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平平成成２２２２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をを改改定定ししまましし
たた  

国民健康保険財政の現状は、保険給付費（医療費）が増加する一方、
近年の経済不況などの影響により国民健康保険税の収入が減少し、
これまでになく厳しい状況となっています。 

町では、平成２０年度の税率を据え置いてまいりましたが、国民健康
保険の健全な財政運営のため、次のように税率を改定いたしました。
国民健康保険は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよ
う、加入者の皆さんが相互扶助し合う制度です。ご負担をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
【平成２２年度の税率と課税限度額】 

所得割 資産割 均 等 割 平 等 割 課税限度額
医 療 分 6.4% 23.0% 22,000円 23,000円 500,000円
支援金分 2.1% 5.0% 6,000円 7,000円 130,000円
介 護 分 1.6% 9.0% 8,000円 7,500円 100,000円  

【保険税の軽減制度について】 
 前年の所得が一定基準以下の世帯に対する均等割及び平等割
の軽減措置について、所得の対象範囲と軽減率を改定しました。世帯
の中で所得の申告をされていない方がいると、軽減を受けることが
できませんので必ず申告をしてください。 

＊平成２１年中の世帯総所得金額 均等割と平等割の
軽減割合

330,000円以下 7割軽減
330,000円＋（245,000円×世帯主を除く被保険者数）以下 5割軽減
330,000円＋（350,000円×被保険者数）以下 2割軽減  
＊平成２１年中の世帯総所得金額 

世帯主と国民健康保険に加入する世帯員の所得の合計金額とな
ります。軽減措置の判定には国民健康保険に加入していない世帯
主の所得も加算されます。 
平成２２年度国民健康保険税の納税通知書を７月１５日（木）に発送

いたします。 
【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９２ 

水水稲稲病病害害虫虫のの航航空空防防除除  
 水稲の高品質で安定的な生産を目的とした、ヘリコプターによる航空
防除を、須賀・高山田・久保・上布施・実谷・七本地区の水田で実施
いたします。 
 安全対策の周知徹底を図り実施いたしますので、住民の皆様には
趣旨についてのご理解とご協力をお願いいたします。 
【日時】７月１６日（金）午前５：００～９：００（予定） 

※天候不良の場合は、順延となります。 
※航空防除が順延となる場合、また航空防除が終了したときは防災

無線でお知らせいたします。 
【７月１６日（金）の町内巡回バスの運行時刻の変更】 

○七本バス停発７：２５便は運休 
○七本バス停発９：００便は９：３０発に変更 

※天候不良により順延となった場合は通常運行となります。 
【問い合わせ】産業観光課農林水産班 ＴＥＬ６８－２５１３ 

後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険者者証証のの送送付付  
【保険証の送付】 
 後期高齢者保険証を７月中旬に発送いたします。８月１日からは新
しい保険証を使用してください。 
 なお古い保険証は、役場または町公民館に返却してください。 
※送付する保険証の有効期間は、平成２２年８月１日から平成２３年７月３１日です。 
※保険証の色はオレンジになり、形や大きさについては変更ありません。 
【限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について】 
 平成２１年度に申請のあった方については、申請書を保険証と一緒
に同封してありますので、引き続き認定証が必要の方は、申請書に記
入のうえ窓口まで手続きにお越しください。 
 また、新規申請をされる方は役場３階保健福祉課窓口にて申請書を
用意してありますので、記入いただき申請をお願いいたします。 
【基準収入額申請書】 
 保険の負担割合（一部負担金の割合）は、８月１日に見直され、前年中
の収入・所得に応じて１割又は３割の負担になります。 
※負担割合の算定 

平成２２年度の課税所得（町県民税）が１４５万以上の方が３割、１４５万
以下の方が 1 割負担となります。 

 ただし、平成２１年中の収入額の合計が以下のいずれかに該当する場合
は、申請により認定の上、負担割合が１割に変更となります。 
○同世帯の他の後期高齢医療被保険者の方を含めた、平成２１年中

の収入額の合計が５２０万円（同じ世帯で後期高齢者医療被保険者
の方が１人の場合は３８３万円）に満たない方。 

○平成２１年中の収入額が３８３万円以上の後期高齢者医療被保険
者の方で、同じ世帯の７０歳から７４歳の方を含めた、平成２１年中
の収入額の合計が５２０万に満たない方。 

※収入額とは、確定申告書の第一表から第三表の「収入金額等」や
「収入金額」欄の額になります。 

【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

水水道道本本管管洗洗浄浄作作業業をを行行いいまますす  
町では、夏の水道使用量の増加に伴い発生する赤水防止対策と

して、水道本管の洗浄作業を実施いたします。 
洗浄を実施する本管付近のご家庭には、事前にお知らせいたしま

すので、ご協力をお願いいたします。 
【作 業 期 間 】６月２８日（月）～ ７月９日（金） 
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８－６６９３ 

