平成３０年度からの介護保険料が変わります
皆さんが納める介護保険料は、介護保険の大切な財源となります。
町では、高齢者人口や介護サービスの利用を推計し、介護保険事業
計画に基づき、３年ごとに６５歳以上の方の介護保険料の見直しを行
っています。
平成３０年度は見直しの年で、町が定める基準額を元に、住民税の
課税状況に応じて次の表のとおりとなります。
所得段階

対象者

基準額に
対する割合

保険料
(年額)

0.45
（注）

29,700円
(注)

第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給し
ている方
・世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階

・世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

0.75

49,500円

第3段階

・世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と前年の
課税年金収入額の合計が120万円を超える方

0.75

49,500円

第4段階

・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町
民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が年間80万円以下の方

0.9

59,400円
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特定健診は受診しましたか
７月１４日（土）は特定健康診査（国保・後期）の今年度最後の実施
日です。まだ受診がお済みでない方は、忘れずに受診しましょう。
【日時・場所】７月１４日（土）１３：００～１４：３０ 町保健センター
※受診票の再発行をご希望の方は事前に保健福祉課保健事業班へ
お申込みください。
※前立腺がん検診（５００円）、肝炎ウイルス検診も同時実施します。
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

献血にご協力ください（200mL・400mL）

【日時・場所】７月２日（月） １０：００～１１：４５ 町保健センター
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証等）
多くの観光客で賑う夏を控え、海岸クリーンキャンペーンを実施し
をお持ちください。
ます。町自慢の海岸をみんなできれいにしませんか？たくさんの方の 【対象年齢】１６～６９歳 ※６５～６９歳までの方は６０～６４歳までに献
ご参加、ご協力をお待ちしています。
血の経験がある方に限られます。
【日時】７月８日（日） ８：００～１０：００
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
【清掃場所】浜海岸、中央海岸、浦仲海岸、岩和田海岸
【服装】ゴミ拾い等が出来る服装、軍手等はお持ちください
特定外来生物オオキンケイギクの
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４

海岸クリーンキャンペーンを実施します

取扱いにご注意ください

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室

５月から７月頃にかけて花を咲かせるオオキンケイギクは、旺盛な
繁殖力と、根から他の植物の育成を妨げる物質を放出することなどか
・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町
第5段階
1.0
66,000円
民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
（基準額）
(御宿台・六軒町地区)を開催します
ら、周囲の生態系に被害を及ぼす特定外来生物に指定されていま
の合計が年間80万円を超える方
町では、高齢者の方が要介護状態にならないために、各区の集会 す。そのため、生きたままの運搬、保管や栽培、販売、譲渡、輸入、野
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額120万円未
所で体操や脳トレーニング等を行う巡回型元気いきいき教室を実施し 外への放出が外来生物法により禁止されています。取扱いにご注意
第6段階
1.2
79,200円
満の方
ください。
ます。
また、処分する際には、根や茎が残っているとそこから再生するた
近所の方をお誘いのうえ、皆さんのご参加をお待ちしています。
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額120万円以
め、根から引き抜いたうえで２～３日天日にさらして枯死させ、拡散防
第7段階
1.3
85,800円
【日時・場所】６月２５日（月） １３：３０～１５：００ 御宿台集会所
上の方
止のためビニール袋で包んでから燃えるごみとして処分してください。
７月 ２日（月） １３：３０～１５：００ 六軒町青年館
その場に放置すると種が散布されてしまいます。
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額200万円以
※他の地区は日程が近くなりましたらお知らせします。
第8段階
1.5
99,000円
詳しくは町ホームページをご覧ください。
上の方
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
ＨＰ http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/4/12.html
【対象】町内在住の６５歳以上の方
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額300万円以
第9段階
1.7
112,200円
※６５歳未満の方も見学できます。
上の方
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
若者就労支援機関 ちば南東部地域若者
（注）低所得者（第１段階の方）の保険料については、公費を投入し保 ※動きやすい服装でお越しください。
サポートステーションについて
険料の軽減を行っています。
【内容】簡単な体操・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等
（軽減前：基準額に対する割合 ０．５、保険料（年額）３３，０００円）
ちば南東部地域若者サポートステーション(通称：サポステ)では、
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
１５歳～３９歳の若者と、その家族を対象に就労支援を行っています。
平成３０年度の介護保険料にかかる納入通知は、７月中旬に個別
自立相談支援センターのご案内
就職活動等の悩みなど相談を受付けています。
にお知らせします。
仕事が見つからない、生活が苦しいなどのお困りごとの相談をお受け 【日時】月曜日～金曜日 ９：００～１７：００(年末年始、祝日を除く)
※また、現在特別徴収（年金天引き）の方は、平成２９年度の保険料
します。一人で抱えこまず、まずはご相談ください。
【場所】茂原市役所９階 茂原市道表１番地
率をもとに、仮徴収として納付されているところですが、同様に７月に
県から委託を受けた事務所の専門の支援員が、解決に向けた支援を行 【予約】月曜日～金曜日(祝日を除く) 利用料無料
年額の保険料を算定し、改めて納入通知と併せてお知らせします。
います。相談は無料です。電話、訪問、来所で相談をお受けします。
【問合せ】ちば南東部地域若者サポートステーション
【問合せ】保健福祉課 介護保険係（２階②窓口）
【問合せ】自立相談支援センター夷隅ひなた いすみ市大原８９２７-２
ＴＥＬ ０４７５－２３－５５１５ ＨＰ http://chiba-nanto-saposute.jp/
ＴＥＬ６８－６７１６
ＴＥＬ・ＦＡＸ ６４－６３８０
メールアドレス nanto.saposute@guitar.ocn.ne.jp

