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お知らせ 

自自動動車車税税（（県県税税））のの会会計計室室窓窓口口ででのの
納納付付状状況況ににつついいてて  

役場会計室窓口での自動車税の納付につきまして、多くの
皆さまにご協力をいただきありがとうございました。６月３０日現在
の町での取り扱い状況は以下のとおりです。 
 件数 ６０８件  取扱税額 ２２，８６２，１００円 
 県からの手数料交付見込額 ４５７，２４２円 
【問い合わせ】会計室 ６８－６６９１ 
 

市市町町村村交交通通災災害害共共済済のの更更新新時時期期でですす  
－各地区出張受付を行います－ 

 現在交通災害共済に加入されている方は、平成２０年８月３１日
で期間が満了となります。以下の日程で出張受付を行いますので、
加入申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申し込み
ください。 

年会費（平成２０年９月１日～平成２１年８月３１日）は 

１人７００円です  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま

会場へお持ちください。（印鑑は不要） 
◆町内の保育園児及び小中学校の児童・生徒は、すでに集団

加入していますので、申し込みの必要はありません。 
◆出張受付以降は、総務課及び公民館で随時申込を受け付け

ています。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 
募 集  

第第３３７７回回  
日日墨墨研研修修生生・・学学生生等等留留学学生生募募集集    

メキシコ政府及び日本政府では、日墨研修生・学生等交流計画
により、日本からメキシコへの留学生を以下のとおり募集します。 
【募集人数】 

各省庁、各姉妹都市(県、市、町)、各団体より１～３名程度 
【コース・対象者】 

○専攻コース：スペイン語初・中・上級者（約１年間） 
○研究コース：スペイン語上級者（大学院レベル） 

１．修士課程コース（約２年間） 
２．研究論文準備コース（約６ヶ月～１年間） 

【研修分野】 
スペイン語及び文系、理系のあらゆる分野 
（科学技術、芸術、スポーツ等の分野も含む） 

【受入機関】 
メキシコ国家科学技術審議会（ＣＯＮＡＣＹＴ） 

【派遣期間】 
○専攻コース：平成２１年７月末～平成２２年７月末（予定） 
○修士課程コース：平成２１年７月末～平成２３年７月末（予定） 
○研究論文準備コース：平成２１年７月末～平成２２年７月末

までの期間（予定） 
【応募資格】 

（１）日本国籍を有する方 
（２）健康な方 
（３）一定のスペイン語力または英語力を有する方 
（４）大学卒業者またはこれに準じた資格、職務経験を有する方 
（５）２２歳以上３５歳未満の方（平成２０年８月１日現在） 
（６）メキシコに単身で渡航できる方 
※原則として、過去に本計画によって派遣された方は対象外

となります。 
【応募方法】 

所定の出願書類に必要事項を記入のうえ、８月２９日（金）までに
役場４階産業観光課へ提出してください。 
※詳細については、産業観光課にお問い合わせください。 

【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８－２５１３ 

 
お知らせ  

日本メキシコ友好４００年記念 

オオペペララ「「夕夕鶴鶴」」公公演演ににつついいてて  
 日本人とメキシコ人が１６０９年に始めて御宿で出会ってから
４００年になります。これを記念して、以下の２会場において
世界的オペラ「夕鶴」をメキシコ人歌手が日本語で上演しま
す。（演目は各々異なります） 

町では南総文化ホールに限り、入場料が１割引の前売りチケット
を取り扱います。また、希望者には南総文化ホールまで往復無料
送迎バス（先着５０名まで）をご用意しますのでご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月の沙漠記念館 企画展  

「「今今井井俊俊  木木版版画画展展」」開開催催中中  
千葉県在住の今井俊氏による「メキシコ、インディオの夢」と

題した木版画展を開催します。是非ご覧下さい。 
【期間】１０月１３日（月）まで  ８：３０～１６：３０ 

※休館日：水曜日、祝日の翌日 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８－６３８９ 
 
歴史民俗資料館 企画展  

「「田田邉邉隆隆  海海女女のの写写真真展展」」開開催催中中  
御宿町在住の田邉隆氏が、自らシャッターを切り、収めた

貴重な海女のカラー写真や今はなき雀島の写真、海女の小道
具等見ごたえのある展示です。 
【期間】８月３１日（日）まで  ９：００～１７：００ 

※休館日：月曜日、祝日（祝日が月曜日の場合はその翌日） 
【問い合わせ】歴史民俗資料館 TEL６８－４３１１  

受付日 午前 午後
高山田地区 実谷・七本地区

場所　　高山田公民館 場所　　御宿町浄水場
時間　　８：３０～１０：００ 時間　　１３：００～１４：３０

上布施地区 御宿台地区
場所　　上布施消防 場所　　御宿台集会所
　　　　　コミュニティセンター 及び
時間　　１０：３０～１２：００ ラビドール御宿

時間　　１５：００～１６：３０
六軒町地区 岩和田地区

場所　　第３分団消防庫 場所　　岩和田青年館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

浜地区 須賀地区
場所　　浜青年館 場所　　須賀区民館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

久保地区 新町地区
場所　　久保区民館 場所　　新町会館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