７７月月１１１１日日（（日日））はは参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙のの投投票票日日  
『 参加します わたしも政治に 選挙から 』 

【御宿町で投票できる方は次の要件をすべて満たしている方です】 
○日本国民であること 
○平成２年７月１２日以前に出生した者であること 
○平成２２年３月２３日までに住民基本台帳に登録されて、引
き続き３ヵ月以上御宿町に住所を有していること 
◇転入されてきた方については平成２２年３月２３日までに転入届

を提出していること 
◇平成２２年３月２４日以降に御宿町に転入届を出した方は、御宿町では

投票できません。前住所地の選挙管理委員会に問い合わせ下さい。 
○公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと 

【投票時間】７：００～２０：００ 
【投票方法】 

○千葉県選出議員選挙は候補者名を書いて投票してください。 
○比例代表選出議員選挙は候補者名または、政党名を書い

て投票してください。 
【期日前投票等】 

投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日
前投票または不在者投票ができます。また病院に入院中の方、
施設に入所されている方などは、不在者投票ができます。 

期　間 時　間 場　所
6月25日（金）

　　　～
7月10日（土）

８時３０分～２０時００分 御宿町役場2階中会議室
 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

☆☆せせんんききょょ君君ののぬぬりりええ展展をを同同時時開開催催☆☆  
保育園児（３才児から５才児）の描いた「せんきょ君」のぬりえを、

期日前投票期間の間、役場２階ロビーに展示しています。どう
ぞご覧下さい。 

選選挙挙公公報報のの配配布布  
選挙公報は、７月５日（月）頃の下記新聞の朝刊に折り込む

予定です。 
［朝日新聞、産経新聞、千葉日報、東京新聞、日本経済新聞、
毎日新聞、読売新聞 ］(五十音順 ) 

未購読世帯の方は、７月５日（月）以降に以下の場所で配付
していますのでご利用ください。 
・役場２階選挙管理委員会、町公民館、月の沙漠記念館、海洋センター 
・㈱西武プロパティーズ御宿台営業所、御宿岩和田漁協本所、 

御宿岩和田漁協御宿支所、布施郵便局、ラビドール御宿 
※郵送を希望する方はお手数ですが選挙管理委員会までご連
絡ください。 
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８－２５１１ 



BB＆＆GG 海海洋洋セセンンタターーププーールル開開設設  
B&G 海洋センターのプールが開設されます。皆様ぜひご利

用ください。 
【期間】７月１７日(土)～８月３１日(火) 
【時間】９：００～１７：００ 

※昼休みのため１２：００から１３：００は閉鎖いたします。 
【休場日】月曜日及び祝日の翌日 
【注意事項】小学生以下は保護者の付き添いが必要です。 

都合により入場制限をすることがあります。ご利用
の際は、電話で確認してください。 

【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８－４１４３ 

７７月月のの BB＆＆GG 健健康康運運動動教教室室  
毎週金曜日１４時から健康運動教室を実施しています。実施

時間は１時間程度、日程は以下の通りです。 
どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。 

○かんたんエアロビクス  ７月２日（金）・１６（金） 
○ステップエアロビクス   ７月９日（金） 

※体育館で行います。 

○アクアビクス ７月２３日（金） 
※プール開設期間の金曜日、プールで行います。 
※小学生以下は保護者の付き添いがプールへの入場条件

となりますのでご注意ください。 
◎保険については各自加入をお願いいたします。 
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８－４１４３ 

初初日日はは無無料料開開放放！！おおんんじじゅゅくくウウォォーータターーパパーーククオオーーププンン  
おんじゅくウォーターパークを以下のとおり営業いたします。 

【期間】７月１７（土）～８月２９日（日） 
【時間】９：００～１７：００ 
【料金】大人１，２００円  町外の４歳から中学生まで５００円 

町内の小・中学生は３００円 
※１５時以降は大人５００円、町外の４歳から中学生までは３００

円となります。 
※７月１７日（土）は１０：００から無料開放です。ぜひご利用ください。 
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８－２５１３ 

心心配配ごごとと相相談談所所のの開開設設  
７月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 
お気軽にご利用ください 

開催日 場所 相談内容

７月２日(金） 地域福祉センター 一般相談・行政相談
障害者相談

７月２２日（木）地域福祉センター 一般相談・人権相談  
※相談時間は、９：００～１２：００までです。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

