ふれあい通信なおしまだより

故障かなっと思ったら

ボリューム・放送時間帯を確認してください。
故障受け付けは、113 番へお願いします。
11月16日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。 移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持参し、手続をしてください。
オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課
どうぞ、お楽しみください。
892−2222まで、お気軽にお問い合わせください。
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16日（火） 邦楽3ヶ月前ヒット曲（新譜・最新ヒット曲）

1日（水） ヒップホップ、ラップ（ダンス／ソウル）

17日（水） 邦楽アルバムダイジェスト（新譜・最新ヒット曲）

2日（木） 最新ダンスミュージック（ダンス／ソウル）

18日（木） 洋・邦ヒット曲ミックス（ドラマ主題歌・CM曲など）
（新譜・最新ヒット曲）

3日（金） トランス（ダンス／ソウル）
6日（月） ユーロビート（ダンス／ソウル）

19日（金） 洋楽チャート（新譜・最新ヒット曲）

7日（火） クラシック新譜アルバム（クラシック）

22日（月） 洋楽新譜おすすめシングル（新譜・最新ヒット曲）

8日（水） 作曲家・演奏家特集（クラシック）

24日（水） 邦楽年代別ヒット曲（20××）
（懐かしの名曲・ヒット曲）

9日（木） 交響曲、管弦楽曲、協奏曲（クラシック）

25日（木） 邦楽年代別ヒット曲（19××）
（懐かしの名曲・ヒット曲）

10日（金） 室内楽曲、器楽曲（クラシック）

26日（金） 90年代邦楽ヒット曲（懐かしの名曲・ヒット曲）

13日（月） オペラ、声楽曲（クラシック）

29日（月） 80年代邦楽ヒット曲（懐かしの名曲・ヒット曲）

14日（火） 洋楽ラヴバラード（リラックスサウンド）

30日（火） R＆B、
ソウル（ダンス／ソウル）

15日（水） カフェ・ミュージック（リラックスサウンド）

※音楽（4チャンネル）の放送時間は6：30〜24：00です。
※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。

直島町職員（一般行政）の募集
（２次募集）
募集期間 平成22年11月１日（月）
〜平成22年11月19日（金）
募集人員 一般行政事務１名程度
受験資格
昭和50年４月２日から平成元年４月１日
までに生まれた者で、大学を卒業した者及
び平成23年３月31日までに卒業見込みで
ある者で、採用後は、直島町に居住可能な
者
試 験 日
第１次試験（筆 記）
平成22年12月５日（日）
第２次試験（面 接）
平成22年12月中旬〜下旬の平日
申込方法
役場総務課に備え付けの申込書により申し
込んでください。

お問い合わせ先
役場総務課人事担当 ☎892-2222
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年
平成２２

秋季全国火災予防運動

期

間

11月９日〜11月15日までの７日間
統一標語

『「消したかな」あなたを守る合言葉』
重点目標

１．住宅防火対策の推進
２．放火火災・連続放火火災防止対策の推進
３．特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
４．製品火災の発生防止に向けた取組の推進
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

−３つの習慣・４つの対策−
３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類、及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる。
※町消防団でも、週間中、消防車による巡回広報をはじめいろ
いろなキャンペ−ンを実施します。

2010.11

年金受給者のみなさまへ
『扶養親族等申告書』
は
期限までに提出しましょう

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を～
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告にお
いて全額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から12月31日までに納付した保険料が
対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払った
ことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成22 年１月１日から９月30日までの
間に国民年金保険料を納付された方については、
「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年10
月下旬から11月上旬に日本年金機構本部から送付さ
れますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの
証明書（又は領収証書）を添付してください。
また、10月１日から12月31日までの間に今年はじ
めて国民年金保険料を納付された方については、来
年１月下旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ
いてのご照会は、年金事務所へ問い合わせください。

【第42回】
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老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得とし
て所得税の課税対象とされています。
（障害年金・遺
族年金は課税されません。
）
課税対象となる受給者の方には、毎年11月上旬ま
でに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付され
ますので、12月１日の提出期限までに必ず提出して
ください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる
所得税の源泉徴収税額が決まります。もし、提出を
忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収
税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要
です。
平成23年分
「扶養親族等申告書」
が送付される方
年齢

