
 
大腸がん検診・胸部検診を実施します 
大腸がん（便潜血反応検査）検診と胸部（結核・肺がん）検

診を実施します。 
昨年度検診を受けた方及び事前にお申し込みをされた方

には、９月中旬に「受診票」をお送りします。「受診票」が届か
ない方で検診をご希望の方は、保健福祉課保健事業班（役
場３階②窓口）へお申し込みください。 
○大腸がん検診・胸部検診共通 
【対象者】 
４０歳以上の方（昭和５２年１２月３１日までに生まれた方） 

※以前同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察をされて
いる方は、医師の指示を確認のうえ、受診してください。 
【日時・会場】 
期　　日 対象地区 受付時間 会　　場

上布施・
実谷・七本

　９：００～１１：００
上布施コミュニティ
消防センター

高山田・御宿台 １３：００～１５：００ 町保健センター
　９：００～１１：００
１３：００～１５：００

岩和田 ９：００～１１：００ 岩和田青年館
六軒町 １３：００～１５：００
浜 ９：００～１１：００
久保 １３：００～１５：００

須賀 ９：００～１１：００
新町 １３：００～１５：００

１０月７日（土） 地区指定なし ９：００～１１：００

１０月６日（金）

１０月２日（月）

１０月３日（火） 御宿台集会所御宿台

１０月４日（水）

１０月５日（木）
町公民館

 
※指定の会場で検診を受けられない場合は、他の会場でも受
けられます。なお大腸がん検診については以下の日程でも
回収を行います。 

期　日 受付時間 場　所
１０月１０日（火）
　　　　～１２日（木）

　９：００～１２：００、
１３：００～１６：００

１０月１３日（金） 　９：００～１２：００

役場３階
保健福祉課

 
○大腸がん検診（便潜血反応検査） 
【持ち物】①受診票（質問事項について記入してください。） 

②検体（採便容器） ２日分 
③検診費用５００円 当日受付時に徴収します。 

※今年度受けない方は、受診票と、容器（未開封）を保健福
祉課保健事業班（役場３階②窓口）へ返却してください。 

○胸部（結核・肺がん）検診（レントゲン検査） 
【持ち物】受診票（質問事項について記入してください。） 

※レントゲン検査は無料です。 
【注意】妊娠中の方は受診できません。 

※問診により対象となる方は、喀痰
か く た ん

検査のみ、検体提出の際

に、検診費用１，０００円が必要です。 

※検診期間中の会場では、喀痰検査の検体回収は実施しま
せんので、ご注意ください。 

【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
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海岸清掃及び町民清掃を実施します 
１０月は海岸清掃と町民清掃を実施します。良好な環境保全

のため、進んで参加しましょう。 
【日時】１０月１５日（日） ８：００～１０：００ 
◎海岸清掃を実施する区 
須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区 

[ごみ袋配布場所及びごみ回収場所] 
浜海岸：浜トイレ脇 
中央海岸：海岸ステージ付近、砂丘橋海岸側 
浦仲海岸：海岸通り（岩和田寄り階段付近） 
岩和田海岸：岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近） 
◎町民清掃を実施する区 
高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区 

※清掃は行政区ごとに決められた場所で行ってください。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

糖尿病予防教室の参加者を募集します 
特定健診などを受診された方で、保健指導判定の方を対象

に、「糖尿病予防教室」を実施します。生活習慣病予防や生活
習慣を改善するために、ぜひ参加してください。 
【対象者】平成２９年度に特定健診や人間ドック等を受診された

方で、血糖検査ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ）が５．６～６．４％ま
での方（保健指導判定の方） 

※医療機関で治療中の方は、主治医と相談の上ご参加ください。 
【日程】１０月１７日（火）、１１月７日（火）、１２月１日（金）、 

１月２２日（月）、３月５日（月） 
【場所】町保健センター 
【内容】糖尿病予備軍から糖尿病にならないための講義、スポ

ーツトレーナーによるエクササイズ、低カロリーメニューの
調理実習など 

【定員】１５名（申込先着順） 
【費用】年間５００円 
※実習等で別途費用を負担していただく場合があります。 
【申込】１０月２日(月)までに、保健福祉課保健事業班（役場３階

②窓口）へ電話又は直接お申し込みください。 
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

刈り払い機の事故に注意！ 
刈り払い機での作業中の事故が多発しています。 
作業（草刈り）を行うときは、次の留意点に注意してください。 

○草刈作業中の留意点 
・保護具（メガネ・手袋など）の装着をしましょう。 
・草刈の実施場所に空き缶や小石など飛散するおそれのあるも
のが落ちていないか確認し、事前に除去してから行いましょう。 
・刈刃のひび割れやかけ等がある場合は、新しい刈刃と交換し
ましょう。 
【問合せ】産業観光課 農林水産班 TEL ６８－２５１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★ 

