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お知らせ 

民民生生委委員員児児童童委委員員・・主主任任児児童童委委員員  
がが新新体体制制ににななりりままししたた  

各地区の民生委員児童委員・主任児童委員が１２月１日から
新体制でスタートしました。生活をする上 でお悩みの事がござい
ましたら、お気軽にご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＴＴＯＯＴＴＯＯ製製石石油油給給湯湯機機点点検検ののおお願願いい  
 １９９５年８月から１９９９年６月製造の TOTO 製石油給湯機（ボ
イラー）の一部の機種におきまして、給湯機部品の一部不具合に
より、「油漏れ発生→給湯機内部で発火→機器および周辺部へ
の延焼」に至る可能性があります。対象製品で未だ点検がお済
でない場合は、点検（部品交換）を無料で実施させていただきま
すので、ご一報ください。（点検済シールが貼ってありましたら、
点検は完了しておりますので、安心してお使いいただけます。） 
【型式名】ＲＰＥ３２Ｋ○○、ＲＰＥ４０Ｋ○○、ＲＰＥ４１Ｋ○○ 

ＲＰＨ３２Ｋ○○、ＲＰＨ４０Ｋ○○、ＲＰＨ４１Ｋ○○ 
【製造年月】１９９５年（平成７年）８月～１９９９年（平成１１年）６月 
       ※製造番号の頭４ケタが製造年月を表します。 
【問い合わせ】TOTO 株式会社 給湯機点検コールセンター 

フリーダイヤル ０１２０－４４４－３０９ 

 
お知らせ 

ササンンタタがが家家ににややっっててききたた！！  
 町青年団体連絡協議会では、“夢を育む奉仕”として、１２月 
２４日のクリスマスイブにサンタクロースに扮したスタッフが、ご家
庭を訪問し、お子さんに夢を届けるサンタクロース訪問事業を行
います。 
【対 象 者】御宿町在住の小学３年生までの児童を有する家庭 
【申込方法】公民館に用意してある申込用紙に必要事項を記入

し、公民館に提出してください。 
【申込期間】１２月１２日(水)～２１日(金) １７時まで 
※ お届けするプレゼント品については、各家庭で用意していた

だき公民館へお持ち下さい。(割れ物・なまもの・生き物の 
プレゼントはご遠慮下さい) 

【訪問日時】１２月２４日(月) １９：００～２１：００ 

多数のお申し込みをお待ちしております！ 
 

カカッッププルルササンンタタ・・レレデディィーーススササンンタタ･･  
女女性性ススタタッッフフをを募募集集  

今年ご結婚されたご夫婦による「カップルサンタ」をはじめ、訪
問事業のお手伝いをしてくださる｢レディースサンタ｣や「女性ス
タッフ」もあわせて募集しています。 
 ご協力いただける方は、公民館までご連絡下さい。 
【問い合わせ】公民館 TEL６８－２９４７ 
 

月月のの沙沙漠漠記記念念館館かかららののおお知知ららせせ  
“役者の魂を撮る” 

       『しゃっせ ただお写真展 in 御宿』開催中 
【開催期間】平成２０年１月２２日（火）まで 
○ギャラリー ・トーク（作品と背景の解説） 
   【日時】１２月１１日（火）、１２月１６日（日）［町民無料日］ 

平成２０年１月１０日（木）  各回１３：３０～１４：３０ 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８－６３８９ 
         （休館日：毎週水曜日、12/29～1/3） 

 
お知らせ 

税税金金のの納納付付ににつついいてて  
１２月２５日（火）は、固定資産税第４期および国民健康保険

税第６期の納期限です。忘れずに納付しましょう。 
【問い合わせ】税務課 TEL６８－６６９２ 
   
高高齢齢者者医医療療制制度度のの見見直直ししににつついいてて  
今般「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」に

おいて、高齢者医療制度について以下のとおり取りまとめられ
政府としても実施することとされましたので、その内容をお知ら
せします。 
 なお、今後、正式に内容が固まった段階で改めてお知らせさ
せていただく予定です。 
 
１．７０～７４歳の方（注１）の窓口負担について 

平成２０年４月から平成２１年３月までの一年間、窓口負担が
１割に据え置かれます。 

（注１）既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の
対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 

（注２）昨年の制度改正では、７０～７４歳の方の窓口負担につ
いては、平成２０年４月から２割負担に見直されることとさ
れていたものを１割に据え置くものです。 

 
２．後期高齢者医療制度における７５歳以上の被扶養者の保

険料について 
平成２０年４月から９月までの６ヵ月間は無料となり、平成２０
年１０月から平成２１年３月までの６ヵ月間は、頭割保険料額
（被保険者均等割）が９割軽減された額となります。 