65歳未満

年金額が108万円以上

65歳以上

年金額が158万円以上

お問い合わせ先
高松西年金事務所
役場住民福祉課

ラ

ム

822-2841
892-2226

直島町立（ふれあい）診療所
医師
山本 遥平

過 活 動 膀 胱（かかつどうぼうこう）
過活動膀胱は高齢者に多い病気で、主な症状は

①日中にトイレに行く回数が多い（７回以上）
②夜寝てから朝起きるまでにトイレに行く回数が多い（１～２回以上）
③急にトイレに行きたくなり、我慢することが難しい（週に１回以上）
④急にトイレに行きたくなり、我慢できずに漏らしてしまう（週に１回以上）
といったものです。
この症状が病気だと認められたのは最近になってからで、これまでは歳のせいと考えられていたり、手術など
による神経障害からくる神経因性膀胱という病気で一括りにされたりしていました。
診断は上に書いてある４つの自覚症状（自分で感じている症状）でつけます。男の人の場合、同じような症状
になる前立腺肥大症を合併している場合もあるので、可能であればトイレに行った後の腹部超音波検査で残尿が
ないか確認しておいたほうがいいと思います。
ちなみに膀胱は最大400～500㎖の尿を溜めることができますが、過活動膀胱の人は100㎖溜まった状態で我
慢ができなくなります。これは内服薬でも改善できますが、骨盤底筋体操といったトレーニングでもある程度解
消できます。
また、夜寝る前 1 時間の間に水分を摂ると、摂った分だけ夜寝た後トイレに起き
てしまいます。大体コップ 1 杯飲むと 1 回トイレに起きます。夜のトイレの回数が
多いなと思う人は寝る前の水分摂取を少なめにしてみるのも 1 つの手です。勿論水
分制限しすぎて脱水になってしまっては本末転倒なので、やりすぎには注意してく
ださい。
治療には抗コリン薬という内服薬を使います。男性の場合は前立腺肥大症の合併
が多いため、まずはそちらの治療薬であるα１阻害薬を使ってから効果が十分でな
い場合に抗コリン薬を使うようになります。
薬を飲んでも体操を試してもなかなか効果が実感できない症状ですが、気になる
方は診療所かかかりつけの先生に相談してみて下さい。
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◎日

人権相談
時 12 月 7 日（火）

◎日

行政相談
時 11 月 19 日（金）

10：00 ～ 12：00
◎場

所

◎相談員

1

西部公民館

◎場

髙橋
大林

◎相談員

勝
茂樹

※お気軽にご相談ください。

12月４日から10日までの１週間は
「第62回人権週間」です
人権週間は、昭和23年12月10日国連総会において、
世界人権宣言が採択された日を記念してできたものです。
「人権」というのは、人間らしい幸せな生活を営む
のに必要な権利です。お互いの人権が尊重される明
るい世の中にしたいものです。
高松法務局と香川県人権擁護委員連合会では、平
成22年度啓発活動重点目標を『みんなで築こう 人
権の世紀 ～考えよう 相手の気持ち 育てよう
思いやりの心～』と定め、次の事項を強調事項として
啓発活動に取り組んでいます。
◦女性の人権を守ろう
◦子どもの人権を守ろう
◦高齢者を大切にする心を育てよう
◦障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
◦部落差別をなくそう
◦アイヌの人々に対する理解を深めよう
◦外国人の人権を尊重しよう
◦HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
◦刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
◦犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
◦インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
◦ホームレスに対する偏見をなくそう
◦性的指向を理由とする差別をなくそう
◦性同一性障害を理由とする差別をなくそう
◦北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
◦人身取引をなくそう
正しい理解を深め、みんなの力で温もりのある明るい
町をつくりましょう。

県営住宅入居者募集について
直島町では、県営住宅直島団地の入居者を次の
とおり募集します。
１．場
所 直島町4143番地12（才ノ神）
２．募集戸数 ２ＬＤＫ（65.56㎡） １戸
３．家
賃 ２ＬＤＫ 28,000円～48,000円
※別途、共益費 4,000円が必要です。
４．入居資格
① 住宅を必要としている者であること。
② 同居親族、または同居しようとする親族があること。
③ 世帯員全員の所得合算が所定の基準に該当すること。
④ 県税等の滞納がないこと。
⑤ 過 去に県営住宅の家賃・退去修繕費等の滞納
がないこと。
⑥ その者、または、現に同居し、もしくは同居し
ようとする親族が暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
第２条第６号に規定する暴力団員でない方。
など
５．受付期間
平成22年11月18日㈭まで
６．申込方法
「県営住宅入居申込整理票」等の提
出によります。
７．抽 選 日
平成22年11月24日㈬
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10：00 ～ 12：00
所

西部公民館
堀口

佳章

※お気軽にご相談ください。

８．入居予定日 平成22年12月 １ 日㈬
９．申し込み・問い合わせ先
役場建設経済課（電話 892-2224）

「年末調整」
説明会の開催日程
今年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、給与の支払いを受ける人について、
毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した
税額と、その年に納めなければならない税額とを比
べて、その過不足を精算する手続きです。
給与所得者の大部分は、この「年末調整」によっ
てその年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告
の手続きをとる必要がないことからも、非常に大切
な手続きです。
このため、高松税務署では、次のとおり説明会を
開催します。
日
場

