募

お知らせ

御宿児童合唱団第１６期生募集

２月のＢ＆Ｇ健康運動教室
○かんたんエアロビクス ５日（
金）、２６日（
金）
○ステップエアロビクス １９日（金）
発行日 平成２２年１月２５日 ＮＯ．５４５
（各回１４：００から１時間程度です）
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
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

２月の心配ごと相談
【期日】 ２日（火）［
一般・行政・障害者相談］
２２日（月）［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
きつおん

吃音（どもり）を考えるつどい
【主催】特定非営利活動法人 千葉言友会
【期日】２月７日（日） １３：３０〜１７：００
【場所】千葉市中央コミュニティセンター
【対象】吃音者（
言葉がどもる方）、吃音児をもつ保護者、吃音問題
に関心のある方
【内容】
○講演「
吃音のある暮らしを考える -幼児期、学齢期を中心に-」
講師：青山新吾氏（岡山県教育庁指導主事）
○吃音の体験発表
○吃音問題解決に向けての話し合い
【定員】８０名（先着のため申込不要） ※参加費無料
【問い合わせ】千葉言友会事務局
TEL０９０−２４１７−５１０４ FAX０４７−３４５−６６４４
メール a.karibe@nifty.ne.jp

労災職業病なんでも相談会について
千葉労災職業病対策連絡会では、以下の日程で労災職業病
なんでも相談会を開催します。
【期日】①２月２７日（土） １３：００〜１６：００
千葉市中央コミュニティセンター
②３月２７日（土） １３：００〜１６：００
船橋市勤労市民センター
【相談員】弁護士、社会保険労務士、ソーシャルワーカー 他
【費用】無料（申込不要・当日受付）
【問い合わせ】
千葉中央法律事務所 TEL０４３−２２５−４５６７

集

新型インフルエンザ予防接種について
新型インフルエンザ予防接種について、小中高生や６５歳以上
の高齢者、１歳未満児の保護者等の優先接種対象者のほか、
希望する全ての方への接種が可能となりました。ご希望の方は、
かかりつけ医または医療機関にお問い合わせください。
【料金】３，６００円
（優先接種対象者及び１歳未満児については、助成制度
により、御宿町、勝浦市、いすみ市、大多喜町の医療
機関で接種した場合２，６００円）
※新型インフルエンザ情報については、町ホームページをご覧
ください。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

県生涯大学校外房学園

平成２１年度研究体験・芸能大会
【期日】２月１０日（水） ９：００〜１５：３０
開会式９：００〜９：３０ 研究体験発表９：３０〜１１：４０
芸能大会１２：３０〜１５：３０
【場所】長生村文化会館（JR 八積駅から徒歩５分）
【入場】無料（随時入場可能です）
【
問い合わせ】
県生涯大学校外房学園 TEL０４７５−２５−８２２８
募

毎週土曜日の午後に活動している児童合唱団の新入団員
を募集します。
【応募要件】今年小学校へ入学予定の新１年生
【応募期間】２月２０日（土）まで
【面接期日】２月２７日（土）
【面接場所】町公民館クラブ室
【申し込み・問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
ろう

県立館山聾学校

幼稚部入学者募集
【募集人員】３歳児・４歳児・５歳児それぞれ若干名
【応募要件】
○平成１６年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた
幼児
○聴覚、言語、発達などに障害のある幼児
【提出書類】
○入学願書（所定の様式）
○障害を有することがわかるもの
【応募期間】２月１日（月）〜２月１９日（金） ９：００〜１６：００
（土・日・祝日は除く）
【入校相談】２月１９日（金）まで随時
【入校選考】２月２５日（木）
※入学許可候補者の保護者へ３月４日（木）に通知します。
【
申し込み・
問い合わせ】
県立館山聾学校 TEL０４７０−２７−２４９０

県立障害者高等技術専門校

平成２２年度訓練生募集
【募集コース】

集

いすみ医療センター職員募集
国保国吉病院組合では、４月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】薬剤師 １名
【採用試験】３月上旬予定（詳細は応募者本人に通知）
【応募期間】２月２６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、いすみ
医療センターまでお問い合わせください。
【問い合わせ】いすみ医療センター TEL８６−２３１１
ホームページ http://www.kuniyoshi-hp.jp/

