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【対象】：御宿町に住所を有し、次に該当する方 
（1）４０～７４歳の国民健康保険加入者 

（昭和１０年４月２日から昭和４６年３月３１日までに生まれた方） 
（2）後期高齢者医療保険加入者 
（3）４０歳以上の生活保護受給者等 

（昭和４６年３月３１日までに生まれた方） 
 ※医療機関で健診を受けている方及び治療中の方も対象となります。 
【検査内容】①身体計測（身長・体重・BMI・腹囲） ②問診確認 

③尿検査 ④血圧測定 ⑤医師診察 ⑥血液検査 
※食事は朝食を軽めにとり、昼食は食べずにお越しください。 
※実施基準により医師が必要と認めた方には、貧血・心電図・眼底検査

を実施します。 
【持ち物】①受診票 ②尿検査検体 ③健診費用５００円 

※生活保護受給者及び７５歳以上の後期高齢者医療保険加入者は無料です。 
◎受診票は、対象（１）の方全員と、（２）（３）のうち前年度受診者及び申し

込みのあった方に送付しています。それ以外で受診を希望する方は、
保健福祉課にお申し込みください。 

◎以下に該当し検査を希望する方は、肝炎ウイルス検査も実施します。 
①４０歳の方 ②４１歳以上７８歳以下で今までに検査を受けていない方。  

～送迎車を運行しますのでご利用ください～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※帰りの車は１４：３０から随時運行します 
【申込・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

       
肝炎ウイルスの感染を早期に発見するため、「肝炎ウイルス検診」を

実施します。 
今年度、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入者は、

特定健康診査とあわせて実施しますが、それ以外の方で検診を希望
する方は、事前に保健福祉課にお申込みください。 
【対象】昭和７年１月１日から昭和４６年３月３１日までに生まれた方で、

過去に肝炎ウイルス検査を受けていない方。 
【日程】５月１７日（月）～２２日（土） 受付時間：１３:００～１４:３０ 
【場所】保健センター 
【検査方法】血液検査 

※肝炎ウイルス（B 型・C 型）が存在するかどうかを調べます。 
【検診費用】無料 
【申込・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 
 
 身体に障害のある方、または精神障害のある方（身体障害者手帳、
戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方）のために
使用する軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、
軽自動車税の減免制度があります。 
 減免を申請する場合は、５月２４日（月）までに以下の書類を税務住
民課へ提出してください。 
 なお、身体障害者等１人につき１台に限られます。また、手続きに
印鑑が必要となりますので当日ご持参ください。 
【提出書類】平成２２年度 軽自動車税納税通知書 （５月１４日発送予定） 

本人若しくは本人の代わりに運転する方の運転免許証 
身体障害者手帳等、減免申請書 

※減免申請書は、町ホームページからダウンロードできます。 
URL：http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 
ページ中央の ■申請書 Download よりご利用ください。 

【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９２ 
 
 
 ５月の心配ごと相談所は下記の通りです。 
 
 
 
 
相談時間は午前９時から１２時までです。 
【問い合わせ】社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

 
 
 
さまざまな立場の方のご意見を町政に反映させることを目的に、

町長が地域を訪問し「町民懇親会」を開催します。 
 皆様の自由な意見をお聞かせください。どなたでも参加できます。 
【主なテーマ】①平成２２年度御宿町一般会計予算概要について 

②旧岩和田小学校の活用について 
③桜の植栽計画について 

 
 
 
 

【問い合わせ】総務課 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 
 
 
平成22 年４月から実施している役場庁舎のサンデーオープンは、 

５月１６日です（毎月第３日曜日９：００～１２：００） 
【取り扱い業務】 

住民票・戸籍抄謄本・印鑑証明書の交付や印鑑登録等 
※業務の詳細については事前にご確認ください。 
【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９５ 
 
 
毎週金曜日の午後２時から健康運動教室を実施しています。 
教室は１時間程度、日程は次の通りです。 

・かんたんエアロビクス  ５月７日（金）・２１日（金） 
・ステップエアロビクス   ５月１４日（金）・２８日（金） 
※保険については各自加入をお願いします。 

すでに入られている方は加入の必要はありません。 
【問い合わせ】B＆G 海洋センター TEL６８－４１４３ 
 

訂訂正正 
平成２２年４月１０日発行お知らせ版掲載記事に誤りがありま

したので、次の通り訂正しお詫びします。  
 誤）国民健康保険税（普通徴収）第 6 期 １２月７日  
 正）国民健康保険税（普通徴収）第 6 期 １２月２７日  
正しい町税納付期限は以下の通りです 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９２ 

特特定定健健康康診診査査のの実実施施  

肝肝炎炎ウウイイルルスス検検診診 

住住民民懇懇談談会会のの開開催催  

５５月月ののササンンデデーーオオーーププンン  

５５月月のの BB&&GG 健健康康運運動動教教室室のの日日程程 

前前号号ででおお知知ららせせししたた町町税税のの納納付付期期限限のの訂訂正正 

第１期 第２期 第３期 第４期

固定資産税 4月30日 8月2日 9月30日 12月27日
町県民税 6月30日 8月31日 11月1日 1月31日

軽自動車税 5月31日

第１期 第２期 第３期 第４期

8月2日 8月31日 9月30日 11月1日
第５期 第６期 第７期 第８期

11月30日 12月7日 1月31日 2月28日

国民健康
　　保険税
（普通徴収） 第６期 

12 月 27 日 

軽軽自自動動車車税税のの「「減減免免制制度度」」  

心心配配ごごとと相相談談所所のの開開設設  

会場
5月14日（金） 19:00～ 岩和田青年館

10:00～ 公民館大会議室
13:30～ 上布施消防団詰所

5月16日（日）

日時（各日とも1時間半程度）

開催日 場所 相談内容

5月6日（木） 一般相談・行政相談
障害者相談

5月21日（金） 一般相談・人権相談
地域福祉センター



  
募集 
 

 ６月４日から１０日までは“歯の衛生週間”です。夷隅郡市と歯科医師
会では、毎年『高齢者のよい歯のコンクール』を開催しています。つき
ましては、御宿町の代表を決める一次審査を以下のとおり実施します
ので、歯に自信のある方は、ぜひご参加ください。 
【対 象 者】８０歳以上（昭和５年３月３１日までに生まれた方）で自分