時
所

平成22年 11月24日㈬ 午後０：30～午後２：00
直島町商工会館

年末調整関係書類を事前にお送りしますので、ご来
場の際には必ずお持ちください。
（お問い合わせ先）〒760-0018 高松市天神前2-10
高松税務署 法人課税第3部門・管理運営第1部門
電話 861-4121

相続又は贈与等に係る生命（損害）
保険契約等に基づく年金の税務上の
取扱いの変更について
相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保
険契約等に係る年金の所得税の取扱いを改めること
としました。
この取扱いの変更により、所得税の還付を受ける
ことができる場合があります。詳しくは、国税庁ホー
ムページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、税
務署にお問合わせください。
（お問い合わせ先）〒 760-0018 高松市天神前2-10
高松税務署 個人課税部門 電話 861-4121

弁護士・司法書士による
多重債務者無料相談会
日時：平成22年12月12日㈰ 10時～16時
場所：①県弁護士会館（高松市丸の内２－22）
②県仲多度合同庁舎
（善通寺市生野本町１丁目１－12）
人数：①②各20人（先着順、電話予約が必要です。
）
申込期間：11月16日㈫～12月10日㈮
予約先：県庁県民活動・男女共同参画課
電話 832-3175、3172

2010.11

知ってください

退職者医療制度
会社などを
退職し、国
保に加入

国保のこと!!

長い間勤めていた会社などを退職し、国民健康保険に加入している方の
うち、年金を受給している65歳未満の方とその被扶養者で下記の要件を
満たしている方は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

年金受給権
を取得

14日以内に
役場住民福
祉課へ届出

年金証書が
届く

（支給申請）

年金受給権が発生した日から退職者
医療制度適用の資格を得ます。

「退職被保険
者証」で医療
を受ける

退職被保険者証の交付

●退職者医療制度に該当する人

退職被保険者となる人

①国民健康保険に加入していること
②65歳未満の方
③厚生年金、共済年金等の老齢（退職）年金を受けられる方で、年金制度の加入
期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方（ただし、国
民年金は除きます。）
※なお、障害年金や遺族年金を受けているため、上記の年金が支給停止となって
いる方も対象となります。ただし、若年停止の方は対象となりません。
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持
している次の人です。

被 扶 養 者となる人

①退職被保険者の直系尊属、配偶者（内縁でもよい）、３親等内の親族、または
配偶者の父母と子
②国保の加入者でかつ65歳未満の方
③年収が130万円未満であること（60歳以上の方や障害者は180万円未満）

●退職被保険者等の届出
該当する方は、年金証書が届いてから（または、任意継
続保険等をやめてから）14日以内に役場住民福祉課へ次
のものを持参のうえ、届出をして一般の国保とは違う「国
民健康保険退職被保険者証」の交付を受けてください。

[届出に必要なもの]
○国民健康保険証（任意継続保険証）
○年金証書（被保険者期間の載っているもの）
○印鑑

任意継続
会社などを退職しても一定の条件を満たせば、引き続きその職場の医療保険に加入することができます。これを任意
継続といいます。期間は最高２年間です。

●お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提
出して受診します。一部負担金は右の図のとおりです。
※外来の薬剤にかかる一部負担、入院時の食事代について
は別途負担します。

退職被保険者
（本人）

被 扶 養 者
（扶養家族）

外

来

３割負担

３割負担

入

院

３割負担

３割負担

★「健康ウォーキング ウォーキング de ダイエット」開催日
実

施

日

12月10日（金）

時

間

午後６時30分〜８時
(受付 午後５時30分〜)

場

西

部

所

公

民

館

ご不明な点がありましたらお気軽に下記までご連絡下さい。

国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課国民健康保険係（☎892−2223）まで
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赤ちゃん誕生
︵敬称略︶

お父さん
お母さん

誠一
美紀

すこやかな成長をお祈りします

区
・

らい と

礼人

年齢

︵敬称略︶

名

名月を賜杯に浮かべ飲みほせり

節子

花子

敏子

一雨の一気に秋をもたらせり

朝刊の拾ひ読みして今朝の秋

寿之

日出子

古民家の柱の古傷秋の風

宵の星新涼の香をとどけをり

規子

照穂

曼珠沙華備前の壺に凛と立つ

白壁を溢れ出てをり萩の花

照穂

すすき

見送りの母の姿や里芒

宮田 陽

※参加を希望される方は、東讃保健福祉事務所へ12 月３日（金）
まで申込みください（定員になり次第、締め切ります）。

誕生日
なまえ

菊地
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（香川県人権擁護委員連合会事務局長、元西日本放送アナウンサー）