募集コース
DTP・Webデザインコース

期間
１年間

福祉住環境デザインコース

１年間

PCビジネスコース
短期実務コース

１年間
６ヶ月間

募集人員
２名
５名
１４名
５名

【応募期間】２月１０日（
水）
まで
【入校選考】２月２５日（木）、２６日（金）
【選考項目】学科試験、面接、適性検査、作業検査、健康観察
（短期実務コースは、学科試験を除き２５日（木）のみ）
【合格発表】３月５日（金）
【
問い合わせ】
県立障害者高等技術専門校 TEL０４３−２９１−７７４４

お知らせ

お知らせ

確定申告の受付について
以下のとおり「所得税確定申告」
の受付をしますので、ご利用ください。
受付内容
役場職員
による
申告受付

日時・場所

持参するもの

【日時】 ２月１６日（火）〜
・印鑑、源泉徴収票など収入のわかるもの
３月１５日（月）・昨年の申告書の控
・生命保険、地震保険料等の支払証明書など
（土・日曜日を除く）
・国民年金保険料支払証明書
９：００〜１２：００
（国民年金保険料の証明がないと控除できない
１３：００〜１６：００
場合があります。）
【場所】 保健センター２階
・その他申告に必要なもの
※還付の場合、本人の口座番号が必要です。
（小会議室）

※土地建物（マイホーム等）や株式等の譲渡などにより、確定申告を行う方は、特例など
を受けられる場合がありますので、税務署に相談されますようお願いします。
※午前中の受付人数が多いときは、午後になる場合があります。
近隣で行う税務署の確定申告出張相談日
【日時】 2月22日 23日
2月24日 25日

→
→

９：３０〜１２：００
１３：００〜１６：００

いすみ市役所 TEL６２−１１１１
勝浦市役所
TEL７３−１２１１
持参するものは上記と同じです。詳細については、
各市役所へお問い合わせください。

※受付は１５時までです

【問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２

年金受給者の方へ

1 月末までに源泉徴収票が届きます
国民年金や厚生年金から老齢年金を受けている方に「
源泉徴収票」
が届きます。これは、平成２１年１月から１２月までに支払われた年金
の支払金額や源泉徴収税額等をお知らせするものです。確定申告を
するときに必要となりますので、大切に保管してください。
なお、年金の源泉徴収票から源泉徴収されていない場合でも所得税
がかかる方がいますので、必要な方は確定申告をお願いします。
※源泉徴収票に記載されている支払額は、１月から１２月までのものです。
４月から翌年３月までの「
年金額」とは違いますのでご注意ください。
【
問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に
対する軽減税率が延長されました

