９月２０日（日）は御宿町議会議員
一般選挙の投票予定日です
投票時間は、７：００～２０：００です。棄権することなく投票しま
しょう。投票日当日、仕事、レジャー、冠婚葬祭等で投票所に行
けない場合は、以下のとおり期日前投票ができます。
【期間】９月１６日（水）～９月１９日（土）８：３０～２０：００
【場所】役場２階 中会議室
○不在者投票制度について
・御宿町以外の選挙管理委員会における不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで御宿町以外の市区町村に滞
在しているため、当日投票及び期日前投票ができない方は、滞
在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。
・指定病院等における不在者投票
千葉県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入
所している方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しく
は、町選挙管理委員会又は病院長等にお問い合わせください。
○選挙公報について
選挙公報の配布は、９月１７日頃に新聞折り込みで実施する
予定です。新聞未購読世帯の方は、新聞折り込み後に、以下
の場所で配布を予定していますので、ご利用ください。
≪配布場所≫
役場２階選挙管理委員会、町公民館、月の沙漠記念館、
町Ｂ＆Ｇ海洋センター、御宿岩和田漁協本所・御宿支所、布施
郵便局、㈱西武プロパティーズ御宿台営業所、ラビドール御宿
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１

おんじゅく
お知らせ版

～平成２７年１０月５日マイナンバー制度スタート～

震災避難者、DV（配偶者暴力）
・ストーカー・
児童虐待等で避難している方の手続き

個人番号が住民票のある方全てに付番され、住民票の住所
に通知カードが送付されます。住民票の住所と異なる場所にお
発行日 平成２７年８月２５日 ＮＯ．６７９
住まいの方には、通知カードを皆さんに確実に届けられるよう、
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
住所の変更をしていただくことが基本となります。
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
ただし、震災避難者の方、DV（配偶者暴力）・ストーカー・児
Twitter @KohoOnjuku
童虐待等の被害を受けている方で、住民票の住所に通知カー
★Twitter アラートの配信を行っています★
ドを送付することで新たな被害が発生する可能性がある方につ
いては、申し出により通知カードの送付先の変更をすることが可
清掃センター作業員を募集します
能です。
町では、以下のとおり清掃センター作業員を募集します。
【勤務内容】塵芥車での町内のごみ収集及び場内にて分別作業 【受付期間】９月３０日（水）まで（郵送の場合は必着）
【変更手続きの方法】
※１０月１日より勤務
・申請書（町役場窓口及びホームページより入手できます。）
【勤務時間】８：３０～１７：１５
・添付書類（本人確認ができる書類等）
【募集人数】２名
住民票のある市区町村の窓口または郵送により申請をしてく
【応募要件】心身ともに健康な方 年齢不問（６５歳定年）
ださい。
普通自動車運転免許を有する方
【対象となる方】
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、
９月４日（金）までに役場総務課（４階③窓口）へ提 ①東日本大震災避難者で住所地以外の場所へ避難している方
②DV 等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
出してください。※郵送可 締切日必着
③医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、
【面接日】９月８日(火)
住所地に誰も居住していない方
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２
④上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において
御宿町役場 総務課 行政班
通知カードの送付ができない方
ＴＥＬ ６８－２５１１
※現在お住まいの市区町村に転入手続きをすれば、その住所
に通知カードが送付されます。
自動車税（県税）の会計室窓口での納付状況
役場会計室での自動車税の納付につきまして、多くの皆さん ※DV 被害を受けている方等は、転入先の市町村で「支援措
置」の申し出をしてください。加害者等への「住民票の写し」
ゆるキャラグランプリ２０１５
のご協力をいただき、ありがとうございました。
などの交付について制限をします。
７月３１日現在の町での取扱状況は、次のとおりです。
エビアミーゴに投票をお願いします
【問い合わせ】税務住民課 住民班 TEL ６８－６６９５
【取扱件数】４８３件
現在、ゆるキャラグランプリ２０１５が開催されています。
保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６
御宿町のシンボルキャラクター「エビアミーゴ」もエントリーして 【納付額】１７，３７４，５００円
【県からの手数料交付見込額】３４７，４９０円
いますので、皆さんの応援をよろしくお願いします。
９月の「心配ごと相談所」開設日
【問い合わせ】会計室 TEL ６８－６６９１
【投票期間】８月１７日（月）～１１月１６日（月）
９月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
【投票方法】公式サイトにて投票 ID を登録し、１メールアドレスに
つき１日１回、期間中は毎日投票できます。
開設日
場所
相談内容
在宅医療用廃棄物の取り扱いについて
「ゆるキャラグランプリ２０１５」公式サイト
在宅医療用廃棄物（注射器、注射針など）は町で取り扱いをし
一般相談・行政相談
９月２日（水） 地域福祉センター
障害者相談
ていません。
http://www.yurugp.jp/
ごみの収集・処理業務上、思わぬ事故につながる恐れがありま
【問い合わせ】産業観光課 商工観光班
９月２４日（木） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
すので、必ず処方された医療機関などにお返しください。
TEL ６８－２５１３
相談時間は９：００～１２：００です。
【問い合わせ】町清掃センター TEL ６８－４６１３
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