夏夏期期特特別別ごごみみ収収集集申申請請のの受受付付  
夏期の臨時的事業所や民宿、旅館等一時的にごみの排出量

が増える方を対象に特別ごみ収集の申込受付を行いますので、
収集を希望される方は以下のとおり申し込みください。 

受 付 日
受付場所 岩和田青年館 御宿岩和田漁業協同組合御宿支所
時 間 ９：００～１０：３０ １１：００～１２：００

収集期間

7月6日（火）

７月２０日（火）～８月１８日（水）まで
※日曜日の収集は行いません。  

【注意事項】 
○収集加入料金は月額１，０００円です。 

※ただし、既に年間１２，０００円で加入している場合は必要ありません。 
○収集運搬料については、排出者と業者との契約となりますので、

直接業者にお支払いください。 
○運搬業者等による清掃センターへの搬入料金については、

戸別軽量し、後日町から送付された納付書で納付してください。 
※１ｋｇあたり６円です。 

○申込用紙は建設環境課または当日受付場所に用意してあります。 
○申し込みの際は、印鑑と収集加入料金を持参してください。 
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 

ごごみみののなないいききれれいいななままちちづづくくりりににごご協協力力をを！！  
ものを捨てる前に、“３つの R”「リデュース（ごみの抑制）」「リユ

ース（再利用）」「リサイクル（再生利用）」を思い浮かべて、ごみ
なのか資源なのかをもう一度考えてみましょう。循環型社会実現
のためには、ごみ資源の適正処理が重要です！ 

ごみの減量化・リサイクルを心がけ、限りある資源と地球環境
保護を推進し、ごみのないきれいなまちづくりにご協力をお願い
いたします。 
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 

 募集  

介介護護老老人人保保健健施施設設シシルルババーーハハピピネネスス職職員員募募集集  
国保国吉病院組合では平成２２年９月採用の職員を募集いたします。 

【募集人員】支援相談員・理学療法士又は作業療法士 各 1 名 
【試 験 日】８月上旬予定（詳細は応募者本人に通知） 
【 締  切 】７月３０日（金） 
【問い合わせ】〒２９８－０１２３ 千葉県いすみ市苅谷 1177 

いすみ医療センター 総務課（国吉病院組合） 
TEL ０４７０－８６－２３１１ 
FAX ０４７０－８６－４８７７ 
URL http://www.kuniyoshi-hp.jp/ 

※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
療センター総務課までお問合わせください。 

千千葉葉国国体体 22001100  御御宿宿大大会会参参加加者者募募集集  
第６５回国民体育大会（千葉国体２０１０）では、「正式競技」「公

開競技」とともに、「デモンストレーションとしてのスポーツ行事」
が開催されます。これは、県民総参加の感動を共有できる国体
を目指して、また誰もがスポーツに親しむことのできる環境づく
りを目的として実施するものです。町ではデモンストレーション
行事として、パークゴルフ大会を開催いたします。 

皆様の参加をお待ちしております。 
【日程】１０月３日（日） 御宿パークゴルフガーデンにて 
【人数】小学生の部１００名、一般の部１００名 
    ※参加申込多数の場合は抽選を行います。 
【資格】千葉県内に居住していること 
【参加費】小学生の部４００円、一般の部６００円 
【申込方法】７月１日から７月３０日までに、申込書を町公民館に

郵送又は持参すること。 
※申込書は公民館及び役場教育課にあります。また、町ホーム

ページからダウンロードすることもできます。 
【申込・問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７ 

〒２９９－５１０２ 御宿町久保２２００ 

ウウォォーータターーパパーーククアアルルババイイトト募募集集  
町では、おんじゅくウォーターパークのアルバイトを以下の

とおり募集いたします。 
【期間】７月１７日（土）～８月２９日（日） 

※原則週休２日、土日勤務あり 
【時間】８：３０～１７：１５ 
【内容】チケットの販売・売店での販売等 
【人数】５名 
【条件】６５歳未満（定年６５歳）で健康な方 
※市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月７日（水）までに

役場４階総務課に提出してください 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

夏夏期期清清掃掃員員募募集集  
町では、町内の施設や海岸清掃等をしていただくアルバイト

を以下のとおり募集いたします。 
【内容】海岸清掃、公衆トイレ清掃、清掃センター作業等 
【期間】７月１６日（金）～８月１７日（火） 

※原則週休２日、土日勤務あり 
【時間】８：００～１８：００ ※うち７時間４５分勤務 
【人数】４名 
【条件】６５歳未満（定年６５歳）で健康な方 
※市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月７日（水）までに

役場４階総務課へ提出してください。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 募集   おしらせ  


