６６９２ 
 

１１１１月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○ステップエアロビクス 

７日（金）、２１日（金） １４：００～１５：００ 
○かんたんエアロビクス 

１４日（金）、２８日（金） １４：００～１５：００ 
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入

されている方は必要ありません。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 

お知らせ  
１２月７日（日）執行予定 

御御宿宿町町長長選選挙挙及及びび御御宿宿町町議議会会議議員員補補欠欠選選挙挙  
立立候候補補予予定定者者説説明明会会   

御宿町長選挙及び御宿町議会議員補欠選挙の立候補予定者
説明会を開催しますのでお知らせします。 
【期日】１１月５日（水） ①御宿町長選挙 １３：３０から 

②御宿町議会議員補欠選挙 １５：００から 
【場所】役場２階大会議室 
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８－２５１１ 
 

平平成成２２１１年年度度保保育育所所入入所所申申込込受受付付  
平成２１年４月１日から新たに保育所への入所を希望される方

の申し込みを受け付けます。希望者は申込書に必要書類を添付
のうえお申し込みください。 

なお、今回の申し込みは書類の受付のみ実施し、入所児童
の面接などは後日行います。 

※すでに入所しており小学校就学時までの入所承諾を受けて
いる方は申し込みの必要はありません。 

※４月１日以降、出産・仕事復帰等の理由により、途中入所が
見込まれる方はご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
【入所資格】生後６か月以上の「日中家庭において保育する人」

のいない児童 
【必要書類】入所申込書 

（保健福祉課または各保育所に用意してありますが、
連絡をいただければ申込書を送付します。） 

保育に欠けることを証する書類 
（例：勤務証明書、母子手帳の写し、身体障害者
手帳の写し、医師の診断書の写しなど） 

【選考方法】基準に基づき、家庭保育の困難な児童から順に
定員の範囲内で決定します。 

【問い合わせ】保健福祉課福祉事業班 TEL６８－６７１７ 

 
お知らせ   

平平成成２２１１年年度度放放課課後後児児童童ククララブブ  
入入会会児児童童をを募募集集ししまますす  

共働き世帯などの児童が、放課後過ごす場として、御宿
児童館内で放課後児童クラブを実施しています。 

平成２１年４月から入会する児童を募集しますので、入会を
希望される方はお申し込みください。なお、今回の申し込みは
書類の受付のみ実施し、入会児童の面接などは後日行います。 
【申込期間】１１月１０日（月）～１４日（金） 

（現在入会中の児童も申し込みが必要です。） 
【入会資格】以下のどちらにも該当する方 

○町内に住所を有する小学校１～３年生（平成２１年４月１日現在） 
○保護者（同居の家族も含む）が仕事などで、放課後家庭に

いない児童 
【事業概要】授業終了後の生活の場として、指導員や他児童と

遊びなどを行う。 
【負担金】月額５，０００円（８月は７，０００円） 
【必要書類】入会申込書 

（保健福祉課に用意してありますが、連絡をいた
だければ申込書を送付します。） 

保護者の勤務等を証する書類 
【選考方法】基準に基づき、家庭保育の困難な児童から順に

定員（２５人）の範囲内で決定します。 
【申込・問い合わせ】保健福祉課福祉事業班 TEL６８－６７１７ 
 

休休日日ににおおけけるる年年金金相相談談・・手手続続ききににつついいてて 
社会保険事務所、年金相談センターでは休日の年金相談・

手続きを予約制で実施しています。 
【１１月の実施日】 

１日（土）、２日（日）、８日（土）、９日（日）、１５日（土）、１６日（日）、
２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日） 

【時間】９：３０～１６：００ 
【予約方法】実施日の前営業日までに予約をしてください。 
【予約専用電話】 
 千葉社会保険事務室   TEL０４３－２４２－６３２４ 
 千葉年金相談センター  TEL０４３－２４１－１１６５ 
 ※千葉社会保険事務所茂原分室では実施していません。 
 

狩狩猟猟がが始始ままりりまますす  
１１月１５日（土）から平成２１年２月１５日（日）まで狩猟が解禁

となります。 
狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。また、

ハイキングや農作業など野外で活動する場合は、自分の存在
を狩猟者に知らせるよう、目立つ衣服を着用したり、ラジオを携帯
するなど、事故防止の対策を行いましょう。 
【問い合わせ】千葉県自然保護課 TEL０４３－２２３－２９７２ 

受付日 場　所 時　間 対　象　者

保健福祉課 8：30～17：30

岩和田保育所
御宿保育所
岩和田保育所
御宿保育所

平成２１年４月から
新たに保育所入所
を希望する方

7：30～17：30

１１月１５日（土） 7：30～11：30

１１月１０日（月）
     ～１４日（金）



 
募 集 
 

平平成成２２００年年度度いいいい歯歯のの日日((１１１１//８８))  
川川柳柳ココンンククーールル作作品品募募集集 

歯の健康づくりへの関心を高め、積極的に取り組むことを目的
として、“歯・口腔・歯科医院など”をテーマにした川柳を募集
します。 
【主催】（社）夷隅郡市歯科医師会 
【応募要件】御宿町、大多喜町、いすみ市および勝浦市に