お知らせ

国民年金保険料を忘れずに

国民健康保険等の加入者の皆さまへ

平成２１年中に納めたご本人やご家族の保険料は、確定申告のとき
国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入されて
に社会保険料控除の対象となります。また、平成２１年中に納めた いる方は、適正な保険料の算定のため、所得の申告が必要となります。
前納保険料、追納保険料なども控除の対象となりますので、控除証明書
平成２１年中に所得が無かった場合でも軽減等の判定に必要となり
ますので、必ず確定申告または町県民税の申告をしてください。
を添付し、申告をしてください。
なお、平成２１年中に所得がなかった場合でも国民年金保険料免除等 【問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２
の申請時の判定に必要となりますので、必ず確定申告もしくは町県民税
の申告をしてください。
住宅借入金等特別控除の改正について
【
問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２
平成２１年１月１日から平成２５年１２月３１日の間に居住用家屋の新築
や既存住宅の取得または増改築等をした場合の住宅借入金等の
介護保険料は社会保険料です
年末残高の限度額及び控除率等が以下のとおり改正されました。
平成２１年中に納めた「
介護保険料」
は、全額社会保険料控除の対象
借入金等年末
最大控除
居住年 控除期間
控除率
となります。忘れずに申告してください。
残高限度額
可能額
※介護保険料（
口座振替の方等）
の納付証明書は、保健福祉課窓口
平成２１年 １０年間
５,０００万円
１．０％
５００万円
で発行します。
平成２２年 １０年間
５,０００万円
１．０％
５００万円
【
問い合わせ】
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６
平成２３年 １０年間
４,０００万円
１．０％
４００万円
平成２４年 １０年間
３,０００万円
１．０％
３００万円
平成２
５
年
１
０
年間
２
,０
０
０
万円
１
．
０
％
２
００万円
医療費控除に「
おむつ使用証明書」
を添付する方へ
◎個人住民税における住宅ローン控除について
おむつの代金を医療費控除の対象とするには、医師が記載した
対象者：所得税の住宅ローン控除の適用者（平成１１年から
「
おむつ使用証明書」
（
保健福祉課窓口にあります）
が必要です。なお、
平成１８年及び平成２１年から平成２５年までの入居者）
以下の条件に該当する方は、要介護認定資料の「主治医意見書」で
控除額：
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額に
代用することができます。
ついて、最高９７，５００円を限度に控除
条 件
※市町村に対する申告は不要となりました
①要介護認定を受けている方
【問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２
②前年の確定申告で医療費控除に「おむつ使用証明書」を添付
した方
③主治医意見書におむつ使用が認められるような記載がされて
町県民税の出張受付について
いる方
以下の日程で町県民税の出張申告受付を実施しますので、ご利用
【
問い合わせ】
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６
ください。なお、申告書は２月上旬に配布します。
（税務住民課窓口では、随時受付しています。）

介護保険サービスの医療費控除

介護サービスのうち、医療系介護サービスの利用料金は「医療費
控除」の対象となります。サービス事業所が発行する「居宅サービス
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率１０％ 利用料領収書」や「施設サービス利用料等領収書」があれば対象と
（所得税７％、住民税３％）について、平成２３年１２月３１日までとなり なる場合がありますので、担当のケアマネジャーまたは入所している
施設にご確認ください。
ました。
【
問い合わせ】
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６
【
問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２

損益通算の特例の創設等について

ご注意ください！医療費控除

平成２１年分以降の上場株式等に係る譲渡損失の金額と配当所得
（申告分離課税を選択したものに限ります。）の金額との損益通算及
び繰越控除（３年間）ができることとなりました。
※平成２０年以前に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、
平成２１年以降に繰り越されるものについても平成２１年以降の上場
株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
【
問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２

国民健康保険では、自己負担の一部を高額療養費として支給して
います。確定申告で医療費控除をする場合は、この高額療養費で支給
された金額を除いた医療費を申告することとなります。
なお、医療費控除には、領収書（原本）を添付しますので、高額
療養費支給の申請をする方は、領収書の写し（コピー）を保管して
おいてください。（
後期高齢者医療保険該当の方は、高額療養費支給
申請時に領収書の添付は必要ありません。）
【
問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

受付月日
２月２２日 月
２月２３日 火
２月２４日 水
２月２５日 木
２月２６日 金

受付時間
９：００〜１１：３０
１３：３０〜１６：００
９：００〜１１：３０
１３：３０〜１６：００
９：００〜１１：３０
１３：３０〜１６：００
９：００〜１１：３０
１３：３０〜１６：００
９：００〜１１：３０
１３：３０〜１６：００

地区

受付場所

須 賀
御宿台
高山田
浜
久 保
新 町
六軒町
岩和田
実谷・
七本
上布施

須 賀 区 民 館
御 宿 台 集 会 所
高 山 田 公 民 館
浜
青
年
館
久 保 区 民 館
新
町
会
館
六 軒 町 青 年 館
岩 和 田 青 年 館
実 谷 区 民 館
上布 施 消 防団 詰 所

※上記の場所では「所得税の確定申告」の受付はできません
【問い合わせ】
税務住民課 TEL６８−６６９２

茂原税務署よりお知らせ
茂原税務署では、確定申告期間中（
２月１６日（
火）
〜３月１５日（
月）
）
の休日（土、日）の業務は行なっていませんのでご注意ください。
【問い合わせ】
茂原税務署 TEL０４７５−２２−２１６６

