平成２５年度固定資産課税台帳の
縦覧期間について

おんじゅく

狂犬病予防注射のお知らせ

狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には、飼い犬の登録および
狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせることが義務づけられて
お知らせ版
【縦覧期間】４月１日（月）～４月３０日（火）（土・日・祝日は除く）
います。町では、県獣医師会と連携し、以下のとおり狂犬病予防
発行日 平成２５年３月２５日 ＮＯ．６２１
【縦覧会場】役場３階 税務住民課（税務班）窓口
注射を実施します。
編集
御宿町企画財政課
℡６８－２５１２
【費用】３，３５０円（注射料金２，８００円＋注射済票交付手数料
【対象者】町内に所在する土地または家屋に対する固定資産税の
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
５５０円）※おつりの無いようにご用意ください。
納税者、※①納税者の代理人、※②納税者の同居親族や
【注意事項】
納税管理人となります。
４月から町指定袋（特小）を販売します ○町に登録の無い犬は受けられませんので、登録をしてから
※①：委任状が必要となります。
現在、町のごみ収集に使用していただいている指定ごみ袋に
受けてください。
※②：納税通知書や課税明細の提示が必要となります。
つきまして、（大）４５リットル、（小）２０リットルの他に、４月から
○会場は混雑しますので、新規登録や他の市町村からの転入等の
【問い合わせ】税務住民課 税務班 ＴＥＬ６８－６６９２
（特小）１０リットルを加え３サイズとし、町内のお店にて販売します。
各種手続きは、事前に役場で済ませてください
ごみ量に応じて使い分けし、ごみの分別・減量化に努めていただき
○通知（ハガキ）、鑑札、旧注射済票を持参ください。
ますよう、皆さまのご協力をお願いします。
○会場での飼い犬のフンは、飼い主が責任を持って後始末を
町総合計画（案）策定に係る
指定ごみ袋価格表
してください。
品目
サイズ
価格
意見公募の実施結果について
日程等
（大） ４５リットル相当
１枚５０円
日時
会場
町では、平成２５年度から３４年度までの１０年間にわたる新しい
（小） ２０リットル相当
１枚３０円
燃やせるごみ専用袋
９：００～１０：００
町公民館前
まちづくり計画である「御宿町総合計画（案）」を策定するにあたり、
（特小）１０リットル相当
１枚２０円
１０：１０～１０：５０
六軒町消防庫前
１１：００～１１：４０
新町会館前
４月１７日
（大） ４５リットル相当
１枚１５円
町民の皆さんのご意見等を反映させるため、１月１８日（金）から２月
(水)
１３：２０～１４：００
浜青年館前
資源ごみ・不燃ごみ専用袋
（小）
２０リットル相当
１枚
７円
１８日（月）まで意見公募を実施しました。その結果、多くの貴重な
１４：１０～１４：５０
岩和田青年館前
（特小）１０リットル相当
１枚 ５円
ご意見・ご提案をいただくことができました。ついては、いただいた
１５：００～１５：４０
高山田消防庫前
※１０枚１袋での販売となります。
９：００～ ９：４０
上布施ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ前
ご意見・ご提案の概要と町の考え方について、４月１５日（月）まで
４月１８日
【問い合わせ】町清掃センター TEL６８－４６１３
９：５０～１０：２０
実谷消防庫前
(木)
以下の方法で公表します。
１０：３０～１１：３０
御宿台ふれあい広場
胃がん検診のお知らせ
【結果の公表場所】
９：００～ ９：２０
町公民館前
９：３０～
９：５０
浜青年館前
以下の日程で胃がん検診（バリウム造影検査）を実施します。
町ホームページ、役場企画財政課および公民館窓口
５月９日
１０：００～１０：１５
岩和田青年館前
期日
会場
対象地区
検診車台数
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２
(木)
１０：２５～１０：４０
六軒町消防庫前
４月１５日（月） 上布施コミュニティ消防センター 上布施・実谷・七本
１台

住宅用太陽光発電システム設置への
補助金申請の受付
住宅用太陽光発電システム設置事業として、以下のとおり、
補助金の申請を受け付けます。
【申請受付期間】
平成２５年４月１日（月）から平成２６年１月３１日（金）までの開庁
時間中に先着順にて受付（予算額に達した時点で締め切ります。）
【補助金の額】
太陽電池の最大出力１ｋw/ｈ当たり４万円とし、１４万円（３．５ｋｗ/ｈ）
を上限とします。
【その他】
詳しい内容については、町ホームページ（建設環境課のページ）を
ご覧いただくか、建設環境課環境整備班にお問い合わせください。
また、メーカーによっては設置が不可能な地域があります。詳しくは
各メーカーにお問い合わせください。
【受付・問い合わせ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ６８－６６９４