[対象者] 
７５歳以上の方（注１）で後期高齢者医療の被保険者になる

日の前日（平成２０年３月３１日又は７５歳の誕生日の前日）に
おいて社会保険（注２）の被扶養者となっている方 
（注１）６５～７４歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。 
（注２）政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済

組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民
健康保険は該当しません。 

（注３）昨年の制度改正では、社会保険の被扶養者の方につい
ては、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属す
る月から２年間、被保険者均等割を５割軽減することとされ
ていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。 

【問い合わせ】住民水道課 TEL６８－６６９５ 

担当地区 　氏　　名 電話番号
佐藤　日出夫 ６８－３２９８

式田　薫 ６８－３４９１
片岡　正信 ６８－２４４１
伊藤　保子 ６８－３３８７

高山田 井上　宙丈 ６８－５２８１
濱井　良太 ６８－２６５６
石田　芳子 ６８－４８７７

井上　智惠美 ６８－３３７５
齊藤　廣惠 ６８－２３０９

小田島　明男 ６８－３２０５
佐藤　さち子 ６８－４１０９

柳　弘子 ６８－２２０８
石井　登志子 ６８－３４６６
水野　とみ子 ６８－３５５５

髙梨　孝 ６８－３０１２
渡邉　和子 ６８－３０９０

実　谷 浅野　智子 ６８－５１０９
本吉　幸子 ６８－２９０９

吉野　久美子 ６８－５２０１
立石　明子 ６８－７２４８
矢作　明子 ６８－８６７７

氏　　名 電話番号
千葉　理代 ６８－５４９２

海老根　雅恵 ６８－５６６７

御宿台

御宿町
　主任児童委員

上布施

岩和田

久　保

新　町

六軒町

浜

須　賀

御宿町民生委員児童委員



  
募 集 

県県立立長長生生高高等等技技術術専専門門校校  
平平成成２２００年年４４月月入入校校生生募募集集  

【募集科目】１．建築科（訓練期間１年 定員３０名） 
        ２．左官技術科（デュアル訓練） 

（訓練期間９ヶ月 定員１０名） 
        ３．住宅環境設計科（訓練期間１年 定員１５名） 
【選考方法】面接と適正試験により選考 

（設計科のみ学科試験あり） 
【応募期間】平成２０年１月４日（金）～平成２０年１月３０日（水） 
【選考日】平成２０年２月１３日（水） 
※雇用保険受給資格者は職業安定所へご相談ください。なお、

デュアル訓練は３５歳未満の方を対象とし、雇用保険の受給
はできませんのでご注意ください。 

【申し込み・問い合わせ】 
〒２９９－４３３２ 長生郡長生村金田２８１１ 
県立長生高等技術専門校 TEL０４７５－３２－２１０２ 
（URL）http://www.pref.chiba.lg.jp/gisen/chousei/ 
 

平平成成２２００年年住住宅宅・・土土地地統統計計調調査査のの  
標標語語（（キキャャッッチチココピピーー））募募集集  

 総務省統計局では、平成２０年１０月１日現在で「平成２０年住
宅・土地統計調査」を実施します。 
 この調査の結果により、日本の住宅の数、住宅の種類や設
備、居住している世帯の状況、土地の保有状況など私たちの住
生活に関するさまざまなことがわかります。 
 そこで、この調査が行われることを多くの人に知ってもらい、調
査が円滑に実施できるよう、調査のイメージにあった標語（キャッ
チコピー）を募集します。 
 入選作品（特選１点、佳作３点）には、賞状と記念品を授与しま
す。なお、入選作品について、著作権法に規定するすべての権
利を総務省統計局に無償で譲渡するものとします。 
【応募方法】応募は、一人一点とし、未発表で、自作のものに限

ります。（作品の返却はしません。）応募は、応募先
に作品、氏名、性別、年齢、住所、電話番号、職業
（小・中・高生は学年）を明記してください。 

【応募先】 
①はがき 〒１６２－８６６８ 東京都新宿区若松町１９－１ 
      総務省統計局国勢統計課 住宅・土地調査広報担当 
②電子メール housing-land@stat.go.jp 
③「とうけいプラザ」（東京タワービル４F）で応募 
【応募締切】平成２０年２月１１日（月） ※当日必着 
【問い合わせ】 

総務省統計局国勢統計課 住宅・土地調査広報担当 
TEL０３－５２７３－１１５５ 

  
お知らせ 

第第６６回回夷夷隅隅川川流流域域委委員員会会開開催催  
地域の意見を反映した「川づくり」を行うため、県では「第６回夷隅川

流域委員会」を開催します。 
【テーマ】「大多喜ダム建設事業の事業再評価」について 
【日程】１２月２６日（水） １４：００～１５：３０ 
【場所】ヴィラ・スピカ そとぼう 大会議室 

