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平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年度度度度度度度度後後後後後後後後期期期期期期期期高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者医医医医医医医医療療療療療療療療保保保保保保保保険険険険険険険険料料料料料料料料ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        

 平成２２年度の後期高齢者医療保険料について７月中旬に

決定通知書を送付いたしますので、ご確認のうえ納付ください。 

 なお、保険料を決める基準（均等割・所得割）は２年ごとに見

直され、原則として千葉県内で均一となります。 

【【【【保険料比較表保険料比較表保険料比較表保険料比較表】】】】    

平成２０・２１年度 平成２２・２３年度 比較
均等割額 ３７，４００円 ３７，４００円 据置
所得割額 7.12% 7.29% 0.17増     

【【【【保険料保険料保険料保険料のののの納納納納めめめめ方方方方】】】】    

 年額１８万円以上の年金を受給している方は原則として年金

から保険料が天引きされます（特別徴収）。 

 それ以外の方は納付書や口座振替などで、個別に町に納付

してください。（普通徴収） 

 また、〔後期高齢者医療保険料＋介護保険料〕が年金受給額

の１/２を超える方についても普通徴収となります。 

※特別徴収を口座振替（普通徴収）に変更できます。 

保険料を年金から天引きにより納めている方で、口座振替を

希望される方は、役場３階保健福祉課保健事業班窓口までご

相談ください。 

【【【【社会保険料控除社会保険料控除社会保険料控除社会保険料控除についてについてについてについて】 

 保険料は、所得税や住民税を計算するときに、社会保険料と

して控除することができます。 

【【【【保険料保険料保険料保険料のののの滞納滞納滞納滞納についてについてについてについて】】】】    

 災害などの特別な理由がなく、保険料を滞納した場合には、

次のような措置をとられることがあります。 

○短期保険者証の交付 

※短期保険者証とは、通常の保険証より有効期限が短い保険証です。 

○保険証返還、資格証明書の交付（滞納が 1 年以上続いた場合） 

※資格証明書で病院にかかるときは、医療費が全額負担になります。 

 制度についてご不明な点や、理由があり納付が困難な方はご

連絡ください。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７ 

リリリリリリリリササササササササイイイイイイイイククククククククルルルルルルルルスススススススステテテテテテテテーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        

美美美美美美美美化化化化化化化化スススススススステテテテテテテテーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンのののののののの利利利利利利利利用用用用用用用用方方方方方方方方法法法法法法法法ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        
【【【【リサイクルステーションリサイクルステーションリサイクルステーションリサイクルステーションについてについてについてについて】】】】    

○資源ごみの回収施設です。 

○環境カレンダーに記載された品目を水曜日に収集いたします。 

○収集品目は、下記の３通りです。 

◆アルミ缶、スチール缶、その他鉄類 

◆ビン類、ガラス類、その他瀬戸物等 

◆ペットボトル等のＰＥＴ類、白色発泡トレイ、その他プラスチック類 

○収集日前の１週間（木曜日から火曜日までに）持ち込みが可

能です。 

○収集回数は、概ね金属類・ビン類が月１回、プラスチック類が

月２回です。 

○ビン類は、軽くゆすいで洗って出してください。また、プラスチ

ックのふた等は、予め外して分別をお願いいたします。 

○油ビンは、洗剤等でよく洗浄してください。 

○リサイクルステーションの利用には、ごみ処理加入料金が必

要です。 
    

【【【【美化美化美化美化ステーションステーションステーションステーションについてについてについてについて】】】】    

○月曜日・木曜日は燃やせるごみが出せます。 

○水曜日は資源ごみが出せます。 

※資源ごみの品目は環境カレンダーで確認してください。 

○当日の午前８時３０分までに出してください。 

※夜間のごみ出しはご遠慮ください 

○ごみ処理加入料は、リサイクルステーションと同様です。 

※各ステーション等の利用や、清掃センターに持込をする場合

でも、一般世帯年間２，４００円（事業所は年間１２,０００円）の

ごみ処理加入料が必要です。未加入の方は加入をお願い

いたします。 

※収集する曜日は、祝日等により変更する場合がありますの

で、環境カレンダーで確認をお願いいたします。 

（環境カレンダーは町ホームページに掲載してあります） 

※リサイクルステーション・美化ステーションは利用者が協力して、

清掃・管理をお願いいたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 

８８８８８８８８月月月月月月月月１１１１１１１１日日日日日日日日かかかかかかかからららららららら父父父父父父父父子子子子子子子子家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭のののののののの方方方方方方方方ににににににににもももももももも        