在住の方 
【応募方法】 
方法１．会員診療所に設置された応募用紙に記入し、応募箱へ

入れてください。 
方法２．はがきに以下の必要事項を記入し、郵送してください。 

①作品（はがき１枚につき１作品とする） 
②作品に関するコメント（解説等あれば記入のこと） 
③住所 ④氏名（フリガナ） ⑤年齢  ⑥電話番号 

   あて先：〒２９８－０００４ 
        千葉県いすみ市大原７６８０-４ 
        ちはら歯科医院内 夷隅郡市歯科医師会 

※複数の作品または複数の応募者（団体等）の一覧での応募
はご遠慮ください。 

【応募期間】１１月８日（土）まで  当日消印有効 
【表彰】入選作品には、賞状および記念品を贈呈します。 

※１人何点でも応募は可能ですが、未発表のものに限ります。 
   ※入選作品の著作権は、主催者に帰属します。 
   ※入選作品は、広報用としても活用します。 
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
  

国国保保国国吉吉病病院院  職職員員募募集集  
国保国吉病院組合では、平成２１年度採用の医療技術職員を

以下のとおり募集します。 
【募集人員】理学療法士または作業療法士 １名 
【試験日】平成２１年１月中旬予定（詳細は応募者本人に通知） 
【応募期間】１２月１２日（金）まで 
※詳しくはホームページの募集要項をご覧になるか、以下まで

お問い合わせください。 
【問い合わせ】国保国吉病院総務課 TEL８６－２３１１ 

（http://www.kuniyoshi-hp.jp） 
 
お知らせ 
 

１１１１月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【期日】 ４日（火）（一般・行政・障害者相談） 

２１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 

  
お知らせ 
 

平平成成２２００年年秋秋季季全全国国火火災災予予防防運運動動  
「火のしまつ 君がしなくて 誰がする」 
火災の多くは不注意から起こっています。「たき火」が風に

煽られ、周りに広がってしまう場合や、火のそばを離れたために
火災になってしまう場合などがあります。火の取り扱いには十分
注意しましょう。 
【実施期間】１１月９日（日）～１５日（土）  
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

－３つの習慣・４つの対策－ 
３つの習慣 
○寝たばこは、絶対にやめる。 
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
○ガスこん炉などのそばを離れるときは、必ず火を消す。  

４つの対策 
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置する。 
○寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎製品を

使用する。 
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制

をつくる。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 

家家電電リリササイイククルル法法対対象象４４品品目目のの  
引引渡渡しし場場所所のの変変更更ににつついいてて  

 １０月より、家電リサイクル法対象４品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
エアコン）のメーカー指定引渡し場所が変更となりました。個人
で直接運搬される場合は、ご注意ください。 
 
 
 
  
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 
         清掃センター TEL６８－４６１３ 
 

携携帯帯電電話話ののリリササイイククルルににつついいてて  
携帯電話、PHS 端末には、金、銀、銅などの希少金属が含まれて

おり、貴重な資源として再利用することができます。電気通信
事業者や製造会社では、「モバイル・リサイクル・ネットワーク」を
立ち上げ、自主回収の取り組みを行なっています。専売店にて
無償で回収していますので、家庭内に放置されている使用しなく
なった端末は、リサイクルしましょう。 
【問い合わせ】県環境生活部資源循環推進課 

TEL０４３－２２３－２７６０ 

 
お知らせ 
 
都市と農山漁村の交流 

夷夷隅隅地地域域ググリリーーンン・・ブブルルーーツツーーリリズズムム  
推推進進大大会会開開催催   

夷隅地域農林業振興協議会では、都市部の住民等との交流
を促進し、地域や農林水産業の活性化を図るため、推進大会を
開催します。 
【期日】１１月１６日（日） 
【場所】勝浦市民会館 
【内容】 

○写真展等 １１:００～１５:４０ 
○農水産物直売（完売次第終了） １１:００～１５:４０ 

【】○おこわ試食会（先着２５０名） １１：３０～１２：４５ 
【】○開会（ホール） １３：００～１５：２５ 

・郷土芸能 ①松野伝統神楽（松野囃子保存会） 
・郷土芸能 ②祭囃子（上本町鳳凰曾） 
・講演    「ふるさとを想う 楽しいトークショー」 

            タレント 渡辺正行氏 
【費用】無料 
【問い合わせ】夷隅地域農林業振興協議会事務局 

TEL８２－４９５６ 
 

世界人権宣言から６０年 

ちちばばハハーートトフフルル・・ヒヒュューーママンンフフェェススタタ22000088  
 

県では、県民の皆さんに人権について考え、理解を深めて
いただくため、「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ２００８」を
開催します。 
【期日】１２月２５日（木） １３：００～１６：００ （１２：００開場） 
【場所】千葉県文化会館（JR 外房線本千葉駅から徒歩１０分） 
【内容】○タレント 島田洋七氏による講演 
      元気・勇気・やる気「人生楽しくて当たり前」 
     ○ピアニスト 加納洋氏によるコンサート 
【定員】１，４００人（申込多数抽選） ※入場無料 
【申込方法】往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、

入場希望人数（１通についき２人まで）、託児サービス・
手話通訳・要約筆記希望の有無、返信用あて先を
書いて郵送 

【応募期間】１１月２８日（金）必着 
【申込先・問い合わせ】〒２６０－０８５５ 千葉県庁内郵便局留 

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ事務局 
TEL０４３－２２３－２３４８ 

変更前 変更後

製造会社別に
　○南総通運（株）　茂原市
　○上総通運（株）　いすみ市

製造会社を問わず
　○上総通運（株）
　　いすみ市深堀３６０－３
　　TEL　６２－１２５４