の歯が２０本以上ある方（かぶせた歯・さし歯も可）。 
【応募締切】５月１８日（火） 
【審査日時】５月２５日（火） １４:００ 
【会    場】保健センター 健康診査室 
【実施内容】問診・歯科健診 
【応募先・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
※ 一次審査で町代表に選ばれた方には、６月の夷隅郡市の大会に

出場していただく予定ですので、ご了承ください。 
 
  
 夷隅農林振興センターでは、５月に開講予定の「いすみ農業実践
塾」の受講生を募集します。 
 ２年制で、農業を始めるために必要な基礎的知識・技術の修得を月
一回程度で行います。1 年目の基礎研修を終了された方は、２年目に
より実践的な専門研修を受講することができます。 
【対象者】原則として農地を所有し、夷隅地域に定住する定年退職者

や３６歳以上で、農産物の販売を目的にして新たに農業を始
めようとする方。 

【受講料】料金は無料（実習・視察に係わる経費等は実費負担） 
【応募締切】５月１２日（水） 
【受付・問い合わせ】夷隅農林振興センター地域振興部改良普及課 

住所：大多喜町猿稲１４ 
TEL：８２－２２１３ 

 
  

特定保健指導などを受けた方達を対象に、リバウンド防止や生活習
慣の予防・改善を図ることを目的とした『ヘルシーサークル』 を実施し
ます。是非ご参加ください。 
【対象者】平成２０、２１年度に各医療保険者で実施した「特定保健指

導」 に参加された方。 
平成１８、１９年度「ヘルシー減量教室」 参加された方。 

※治療を受けられている方は、主治医と相談の上、ご参加ください。 
【日 程】平成２２年 ５月２８日(金)、７月２３日（金）、９月３日（金）、  

１０月１日（金）、１１月１２日（金） 
平成２３年  １月１４日(金)、３月１８日（金）  

【場 所】町保健センター、B＆G 海洋センター 
【内 容】血圧測定・体重測定・運動実習・調理実習等 
【費 用】１回５００円 

※実習等で別途費用をいただく場合があります。 
【応募締切】５月２１日（金） 
【申込先・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

   
お知らせ 
 

高高齢齢者者ののよよいい歯歯ののココンンククーールル参参加加者者募募集集  

 

いいすすみみ農農業業実実践践塾塾受受講講生生募募集集  

ヘヘルルシシーーササーーククルル参参加加者者募募集集  

＝

【問い合わせ】
御宿町保健福祉課

福祉介護班

TEL　６８－６７１６

年金収入額の合計が80万円以下の方 23年度

21年度

22年度

21年度

22年度

23年度

保険料（年額）

57,900円
58,600円

59,400円

22年度

23年度 39,600円

48,200円

48,800円

49,500円

22年度

21年度

第６段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所
得が200万円以上の方

基準額×1.50

21年度

22年度

23年度

第５段階 基準額×1.25

21年度

基準額×0.5
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、
世帯全員が市町村民税非課税の方

前年の合計所得金額と前年の課税

第1段階

第２段階
世帯全員が市町村民税非課税の方で、

38,600円

39,100円

世帯全員が市町村民税非課税の方で、
第2段階に該当しない方

19,300円
19,500円
19,800円

19,300円
19,500円
19,800円

基準額×0.5

28,900円

29,300円

29,700円

21年度

22年度

23年度

本人が市町村民税課税で、前年の合計所
得が200万円未満の方

23年度

所得段階 対象となる方 保険料の調整率

第４段階 基準額×1.0

第３段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されて
いるが、本人は市町村民税非課税の方

基準額×0.75

基準額の算出方法

必要な介護サービス
の総費用

２０％
（６５歳以上の方の負担分）

御宿町在住の６５歳
以上の方の人数

御宿町の保険料　　基準額　３９，６００円　(年額）
この基準額をもとに、所得に応じて6段階に分かれます。

平成21年度～23年
度の本来の基準額

みなさんの負担分

2３年度

平成21年度～23年度
介 護 保 険 料

上昇分の半分を
国が負担しま
す。

上昇分の全額を国が
負担します。

国の負担分

21年度 2２年度 2３年度

　平成21年度から介護従事者の処遇を改善するために、介護
報酬が改正されました。平成22年度はこれに伴う増額分の半
額を国が負担することになります。

　昨年に引き続き、介護保険料がかわります。
　６５歳以上の方の保険料は、御宿町で必要な介護保険にかかる総費用か
ら算出した｢基準額」をもとに、その方の所得に応じて決まります。
　なお、基準額を算定するにあたっては、1回あたりのサービス量等を求め
21年度からのサービス費用を算定しています。

　介護保険料は、市町村ごとの介護保険サービスにかかる
総費用によって決まります。介護保険サービスの種類を多
くしたり、介護サービスの利用が増加すると費用額が上が
るため、保険料も増えることになります。

× ÷