４月１６日（火）
４月１７日（水）
４月１９日（金）
４月２２日（月）
４月２３日（火）
４月２６日（金）
４月２７日（土）

町公民館
仲宿集会所
御宿台集会所
町公民館

浜
新町・六軒町
岩和田
御宿台
久保
須賀・高山田
指定なし

１台
２台
１台
２台
１台
１台
１台

※対象地区会場で受診できない場合は、他の会場で受診する
ことができます。
【対象者】４０歳以上の方（昭和４８年１２月３１日までに生まれた方）
【受付時間】８：００～１０：００
【持ち物】①受診票 ②検診費用（１,０００円）
【注意事項】受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。
①検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は
食事・水・茶など飲食をしないでください。
②胃腸の薬を内服している方や経過観察中の方は
主治医のもとでの検査実施をおすすめします。
※昨年受診された方には、３月下旬に受診票をお送りします。
届かない方で受診を希望される場合は、町保健福祉課まで
お申し込みください。
【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７

１０：５０～１１：１０
１１：２０～１１：４０

上布施ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ前
御宿台ふれあい広場

※雨天の場合、実施の有無については当日の朝に防災無線で
連絡します。
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL６８－６６９４

町野球場夏季臨時予約受付について
施設を円滑に利用していただくため、夏季の臨時予約を受け
付けます。
【貸出期間】７月２５日（木）～８月３１日(土)
※町が主催する行事等がある場合には貸し出しできません。
【申込対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体
※町外団体については、宿泊業者による代理申請をすることが
できます。
【申込期間】３月２６日（火）～４月１９日(金) 休館日は除く
※利用日が重なった場合は抽選になります。
【抽選日時】４月２０日(土) １０：００ 町Ｂ＆Ｇ海洋センターにて
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８－４１４３

平成２５年度の健康保険料率について

平成２５年度国民年金保険料について

協会けんぽは、主に中小企業に勤務されている方とそのご家族が
加入されている健康保険で、加入者数は全国で約３，５００万人
（千葉支部は約７３万人）です。
高齢化や医療の高度化によって伸び続ける医療費、景気低迷に
よる保険料収入の下降傾向といった構造的要因で、平成２２年度
から平成２４年度まで３年連続の保険料率引き上げとなり、加入者の
方々に大きなご負担をお願いしておりましたが、平成２５年度
保険料率は、これまでの引き上げによって積み立てられた準備金を
取り崩して、平成２４年度保険料率と同じ保険料率（千葉支部は
９．９３％）を維持することとなりました。
加入者の皆さまの医療を支えるため、今後も疾病予防のための
健診の推進や、ジェネリック医薬品の普及促進等の、医療費
適正化に向けた取り組みを更に強く進めてまいります。
厳しい経済情勢の中ではありますが、ご理解をいただきます
ようお願いします。
【問い合わせ】
全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 企画総務グループ
ＴＥＬ０４３－３０８－０５２２

平成２５年度の国民年金保険料月額は、１５，０４０円となりました。
◆前納する場合の保険料額等について
国民年金保険料を前納する場合の期間および納付すべき額に
つきまして、厚生労働省告示により定められました。
現金にて保険料を１年分前納すると、３，２００円割引となり、
６か月分前納では７３０円割引となります。さらに口座振替で納付する
ことで、現金で納付する場合より、１年分前納の場合は５８０円、
６か月分前納では３００円割引額が増える大変お得な制度です。
（口座振替の引落方法および割引額）
①１年度分の前納（４月～翌年３月分）・・・３，７８０円
②６か月分の前納（４月～９月分、１０月～翌年３月分）
・・・１，０３０円（振替 1 回につき）
③毎月（早割）※納付期限よりも１か月早く口座振替
・・・５０円（振替１回につき）
④毎月（割引なし）
※口座振替希望の方は口座番号、本人確認等の書類、届出印等
ご持参の上、お手続きできますので、引落金融機関にてご相談
ください。