「第 6１回御宿町敬老会」は
総合防災訓練・消防団フェスタを実施します
９月９日（水）開催です 町及び町消防団では、地域の防災体制を継続的に充実・強
【日時】９月９日（水）
受付開始：１０：４０～ 式典：１１：３０～ 演芸：１２：２０～
【場所】町公民館 大ホール
【対象者】７０歳以上の方
以下のとおり送迎バスを運行しますので、ご利用ください。
【敬老会送迎バス時刻表】
御宿台・七本・実谷方面
上布施・高山田方面
西武プロパティーズ
新久井青年館
１０：２０
１０：１０
御宿台営業所
立山公民館倉庫下 １０：２５
七本集会所
１０：１５ 上布施コミュニティ
１０：３０
旧実谷上バス停
１０：２０ 消防センター
町浄水場
１０：２５ 新宿井上鉄工所前 １０：３３
吉野商店前
１０：３０ 高山田消防庫
１０：３５
旧石ヶ原バス停
１０：３５ 町公民館
１０：４０
西琳寺前
１０：４０
町公民館
１０：４５
岩和田・六軒町方面

岩和田消防庫
１１：００
浜方面
漁協御宿支所
１１：００ 魚秀前
１１：０５
町公民館
１１：１０ 町公民館
１１：１０
※送りのバスは、敬老会終了後随時運行します。
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６

介護予防普及啓発事業

「巡回型元気いきいき教室」を開催します

町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を実
化するために、総合防災訓練及び消防団フェスタを実施しま 施しています。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
す。皆さん一人ひとりの力が地域の防災力向上につながりま 【日時】○かんたんエアロビクス ４日（金）・１８日（金）
す。皆さんの参加をお待ちしています。
○ステップエアロビクス １１日（金）・２５日（金）
【日時】９月６日（日）８：００～１２：００
各教室とも１４：００から１時間程度行います。
○第１部 津波避難訓練 ８：００～９：００
※保険の加入は任意です。各自で加入をお願いします。
［対象地区］久保区、新町区、六軒町区
【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL ６８－４１４３
※防災行政無線の放送により、各区指定の避難場所へ避難を
開始してください。
第６回秋の生き活きフェアを開催します
○第２部 総合防災訓練・消防団フェスタ ９：００～１２：００
長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会では、第６回目となる
避難訓練終了後、御宿中学校にて総合防災訓練を行いま 「秋の生き活きフェア」を開催します。長生・夷隅郡市の福祉施
す。避難訓練実施地区以外の方も参加できます。
設が集まり、ハンディキャップを持つ人たちの日頃の活動の成
［内容］応急救護訓練、初期消火訓練、応急給食訓練、
果品などを販売することを通して、地域の人々に理解を深めて
レスキュー演技、地震体験、放水体験、火災煙体験など もらうことを目的として実施します。
※雨天時は、９：００より御宿中学校体育館で応急救護訓練の 【日時】９月１９日（土）・２０日（日）１０：００～２０：００
みを行います。第１部避難訓練の中止は防災行政無線により 【場所】茂原ショッピングプラザ アスモ
お知らせします。
【販売内容】加工食品、パン、木工、手芸品、花等
※訓練当日は気温が高くなることも予想されますので、熱中症 【問い合わせ】障害者支援施設 みずほ学園
対策をお願いします。
勝浦市大森上植野入会地１３－２
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１
TEL ０４７０－７６－４３２１

平成 27 年 10

月 1 日国勢調査を実施します！

国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象で、行政の基礎となる人口・世帯の
実態を明らかにする重要な調査です。調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、
雇用対策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。
町でも、御宿にお住まいの方を漏れなく、正確に調査をする必要がありますのでご協力をお願
いします。9月上旬から調査員が世帯を訪問してインターネット回答の案内を配布します。

町では、介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で
運動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教室」を実
施します。皆さんのご参加をお待ちしています。
【日時・場所】
９月１０日（木） 久保区民館
１３：３０～１５：３０
９月１１日（金） 御宿台集会所
１３：００～１５：００
９月１５日（火） 須賀区民館
１０：００～１２：００
９月１６日（水） 新町会館
１３：３０～１５：３０
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
【持ち物】長タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具
動きやすい服装でお越しください
【内容】簡単な体操・ゲーム・歌 等
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班
TEL ６８－６７１６

９月のＢ＆Ｇ健康運動教室

パソコン・タブレット・
スマートフォンを利用した
インターネット回答期間

９月１０日~１２日
インターネット回答
案内を配布

９月１０日~２０日
インターネット回答
可能期間

国勢調査コールセンター
0570-07-2015 (IP 電話の場合：03-4330-2015)
設置期間：平成 27 年 8 月 24 日から 10 月 31 日
受付時間：午前8時～午後9時
（土・日・祝日にもご利用になれます）

インターネット回答を
されない場合は調査表での
回答、回答期間は

９月２６日~３０日
調査票を配付

１０月１日~７日
調査票を提出