７月２５日
（金）

７月２４日
（木）

７月２３日
（水）

７月２２日
（火）

日　　時 ９月１５日（月・祝）　開演１４：００ ９月２３日（火・祝）　開演１４：００

場　　所
千葉県文化会館　大ホール
（千葉市中央区市場町１１-２）

千葉県南総文化ホール 大ホール
（館山市北条７４０-１）

入場料 全席自由３，０００円（学生２，０００円）
※５歳未満のお子様は入場できません。

全席自由２，５００円
（学生･６５歳以上１，５００円）

問い合わせ 財団法人千葉県文化振興財団
TEL０４３－２２２－００７７

千葉県南総文化ホール
TEL０４７０－２２－１８１１

７月２２日から予約を受け付けます。
　（電話可）TEL６８－２５１２
　　　　　　　　　役場４階企画財政課
　受付時間　平日９：００～１７：００
行程
　（行き）御宿町公民館前１０：３０発
　（帰り）南総文化ホール
　　　　　　→御宿町公民館前
　　　　　　　　１８：００着予定

前売り
チケット

販売期間　７月２２日（火）～９月１２日（金）
取扱場所　役場４階企画財政課窓口
　　　○一般　　　　　 　　　２，２５０円
　　　○学生･６５才以上　１，３５０円
取扱時間　平日９：００～１７：００

その他
バス予約・チケットとも閉庁日の取り扱いは
いたしません。

黒沼ユリ子の「夕鶴」コンサート
～日本とメキシコを結ぶ夕べ～

無　　料
送迎バス

（先着50名）

区　　分 オペラ「夕鶴」



  
募 集  

平平成成２２００年年度度のの国国民民健健康康保保険険税税のの  
税税率率がが決決定定ししままししたた  

 平成２０年度の国民健康保険税納税通知書は７月１５日（火）に発送
します。今年度は「後期高齢者医療制度（長寿医療制度）」の創設に
より、従来までの医療分・介護分にあわせて後期高齢者支援金分（支援
分）が新たに加わりました。医療分は、７５歳以上の方が「後期高齢者
医療制度」に移行しましたので、税率を引き下げています。介護分は
変更ありません。 

今年度の税率・課税限度額は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
○制度改正による特別軽減措置があります 

後期高齢者医療制度の創設に伴い、従来の低所得者に対する
軽減措置に加え、期間を限定した特別軽減措置があります。 
（１）７５歳以上の国保被保険者であった方が、後期高齢者医療制度

に移行することにより、１人だけが国保加入となるような世帯について
は、「特定世帯」として、医療分・支援分の平等割額を半額とし
ます。（５年間の経過措置） 

（２）後期高齢者医療制度へ移行した方は課税対象とはなりませんが、
低所得者に対する軽減判定には含めて計算し、軽減基準に該当
するときは、軽減措置を行います。（５年間の経過措置） 

（３）被用者保険の加入者（例えば夫）が、後期高齢者医療制度へ移行
することにより、被用者保険の資格を喪失するため、その被扶養者
（例えば妻：被扶養者は６５歳以上の方が該当）が国保に加入しな
ければならない場合には、申請により所得割額・資産割額を免除し、
均等割額・平等割額は半額とします。（２年間の経過措置） 

 
○国民健康保険税の特別徴収（世帯主の年金から天引き）が

１０月から始まります 
以下のすべてに該当する方が対象となります。 
・世帯主が国民健康保険の加入者であること 
・世帯内で国民健康保険に加入している全ての方が６５歳以上で
７４歳以下であること 

・世帯主が受け取る１年間の年金額が１８万円以上で、国民健康
保険税と介護保険料を合わせた額が、１年間に受け取る年金の
２分の１以下であること  

今年度は、７月から９月まで従来の納付方法で納付いただき、１０月
から特別徴収となります。ただし、国民健康保険税の滞納がなく、口座
振替で納付する場合は申請により、従来の納付方法を選択できます。
納税通知書に申出書を同封しますので、従来の納付方法を選択する
場合は、８月１１日（月）までに税務住民課へ申出書を提出して下さい。 
【問い合わせ】税務住民課税務班 TEL６８－６６９２ 