平成２５年春の全国交通安全運動の実施

料理を学んでみませんか

平成２５年度農作業標準賃金
項

目

耕耘機耕起

備
考
１日当たり実働８時間とする。
7,500円
（賄いは含まない。）
6,800円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

耕耘機代かけ

7,200円

ト ラクター耕起

6,300円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

ト ラクター代かけ

7,000円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植え付けできる状態までとする。）

機械田植機

6,500円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（箱苗分は含まない。）

コンバイン

17,200円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（もみの運搬は含まない。）

もみ乾燥（ 生）
もみ摺り

1,900円 １俵６０kg当たり（運搬は含まない。）
800円 １俵６０kg当たり（運搬は含まない。）

一般農作業

箱
苗

金

額

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植え付けできる状態までとする。）

緑化

619円

１箱あたり（運搬は含まない。）

硬化

850円

１箱あたり（運搬は含まない。）

40円

1m当たり

あぜ塗り（ 機械）

※機械作業は、１ほ場１０アールを標準とし、１０アール未満の場合
町社会福祉協議会では、６０歳以上の男性が食生活に支障を
および土地条件や作業条件等については、お互いに協議決定と
きたすことのないように備えるとともに、栄養管理・衛生管理の意識の
します。
向上と在宅福祉の推進を図ることを目的として、「男の料理教室」を 【問い合わせ】町農業委員会（産業観光課内） ＴＥＬ６８－２５１３
開催しています。平成２５年度も料理を通して、栄養・調理・保健・
臨時職員の募集について
福祉などを学べる「男の料理教室」の受講生を募集します。
建設環境課では、次のとおり臨時職員を募集します。
【開催回数】年９回
御宿児童合唱団おさらい会
環境整備員
【開催時間・会場】９：００～１３：００ 町保健センター
【勤務内容】町内の環境美化に係る草刈および清掃作業等
第１８期おさらい会（発表会）を以下のとおり開催します。
【対象】６０歳以上の男性 ２０名 【費用】材料費 年間３，０００円
【勤務期間】勤務期間については面接時にお知らせします。
子供達が一生懸命練習に励んでいます。元気いっぱいの歌声を 【申込期限】４月３０日（火）※詳細はお問い合わせください。
【勤務時間】８：３０～１７：１５ ※夏期は勤務時間が変わります。
ぜひ聴きに来てください。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ６８－６７２５
【募集人数】２名
【日時・会場】４月７日（日）１３：３０開演 町公民館大ホール
清掃センター事務員
健康マージャン交流大会
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８－２９４７
【勤務内容】ごみ搬入受付事務他（詳細は面接時に説明します。）
高齢者を中心とする住民の健康の保持・増進、仲間作り、生きがい
４月のＢ＆Ｇ健康運動教室
【勤務期間】勤務期間については面接時にお知らせします。
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を実施 の高揚などを図り、ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与する
【勤務時間】８：３０～１７:１５ 【募集人数】１名
します。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
ため、以下のとおり「ねんりんピックよさこい高知２０１３健康マージャン
共通事項
【日時】各教室とも１４：００から１時間程度
交流大会」千葉県代表選考会御宿地区大会を開催します。
【応募要件】年齢不問(６５歳定年) 心身ともに健康な方
○かんたんエアロビクス １２日（金）・２６日（金）
【期日・会場】４月２４日（水） 町地域福祉センター
【応募方法】履歴書に必要事項を記入の上、写真を添付し、
○ステップエアロビクス １９日（金）
【対象】町在住の満６０歳以上の方 【参加費】１，５００円
役場４階総務課へ提出してください。
※保険の加入は任意ですが、４月５日（金）までにお申し込み
【申込期限】４月２２日（月）※詳細はお問い合わせください。
※面接については別途ご連絡します。
いただいた分は、まとめて加入いたします。４月６日（土）以降は
※千葉県本選は５月１２日（日）千葉市にて行われます。
【申込期限】４月１０日(水)まで
各自で加入をお願いします。
【問い合わせ】日本麻雀連盟千葉南支部 ＴＥＬ０４７５－２６－５２３３
【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８－４１４３
【問い合わせ】総務課 行政班 TEL６８－２５１１
春先は子どもや高齢者・自転車が関係する事故が増えることが
懸念されますので、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを
実践し、交通事故防止に努めましょう。
※４月１０日（水）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
【期間】４月６日（土）～４月１５日（月）の１０日間
【スローガン】～気をつけて！ あおになっても 右左～