［定員］100名

地

宮ノ浦

おくやみ

氏

生司

時男

庄平

領大

小三郎

つつしんでご冥福をお祈りします

区

石井

地

武部

森

松村

宮ノ浦

宮本

村

宮ノ浦

本

村

宮ノ浦

本
すず かぜ か せん きん

講師：蓮井孝夫先生

草刈りのあとの涼風価千金

［日時］平成22年12月７日（火）14：00〜15：30
［場所］三木町文化交流プラザ 第2・3会議室
（木田郡三木町大字鹿伏360）
［内容］講演『あなたは、あなたのままのあなたでいい
んです』〜うつと向き合い、うつを支え合い、
うつに寄り添う〜

寄付のお礼

▼積浦の西田秀夫様より亡妻西田勝子
様の香典返しとして積浦自治会︑直
島町婦人会積浦支部︑直島町立診療
所に対して金一封のご寄付がありま
した︒
▼才ノ神の石井博之様より亡父石井時
男様の香典返しとして本村長寿会︑
香川県身体障害者協会香川郡支部直
島町分会︑直島女文楽︑本村太鼓同
好会︑直島町立診療所︑直島町社会
福祉協議会に対して金一封のご寄付
がありました︒
▼宮ノ浦の武部伸吾様より亡父武部庄
平様の香典返しとして宮ノ浦自治会︑
直島小学校︑直島町立診療所に対し
て金一封のご寄付がありました︒
▼三菱マテリアル直島生活協同組合様
より直島町給食センター︑直島幼児
学園︵幼稚部︑保育部︶に対して︑
金一封のご寄付がありました︒
▼国際ゾンタ高松ゾンタクラブ様より
和船舞台﹁直島女文楽丸﹂の製作と
して直島女文楽に対して金一封のご
寄付がありました︒

うつ予防講演会のご案内

86 1 77 77 61
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申し込み・問い合わせ先

香川県東讃保健福祉事務所 保健対策課 山白・久保
☎0879 29 8263

『雇用と生活』に関する無料相談会
日

時：平成22年12月14日（火）・15日（水）
午前10時〜午後３時
場
所：香川県弁護士会館
（高松市丸の内2 22 ☎822 3693）
相談方法：電話相談（予約不要）及び面談相談（予約
制）実施
実施目的：昨今の経済不況の中で非正規労働者を中心
に雇用を打ち切られ、生活に困難を来して
いる人が全国的に急増しています。これら
の離職者の中には違法解雇、給与未払など
の雇用の問題を抱え、また、雇用保険を利
用できず、消費者金融からの借入れを増や
したり、住居までも失うなど、生活が立ち
ゆかなくなっている人が少なくありません。
そこで、雇用や生活の問題を抱えた市民の
ニーズに対応し、生活に困窮する市民を支
援する契機とすべく、解雇、賃金未払等の
労働問題及び、公的貸付、多重債務等の生
活問題について弁護士が無料で適切なアド
バイスを行う『雇用と生活』に関する無料
相談会を実施いたします。
主
催：香川県弁護士会／日本弁護士連合会
お問い合わせ先

香川県弁護士会事務局 ☎822 3693 まで
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平成22年

チヌ釣り大会成績

10月１日から10月31日までの間実施いたしました、「平
成22年チヌ釣り大会」の参加者数は延442名でした。多数
の方々にご参加いただき、心より感謝申し上げます。
なお、入賞された方々は下記のとおりです。おめでとう
ございます。
１．大会期間中の総釣揚量の部（町長賞）
１位（直島町）山中 政直 様 4.85 kg
２位（倉敷市）多田 仁郎 様 4.70 kg
３位（直島町）小林 康信 様 3.20 kg
４位（岡山市）武田 典雄 様 1.80 kg
５位（備前市）貞友 二郎 様 1.70 kg
２．１日の釣揚量の部（町長賞）
１位（岡山市）河本
孝 様 3.30
２位（岡山市）篠原 隆平 様 2.90
３位（岡山市）三宅 可一 様 1.90
４位（岡山市）光畑 秀寅 様 1.30
５位（備前市）毛利 将康 様 1.20

kg
kg
kg
kg
kg

３．１匹の最長寸の部（議長賞）
１位（直島町）大谷 公彦 様 36.5
２位（岡山市）木村 健生 様 36.0
３位（直島町）浜垣 正晴 様 35.5
４位（岡山市）明田 邦正 様 35.0
５位（岡山市）近藤
誠 様 33.5

cm
cm
cm
cm
cm

※また、例年どおり12/16〜翌年1/14の間は休園となり、1/15〜2/28の期間中は、
新春メバル釣り大会を開催いたします。（火曜日は休園）