児児児児児児児児童童童童童童童童扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養手手手手手手手手当当当当当当当当のののののののの支支支支支支支支給給給給給給給給がががががががが始始始始始始始始ままままままままりりりりりりりりまままままままますすすすすすすす        

 平成２２年７月３１日までは母子家庭のみが対象だった児童扶

養手当が、平成２２年８月１日から父子家庭の方にも支給される

ようになります。 

【【【【児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当とはとはとはとは】】】】    

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の

福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 

【【【【父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの支給要件支給要件支給要件支給要件】】】】    

 次のいずれかに該当する児童について、父がその児童を監

護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。 

◇父母が婚姻を解消した児童 

◇母が死亡した児童 

◇母が重度の障害の状態である児童 

◇母の生死が明らかでない児童 

◇その他 

（母が１年以上遺棄している、母が１年以上拘禁されているなど） 

【【【【手当月額手当月額手当月額手当月額についてについてについてについて】】】】    

 受給資格者の所得額や監護・養育する児童数により決まります。 

○児童１人の場合 

全部支給：41,720 円  一部支給：41,710 円～9,850 円 

○児童 2 人以上の加算額 

２人目：5,000 円  ３人目以降 1 人につき：3,000 円 

【【【【新規新規新規新規にににに受給受給受給受給するためにはするためにはするためにはするためには】】】】    

 役場への申請（認定請求）が必要です。 

 申請者の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくはお

問い合わせください。 
平成22年11月30日までに

申請した場合
平成22年11月30日すぎに

申請した場合
平成22年7月31日までに
　　　　　　支給要件に該当している方
　　　　 　（H22.8.1以前でも申請可能）

平成２２年８月分から
　　さかのぼって支給されます

申請の翌月分から
支給されます

平成22年8月1日～
           平成22年11月30日までに
           　　支給要件に該当した方

要件に該当した日の
　　翌月分から支給されます

申請の翌月分から
支給されます     

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６ 

平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年夏夏夏夏夏夏夏夏のののののののの交交交交交交交交通通通通通通通通安安安安安安安安全全全全全全全全運運運運運運運運動動動動動動動動実実実実実実実実施施施施施施施施        
 夏の交通安全運動が以下の日程で実施されます。交通ルール

の遵守と正しい交通マナーを実践し、交通安全に努めましょう。 

【【【【期間期間期間期間】】】】７月２０日（火）～７月３１日（土） 

【【【【スローガンスローガンスローガンスローガン】】】】～交差点 見る待つ止まる いつだって～ 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】総務課 TEL６８－２５１１ 
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「「「「「「「「フフフフフフフフレレレレレレレレッッッッッッッッツツツツツツツツ光光光光光光光光ネネネネネネネネククククククククスススススススストトトトトトトト」」」」」」」」がががががががが利利利利利利利利用用用用用用用用可可可可可可可可能能能能能能能能ににににににににななななななななりりりりりりりりまままままままますすすすすすすす        
町では、住民の皆様に快適な「光ブロードバンドサービス」を

ご利用いただくため、現在光ファイバー網（光通信回線）の環境

整備に着手しております。 

平成２３年春以降、NTT 東日本の光ブロードバンドサービス

「フレッツ 光ネクスト」が御宿町全域で順次ご利用いただけるよ

うになります。 

これにより、町内全域で快適にインターネットを利用できるほ

か、オプションを付加することで映画・テレビ放送(地デジ含む)

を配信する「ひかり TV」や全国一律の通話料で使用できる「ひ

かり電話」などのサービスも利用できるようになります。 

光ブロードバンドは、将来に向けた様々なサービスに対し、

大きな可能性を持っています。皆様の声で実現した光ブロード

バンドサービスを積極的にご利用ください。 
※提供開始日及び NTT 東日本による受付開始日は、決定次第 NTT

東日本よりお知らせいたします。 

※御宿台地域では平成２０年１月よりサービス提供中です。 

「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光」」」」事前申込事前申込事前申込事前申込をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます    
町では、NTT 東日本の申込受付開始に先駆けて、事前申込

の受付を行います。ご希望の方は、右頁の事前申込書に必要

事項を記入のうえ、役場４階企画財政課までご提出ください。郵

送、FAX でも受け付けております。 

【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２  御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場企画財政課 

電話６８－２５１２ FAX６８－３２９３ 

「フレッツ光」事前申込書 
    私私私私はははは、、、、ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東日本東日本東日本東日本のののの提供提供提供提供するするするする光光光光ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンドサービスサービスサービスサービス「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光」」」」がががが利用可能利用可能利用可能利用可能

となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、サービスサービスサービスサービスをををを利用利用利用利用したくしたくしたくしたく、、、、下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり申申申申しししし込込込込みみみみをしますをしますをしますをします。。。。    

申申申申しししし込込込込みみみみ年月日年月日年月日年月日    平成平成平成平成            年年年年                月月月月                日日日日    

ふりがなふりがなふりがなふりがな        

おおおお名前名前名前名前        

ごごごご利用予定場所利用予定場所利用予定場所利用予定場所    
((((ごごごご住所住所住所住所))))    御宿町御宿町御宿町御宿町    

電話番号電話番号電話番号電話番号    ((((0470047004700470))))                ----        

日中日中日中日中ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先    
((((                        ))))                    －－－－    

※※※※平日平日平日平日のののの昼間昼間昼間昼間ごごごご連絡連絡連絡連絡がとれるがとれるがとれるがとれる連絡先連絡先連絡先連絡先ををををごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください    

    

フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光がががが提供提供提供提供されたされたされたされた場合場合場合場合ののののごごごご利用利用利用利用希望希望希望希望    

□ １１１１    フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光受付開始後受付開始後受付開始後受付開始後、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに申申申申しししし込込込込みたいみたいみたいみたい    

□ ２２２２    説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いてからいてからいてからいてから申申申申しししし込込込込みたいみたいみたいみたい    

    

各種各種各種各種サービスサービスサービスサービスのごのごのごのご利用希望利用希望利用希望利用希望    （（（（ごごごご利用利用利用利用希望希望希望希望ののののああああるるるるサービスサービスサービスサービスににににチェックチェックチェックチェック願願願願いますいますいますいます））））    

□□□□    ひかりひかりひかりひかり電話電話電話電話（（（（月額月額月額月額５２５５２５５２５５２５円円円円～～～～    税込税込税込税込））））            
□□□□    テレビテレビテレビテレビ・・・・ビデオビデオビデオビデオ映像系映像系映像系映像系サービスサービスサービスサービス（（（（月額月額月額月額１１１１，，，，５７５５７５５７５５７５円円円円～～～～    税込税込税込税込））））    
□□□□    そのそのそのその他他他他（（（（具体的具体的具体的具体的：：：：                                                                                                                ））））    
※※※※上記金額上記金額上記金額上記金額のののの他他他他、、、、フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光のののの料金料金料金料金がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。 

    

アンケートアンケートアンケートアンケートにごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    （（（（該当該当該当該当のののの項目項目項目項目ににににチェックチェックチェックチェック願願願願いますいますいますいます））））    

●●●●パソコンパソコンパソコンパソコンはおはおはおはお持持持持ちですかちですかちですかちですか？？？？    
□ あり        □ なし       □ 購入予定あり 

●●●●提提提提 出出出出 先先先先        〒〒〒〒299299299299----5192519251925192    御宿町須賀御宿町須賀御宿町須賀御宿町須賀 1522152215221522    御宿町役場企画財政課御宿町役場企画財政課御宿町役場企画財政課御宿町役場企画財政課（（（（4444 階階階階））））        

                                        電話電話電話電話６８６８６８６８－－－－２５１２２５１２２５１２２５１２    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ６８６８６８６８－－－－３２９３３２９３３２９３３２９３    

●●●●注意事項注意事項注意事項注意事項        1.1.1.1.サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用のののの意思意思意思意思のないのないのないのない方方方方はははは申申申申しししし込込込込まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください。。。。    

2222....正式正式正式正式のののの契約契約契約契約はははは、、、、サービスサービスサービスサービス開始確定後開始確定後開始確定後開始確定後にににに NTTNTTNTTNTT 東日本東日本東日本東日本からからからから個別個別個別個別にににに    

ごごごご案内案内案内案内しますしますしますします。。。。    

3333....サービスサービスサービスサービスがががが開始開始開始開始されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、サービスサービスサービスサービス開始時開始時開始時開始時におけるにおけるにおけるにおけるＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ    

東日本東日本東日本東日本ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特典特典特典特典がががが適用適用適用適用となりまとなりまとなりまとなりますすすすのでのでのでので予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

4444....記載記載記載記載されたされたされたされた個人情報個人情報個人情報個人情報はははは、、、、フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光のののの整備整備整備整備要望要望要望要望及及及及びびびび上記上記上記上記 2222 項項項項にににに関関関関

連連連連するするするする目的以外目的以外目的以外目的以外でででで使用使用使用使用することすることすることすることはありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

 印 

 