労働保険料の申告・納付はお早めに
労働保険料の年度更新手続きは、平成２９年度の概算保険料を精
算する「確定申告」と平成３０年度の見込み保険料「概算保険料」を申
告するものです。
申告・納付は千葉労働局労働保険徴収課、各労働基準監督署ま
たは最寄りの金融機関を通じて、お早めに手続きをしてください。
なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用
いただくと便利です。詳細は千葉労働局ホームページをご覧ください。
千葉県労働局 年度更新お知らせページ
ホーム＞ニュース＆トピックス＞トピックス＞２０１８年度
＞平成３０年度の労働保険の年度更新手続きについて
【期間】６月１日（金）から７月１０日（火）まで
【問合せ】千葉労働局労働保険徴収課 ＴＥＬ ０４３－２２１－４３１７

平成３０年度介護支援専門員実務研修
受講試験を実施します

千葉県社会福祉協議会では、千葉県の指定法人として、千葉県介
護支援専門員実務研修受講試験を実施します。
【日時】１０月１４日（日） １０：００～
【受験資格】医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期間以上の
実務経験のある方
※平成３０年度から受験資格要件が変更となります。詳しくは問い合わ
せ先へご確認ください。
【申込書配布期間】６月２９日（金）まで
【申込書配布場所】
役場保健福祉課、町社会福祉協議会、県高齢者福祉課、県健康
福祉センター、県社会福祉協議会、県福祉人材センター（ＪＲ千葉
駅前）
【受付期間】６月３０日（土）まで ※締切日消印有効
国民年金保険料の「後納制度」について
簡易書留による郵送受付のみです。
過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができ
【問合せ】千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
る「後納制度」が、平成２７年１０月１日から平成３０年９月までの３年間 〒２６０－８５０８ 千葉市中央区千葉港４－３
に限り実施されています。
ＴＥＬ ０４３－２０４－１６１０ ＦＡＸ ０４３－２４１－５１２１
後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の受給が ＨＰ http://www.chibakenshakyo.com/
できなかった方が受給資格を得られることがあります。
※すでに老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用は
「生き活きフェア」の開催について
できません。
長生・夷隅郡市の有志福祉施設が集まり、ハンディキャップを持つ人
※後納制度を利用するには、申し込みが必要となります。
たちの日ごろの日中活動の成果品などを販売することを通して、地域の
【問合せ】
人々に理解を深めてもらうことを目的に、生き活きフェアを開催します。
ねんきん加入者ダイヤル ＴＥＬ ０５７０－００３－００４
【日時】６月２３日（土）・２４日（日） １０：００～２０：００
千葉年金事務所国民年金課 ＴＥＬ ０４３－２４２－６３２０
※２４日は１９：００まで
【会場】茂原ショッピングプラザ アスモ（茂原市高師１７３５）
税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５
【販売内容】加工食品・パン・木工・手芸品・花苗等
【主催】長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会
千葉県立長生特別支援学校
【問合せ】社会福祉法人児童愛護会 青松学園
前期学校公開が開催されます
ＴＥＬ ０４７５－４２－３８６９
千葉県立長生特別支援学校では、以下のとおり学校公開が開催されます。
千葉県漁業士会が親子料理教室を開催
【日時】６月２９日(金) ９：３５～１２：００