（いすみ市岬町和泉４４３７－１０ TEL８７－７１１１） 
※傍聴は会場の都合により先着２０名程度とさせていただきます。 
【問い合わせ】千葉県夷隅地域整備センター  TEL６２－３３１１ 
 

所所得得税税のの還還付付申申告告はは  
１１月月かからら出出来来まますす  

次のような場合で、平成１９年分の所得税として源泉徴収され
た税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、茂
原税務署で、平成２０年１月４日（金）から税金の還付を受けるた
めの申告（還付申告）をすることができます。（土・日・祝を除く） 

①年末調整済の給与所得者が、医療費控除や住宅ローン控
除などを受ける場合 

②公的年金を受給していて、それ以外に申告すべき所得が
ない場合（所得控除等の関係で、税金が還付される場合と
納税となる場合があります。） 

③平成１９年の中途で退職し、年末調整を受けなかった場合 
 

確定申告期間中（２月１８日～３月１７日）は税務署が大変混
み合いますので、確定申告期間前に申告されることをお勧めし
ます。また、署外での申告相談と確定申告書の受付を次の日程
で行います。 

開　催　日 会　　　場 所　在　地 時　　間

H20.2.6（水）
茂原市

総合市民センター 茂原市町保12-20

H20.2.7（木）
いすみ市役所

（岬庁舎）
いすみ市岬町長者549

H20.2.8（金）
H20.2.13（水）

茂原市
総合市民センター

茂原市町保12-20

 9:30～12:00
13:00～16:30

(相談受付は15:30まで)

  
国税庁 HP（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コー

ナー」で所得税・消費税の確定申告書が作成できます。また、作
成した申告書情報を利用して電子申告（e-Tax）することもできま
す。 
※平成１９年分の所得税の申告を、本人の電子署名と電子証明

書を利用して電子申告する場合、所得税額から５，０００円（所
得税額を限度）を控除することができます。詳しくは、e-Tax の
HP（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。 

【問い合わせ】茂原税務署 個人課税第１部門 
         TEL０４７５－２２－２１６６ 

 
募 集 

ＮＮＨＨＫＫ学学園園  
平平成成２２００年年度度入入学学生生・・受受講講生生募募集集  

 
ＮＨＫ学園では、広域通信制高等学校、福祉通信教育およ

び生涯学習通信講座の学生・受講者を募集しています。 
 
【募集内容】 
○高等学校 普通科 

（NHK の放送を利用して３年で高校卒業資格取得） 
○専攻科 社会福祉コース（介護福祉士受験資格取得・２年制） 
○社会福祉士養成課程（社会福祉士受験資格取得・２年制） 
○生涯学習通信講座（趣味から資格まで全２００コース以上） 
 
【応募期間】 
○高等学校 普通科 平成２０年２月１日（金）～４月２０日（日） 
○専攻科 社会福祉コース 
  一次募集 １２月２０日（木）～平成２０年１月２１日（月） 
  二次募集 平成２０年２月２０日（水）～３月１７日（月） 
○社会福祉士養成課程 
  一次募集 １２月１日（土）～平成２０年１月２３日（水） 
  二次募集 平成２０年２月１日（金）～３月５日（水） 
○生涯学習通信講座 通年申込受付 
【問い合わせ】NHK 学園 TEL０４２－５７２－３１５１ 
                （フリーダイヤル０１２０－０６－８８８１） 
 

千千葉葉県県育育英英会会館館学学生生寮寮のの寮寮生生募募集集  
 （財）千葉県育英会館では、学生寮の寮生を募集します。この
寮は、県内出身の大学生の経済的負担を軽くするとともに、共
同生活を通じて教養を高めたり、人間関係を学びながら、健全
な学生生活が送れるよう設置されている学生寮です。 
【応募資格】千葉県出身で、平成２０年度に４年制大学に入学予

定の男子学生または既に大学に在学している男子学生 
【募集定員】約１０人(新入生を主として募集します) 
【所在地】市川市国府台１－５－２０ 
【交通】JR 市川駅からバス７分、京成国府台駅から徒歩１０分 
【寮費等】月額 約３９，０００円(朝夕食事込み) 
【応募期間】平成２０年１月１６日(水)～３月１４日(金) 
【選考日】第１回：平成２０年２月２６日(火) 

第２回：平成２０年３月１９日(水) 
【問い合わせ】（財）千葉県育英会館学生寮 

TEL０４７－３７２－９８４６ 