  
お知らせ 
 

親親とと子子のの料料理理教教室室のの開開催催ににつついいてて  
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おいしく」
食べることの大切さを見直してみましょう。みなさんのご参加を
お待ちしています。 
【期日】８月２４日（日） ９：００～１３：００ 
【場所】公民館 
【内容】講義・調理実習 
【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 
【定員】先着１５組 
【費用】無料 
【持ち物】エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、室内用くつ 
【申込期間】７月１０日（木）～８月８日（金） 
【申し込み・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

産産業業廃廃棄棄物物のの不不法法投投棄棄防防止止ににつついいてて  
廃タイヤや建築廃材などの不法投棄が多発しています。産業

廃棄物の不法投棄・保管基準違反（保管量の超過等）・野外焼却 

が行なわれる場所は、人気
ひ と け

の少ない場所や監視の行き届かない 
場所だけでなく、市街地や海岸部でも発生しています。廃タイヤや
建築廃材などを捨てられないように、土地の定期的な見回りや
看板・柵の設置を行うなど十分注意してください。 

なお、不法投棄と思われる物を発見した場合には、所有地以外
でもお手数ですが、以下の連絡先までご一報願います。 
【連絡先】 

建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 
東上総県民センター夷隅事務所地域環境室 TEL８２－２４５１ 
千葉県環境生活部廃棄物指導課 TEL０４３－２２３－３８０１ 
いすみ警察署生活安全課 TEL６２－０１１０ 

 

千千葉葉盲盲学学校校ササママーーススククーールルののおお知知ららせせ  
千葉盲学校では、見え方で悩んでいる児童生徒やその保護者、

関係者を対象に授業や拡大読書器等の補助具の体験・紹介を
以下のとおり行ないます。 
【期日】８月５日（火） ９：３０～１４：４０ 

（児童生徒とその保護者、担任対象） 
８月６日（水） ９：３０～１４：４０ 

（視覚障害児と関わりのある関係者対象） 
【場所】県立千葉盲学校（四街道市大日４６８－１） 
【申し込み・問い合わせ】県立千葉盲学校 

TEL０４３－４２２－０２３１ FAX０４３－４２４－４５９２ 
 

 
募 集 
 

平平成成２２００年年度度夷夷隅隅郡郡市市  
広広域域市市町町村村圏圏事事務務組組合合消消防防職職員員採採用用試試験験  
【採用予定人数】４名程度 
【試験日時・場所】 
 
 
 
 
 
【採用基準】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受付期間】 

８月４日(月)～８月１５日(金) 
郵送の場合は、８月１５日消印のものまで受け付けます。 
受付時間 ８：３０～１７：３０ 

【試験の方法】 
（１）第１次試験（教養試験、作文試験、体力試験） 
（２）第２次試験（面接試験） 

【提出書類】 
（１）職員採用試験申込書 
（２）健康診断証明書（夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定のもの

または同様のもので提出日前３ヶ月以内のもの） 
（３）履歴書（第２次試験まで） 
（４）成績証明書（第２次試験まで） 
（５）卒業(見込)証明書（第２次試験まで） 

【申込書の請求先】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（総務課もしくは消防本部） 

【応募先・問い合わせ】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（総務課） 

〒２９９－５２２５ 勝浦市墨名８１５－５６ TEL７０－２０００ 

試　験 日　　　時 試験会場

第１次試験
９月２１日(日)
１０：００（受付９：００～）

大多喜町中央公民館
夷隅郡大多喜町大多喜４８６－３

第２次試験 １１月上旬 第１次試験合格者に別途通知

所得割 資産割 均等割 世帯平等割 課税限度額

医療分 ５．５％ ２５％ １８,０００円 ２３,０００円 ４７０,０００円

支援分 １．７％ ５％ ５,５００円 ７,０００円 １２０,０００円

介護分 １．６％ ９％ ８,０００円 ７,５００円 ９０,０００円

受　　験　　資　　格
高等学校卒業程度の学力を有する者
昭和５９年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた者

身  長 おおむね１６０cm（女子にあってはおおむね１５５cm）以上
体  重 おおむね５０kg（女子にあってはおおむね４５kg）以上

視  力
矯正視力を含み、両眼で０.８以上、かつ一眼でそれぞれ０．５以上で赤色、青色
及び黄色の色彩の識別ができること。

聴  力 左右とも正常であること。
握  力 左右とも３５kg（女子にあっては２５kg）以上

１． 身体の各関節が正常であること。
２． 言語が明瞭で充分発音ができること。
３． 神経機能及び神経系統に異常がないこと。
４． 結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患がないこと。
１．日本国籍を有しない者
２．成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、またはその執行を受ける
　　ことがなくなるまでの者
４．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
　　２年を経過しない者
５．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した
　　政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
　　これに加入した者

不適格基準

区　分
学　力
年　齢

身
体
状
態

その他


