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（事業資金融資）
日本政策金融公庫
小田原支店　融資相談係
☎２３−３１７５
（国の教育ローン）
教育ローンコールセンター
☎０５７０−００８６５６（ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ）
または
☎０３−５３２１−８６５６

１０月１日から国民年金保険料の
納付勧奨は民間委託（市場化テス
ト）を実施しています。

「競争の導入による公共サービス
の改革に関する法律」に基づき、
国民年金保険料が未納となってい
るかたに対して社会保険庁から委
託を受けた民間事業者が電話や文
書、戸別訪問などで国民年金保険
料の納付のご案内をしています。

受託業者
（株）もしもしホットライン

※民間事業者に提供する個人情報
　は、「個人情報の保護に関する
　法律」や本事業に係る委託契約
　書などに基づき、目的外使用や
　閲覧、漏

ろうえい

洩、複写などを禁じる
　など厳格な安全管理措置を講じ
　ています。

小田原社会保険事務所
　国民年金課　☎２２−１３９４

１０月１日から免除基準が次のと
おり変わりました。

全額免除
◆｢身体障害者｣｢知的障害者｣「精    
　神障害者」が世帯構成員であ 
　り、同居の世帯全員が市町村民
　税（住民税）非課税の場合に全
　額免除となりました。
※従来の「身体障害者」「重度の
　知的障害者」から対象が拡大さ
　れています。
※生活状態の条件が「市町村民税
　非課税」に統一されています。

半額免除
◆視覚・聴覚障害者が世帯主の場
　合に半額免除となりました。
※視覚・聴覚障害者の免除基準の
　変更はありません。
◆重度の障害者〔身体障害者（内
　部機能障害などを追加）、知的 
　障害者、精神障害者〕が世帯主
　かつ受信契約者の場合に、半額
　免除となります。
※従来の「重度の肢体不自由」か
　ら対象が拡大されています。

申請方法
　福祉課にある放送受信料免除申
請書（全額免除・半額免除）に記
入し、町の証明を受けた申請書を
ＮＨＫに郵送で提出してください。
なお、免除は申請があった月以降
の期間（月単位）が対象となりま
す。
持ち物
　身体障害者手帳、療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳、印鑑

福祉課　☎８４-０３１６

日時　１１月２８日(金)〜３０日（日）　
　　　９時〜１８時
　　　３０日（日）は１７時まで
場所　小田原市民会館１・３階
　　　ロビー、３階小ホール
展示数　入賞全作品５,４３７点

表彰式
日時　１１月３０日（日） １０時〜
場所　 小田原市民会館大ホール

 

(社)小田原青色申告会事務局　
　☎２４-２６１３

　事業資金融資や国の教育ローン
の相談を受け付けています。
　事業資金融資は、商品仕入れ資
金、ボーナス資金、諸経費支払資
金などの運転資金や店舗改装、機
械購入などの設備資金に利用でき
ます。
　また、国の教育ローンは、大
学・高校などに入学・在学するか
たの保護者が利用できます。

11/1〜4

11/5〜11

11/12〜18

11/19〜25

11/26〜12/2

(株) 西湘設備工業 ☎ 82-9916

(株) 神成工業 ☎ 74-0393

(株) キタムラ ☎ 82-0721

(有) 共和衛生工業 ☎ 82-0030

(有) 草柳設備 ☎ 82-6323

当番期間　　　漏水当番水道業者

人口と世帯　10 月 1 日現在
　　　　　　（　）内は前月比 
◆人　口　16,205 人（0）
　　　男　  7,953 人（△ 7）
　　　女　  8,252 人（7）
◆世帯数  5,661 世帯（0）
　※平成 17 年国勢調査からの推計です。

　　
安全データ　9 月分
　　　　　（　）内は 1 月からの累計

◆交通事故件数　6 件（51）
　死亡 0 人（0）
　重傷 0 人（3）　
　軽傷 10 人（63）
◆火災発生件数　0 件
◆救急出動回数　40 件（339）
　　
降　水　量　9 月分
　　　　　　　（　）内は昨年 8 月分

◆降水量　271.5 ｍｍ（383）　
◆降雨日　11 日（9）

ご み の 量　9 月分
　　　　　　　（　）内は昨年 9 月分

◆もえるごみの量 274ｔ（256）

●納期 12 月 1日（月）
・国民健康保険税（6 期）
・介護保険料（6 期）
・上・下水道使用料（4 期）
・後期高齢者医療保険料（5 期）
　※毎月納付以外のものを記載しています。

●漏水当番
　道路などで漏水を発見したら、
　役場または次の指定業者に連絡
　してください。

　会社の健康保険に加入されてい
た７５歳以上のかたが、後期高齢
者医療制度（長寿医療制度）に移
られることで、６５歳以上の被扶
養者（配偶者など）のかたが国民
健康保険に加入される場合、申請
していただくことで、次のとおり
２年間保険税が軽減されます。
　①加入されるかたの所得割額、
　　資産割額にかかる保険税が
　　賦課されません。
　②加入されるかた１人あたりに
　　賦課される均等割額が半額に
　　なります。
　③６５歳以上の旧被扶養者のみ
　　で構成される世帯の場合、世
　　帯別で賦課される平等割額　
　　が半額になります。
申請方法
　印鑑、国民健康保険被保険者証
（保険証）を持参のうえ、総合窓
口課年金・医療担当へ申請してく
ださい。

総合窓口課　☎８４−０３１５

日程　１０月１９日（日）
場所　水辺スポーツ公園
結果　優　勝　下島
　　　準優勝　上島Ａ
　　　３　位　牛島、
　　　　　　　上島Ｂ

日程　１０月１１日（土）〜１３日（月）
場所　佐伯総合運動公園
　　　佐伯市民総合プール
　　  （大分県）
結果　
　知的障害者青年女子／
　２５ｍ自由形（区分２７）競技№６６
　　　　　　　　　　　　５　位
　５０ｍ自由形（区分２７）競技№９
　　　　　　　　　　　　６　位

　渡部　沙知子さん（中家村）

日程　１０月５日（日）
場所　水辺スポーツ公園

結果　
団体の部／優勝　　下島
　　　　　準優勝　円中
　　　　　第３位　牛島
個人の部・男子／（敬称略）
　　優　勝　鳥海　達雄（円中）
　　準優勝　五ノ井定夫（下島）
　　３　位　渡辺　武規（下島）
個人の部・女子／（敬称略）
　　優　勝　小野テル子（中家村）
　　準優勝　上林　成子（上延沢）
　　３　位　小澤　幸子（中家村）

結果　　　優　勝　宮台
　　　　　準優勝　上延沢
　　　　　３　位　岡野金井島

案　　内
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