動動動動動動動動物物物物物物物物愛愛愛愛愛愛愛愛護護護護護護護護セセセセセセセセンンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーー親親親親親親親親子子子子子子子子体体体体体体体体験験験験験験験験教教教教教教教教室室室室室室室室        
 動物愛護センターでは、夏休み期間中の小学生と保護者の

方を対象に、「親子体験教室」を開催いたします。 

 体験教室を通して、人間と動物の関係について親子で考えて

みませんか？皆様の参加をお待ちしております。 

【日時】７月２９日、８月５日・１２日・１９日・２６日 

※すべて木曜日 

１０：００～１１：３０まで 

【場所】千葉動物愛護センター  富里市御料７０９－１ 

【内容】犬・ねこの正しい飼い方、接し方 

犬・ねこの病気、ペットからうつる病気 

動物愛護センターの施設見学 

【対象】小学校４年生から６年生までのお子さんと保護者の方 

※送迎していただければ、小学生のみでも参加できます。 

※毎回５組で締め切りとさせていただきます。 

※当日は犬にさわれる服装でおいでください。 

※費用は無料です。 

【申込・問い合わせ】千葉動物愛護センター 

ＴＥＬ０４７６－９３－５７１１ 

ウウウウウウウウォォォォォォォォーーーーーーーータタタタタタタターーーーーーーーパパパパパパパパーーーーーーーーククククククククイイイイイイイイベベベベベベベベンンンンンンンントトトトトトトト案案案案案案案案内内内内内内内内        
 おんじゅくウォーターパークでは次のような小イベントを行いま

すので、皆様ぜひご来場ください。 

◎お楽しみつり大会 

【日時】７月２７日（火）～２９日（木） 

８月２４日（火）～２６日（木） 

１０：００の休憩時間を利用して行います（１０分～１５分） 

【対象】小学生以下の入場者 

【内容】子供プールでお宝袋を釣るゲーム 

◎フラダンスショータイム 

【日時】７月２５日（日）・８月７日（土）・８月２２日（日） 

１１：００～ （40 分程度） 

【内容】Halau O Ka Ua Makanoeの皆様によるフラダンスの披露。 

プールに入りながら南国ムードをお楽しみください。 

◎サービスタイム 

【期間】７月２６日（月）～３１日（土） 

８月２３日（月）～２９日（日） 

【時間】１５：００～１６：００ 

【内容】２階売店にて「かき氷」を半額で販売します 

【問い合わせ】産業観光課商工観光班 ＴＥＬ６８－２５１３ 

        

ちちちちちちちちょょょょょょょょっっっっっっっっとととととととと昔昔昔昔昔昔昔昔のののののののの漁漁漁漁漁漁漁漁業業業業業業業業とととととととと農農農農農農農農具具具具具具具具展展展展展展展展        
７月から９月まで町歴史民族資料館では、「ちょっと昔の漁業

と農業」をテーマに海女の道具やあぐり船など海に関する用具

や、機械化以前の暮らしを支え続けてきた、懐かしい手動式農

具の数々を展示しております。ぜひ一度ご覧ください。 

【期間】９月３０日（木）まで 

【休館日】月曜・祝日（祝日が月曜日に当たるときはその翌日） 

【場所】町歴史民族資料館 展示室 

【問い合わせ】町歴史民族資料館 ＴＥＬ６８－４３１１ 
 

町歴史民族資料館では、年間を通して様々な展示を企画し

ています。１０月からは「御宿の今昔写真展」を開催します。 

 

≪≪≪≪参考参考参考参考≫≫≫≫    

代表的代表的代表的代表的なななな月額料金月額料金月額料金月額料金例例例例（（（（税込税込税込税込））））    
（戸建の場合） 

サービス名 月額利用料
インターネットのみ

利用
インターネット
＋ひかり電話

インターネット
＋ひかり電話＋ひかりＴＶ

フレッツ光ネクスト ５，４６０円

プロバイダ １，２６０円～＊１ ６，７２０円～
ひかり電話 　　５２５円～

ひかりTV １，５７５円～＊２

７，２４５円～
８，８２０円～  

※上記ご利用料金の他に、初期費用がかかります。 

＊１ ご利用になるプロバイダにより料金は異なります。 

＊２ テレビ１台分の料金となります 

「フレッツ光ネクスト」１契約につきテレビ２台までご利用可能 

◇詳しくは NTT東日本にお問い合わせいただくか、ホーム

ページをご参照ください 

ＮＴＴ東日本千葉支店 ＴＥＬ０１２０－１１６１１６ 

フレッツ光公式ホームページ http://flets.com/ 
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