【日時・場所】７月２１日(土)１０：３０～１３：００ 大原文化センター調理実習室
【場所】千葉県立長生特別支援学校(一宮町東浪見６７６７－７)
【対象者】小中学生の親子
【内容】学校の概要説明、施設設備や授業の様子の参観
【定員】１２組３５名程度(参加の可否を７月１２日頃に連絡します。)
【問合せ】ＴＥＬ ０４７５－４２－２４７０ 担当：教諭 渡邉、木村
【参加費用】無料
【申込方法】参加希望者の住所、名前(ふりがな)、年齢、電話番号を
公立小中学校の臨時的任用講師を募集
郵便はがき等に記載のうえ、郵送やＦＡＸにて問い合わせ先まで申し
千葉県の公立小中学校に勤務する講師を募集します。
込みください。
【募集職種】臨時的任用講師、養護教諭など
【応募締切】７月１０日(火)
【募集要件】教員免許所有者で、原則６５歳以下の方
【問合せ】〒２９９－５２２５ 勝浦市墨名８１５－１２
【問合せ】千葉県教育庁東上総教育事務所管理課
千葉県勝浦水産事務所改良普及課
ＴＥＬ ０４７５－２３－２８４８
ＴＥＬ ７３－０１０８ ＦＡＸ ７３－４６４４

犬のしつけ方教室を開催します
千葉県動物愛護センターでは、犬のしつけ方教室を開催します。
≪基礎講座≫※飼い犬は同伴できません。
【日時】７月５日（木）、８月２日（木）
受付 ９：３０～１０：００、受講時間 １０：００～１２：００
【受講料】無料
【募集人数】先着２０名（事前予約制）
≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。
【日時】７月５日（木）、８月２日（木）
受付 １２：３０～１３：００、受講時間 １３：００～１５：００
【受講料】３，０００円（消費税別）
【募集人数】３組以上１０組まで（事前予約制）
※実技講座は（公財） 千葉県動物保護管理協会が開催します。
【問合せ】（公財） 千葉県動物保護管理協会
ＴＥＬ ０４３－２１４－７８１４
≪パピークラス≫※飼い犬（生後６カ月くらいまで）と同伴です。
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び、模範的飼い主を目指します。
【日時】日程等は、問い合わせ後に調整します。
【受講料】無料
≪共通事項≫
【場所・問合せ】千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料 ７０９－１
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１

犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を開催
千葉県動物愛護センターでは、犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの
会を開催します。
≪一般譲渡会≫（直接予約時間にお越しください・無料）
動物愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。
【日時】７月１９日（木）、８月１１日（土）、９月６日（木）、９月２９日（土）
受付 ９：００～９：３０、開催時間 ９：３０～１２：００
※受付時間に遅れると参加できません。
≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料）
【日時】７月７日（土）、８月４日（土）、９月１日（土） ９：３０～１１：００
(犬猫の欲しい方
受付 ９：００～９：３０)
(犬猫をあげたい方 受付 ９：３０～１０：００)
※受付時間に遅れると参加できません。
≪共通事項≫
【場所・問合せ】千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料 ７０９－１
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１