全国大会等出場助成金をご活用ください 
町では、全国大会等に出場する小学生及び中学生（町内に住

所を有する）の保護者に対し、助成金を交付しています。 
公の機関等が主催するスポーツ部門、文化部門における全国

大会が対象で、大会等開催の１５日前までに申請が必要です。ご
希望のある方はお問い合わせください。 
【問合せ】公民館 TEL ６８－２９４７ 

後期高齢者医療保険料の納期について 
第３期 第４期

１０月２日（月） １０月３１日（火）
普通徴収

 
※期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

就業構造基本調査を実施します 
日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、 

１０月１日現在で就業構造基本調査を実施します。  
９月下旬から、「調査員証」を携行した調査員が調査をお願い

する世帯に伺います。パソコンやスマートフォンを使って、簡単に
回答できますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願
いします。 
○調査対象は、御宿台１００～１２０番台の地区です。 
※御宿町全体が対象ではありません。 

【問合せ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

ゆるキャラグランプリ２０１７ 
エビアミーゴに投票をお願いします 
現在、ゆるキャラグランプリ２０１７が開催されています。 
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

いますので、皆さんの応援をよろしくお願いします。 
【投票期間】１１月１０日（金）まで 
【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。 
「ゆるキャラグランプリ２０１７」公式ＨＰ http://www.yurugp.jp/ 
【問合せ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
http://www.yurugp.jp/


 

公民館休館日に伴い証明書発行を休止します 
９月２３日（土・祝）は、公民館休館のため、住民票等の証明書

発行は休止になります。 
【問合せ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

平成２９年秋の全国交通安全運動を実施 
交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通安全に努

めましょう。 
【期間】９月２１日（木）～９月３０日（土） 
【スローガン】 「身につけよう 命のお守り 反射材」 
【運動の重点目標】 
１．子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転手の交通事
故防止 

２．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 
３．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の
徹底 

４．飲酒運転の根絶 
【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室を開催します 
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】１０月２日（月） １３：３０～１５：００ 須賀区民館 
※他の地区は日程が近くになりましたらお知らせします。 
※事前に申し込みが必要になりますので、保健福祉課福祉介護
班までご連絡ください。 

【対象】町内在住の６５歳以上の方 ２０名程度（先着順） 
※６５歳未満の方も見学できます。 

【持ち物】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・歌・レクリエーション・ゲーム等 
【申込み・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

第 35回「目の愛護デー」電話無料相談 
千葉県眼科医会会員が目の健康についての相談にお答えし

ます。※事前申し込み不要 
【日時】１０月９日（月・祝日）９：００～１６：００ 
【相談電話】０４３－２４２－４２７１（当日のみ） 
【問合せ】千葉県眼科医会事務局 ＴＥＬ ０４３６－２６－５５６７ 

なかよし動物フェスティバル２０１７を開催します 
【日時】９月２４日（日） １０：００～１５：００  
【内容】各種イベント、犬とのふれあい、動物愛護紙芝居、乗馬体

験、地元物産品販売、チーバくんとの写真撮影など 
【会場・問合せ】千葉県動物愛護センター（富里市御料７０９－１） 

ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１ 
ＵＲＬ http://www.pref.chiba.lg.jp/aigo 

電気柵等の管理について 
 獣害対策において、電気柵などは有効な手段ではありますが、
適正な管理をしていないと十分な性能を発揮できません。 
また、市販の本体であれば安全装置により人や動物等が負傷

するような電流は流れないようになっていますが、静電気のような
ショックはありますので注意看板等を設置し、一般の人が電気柵
の線に触れないように注意してください。 
野生動物は作物を作っていないときも農地に侵入しますので、

電気柵等は設置したまま（通年設置）でお願いします。 
【管理上の注意】 
１．電気柵は周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やす
い文字で危険表示の掲示をしてください。 

２．雑草等による漏電や断線が無いように管理してください。 
３．設置後は、耕作時期以外も常に稼動させてください。 
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８-２５１３ 

御宿町商工会では 
パート事務職員を募集しています 

【業務内容】自営業者の経理・決算及び付随する業務のパソコン
入力作業や手作業による処理、パソコンでの文書作
成・表計算等、御宿町商工会の事務局としての業務 

【業務時間】９：００～１５：００（１２：００～１３：００休憩） 週３日 
または、９：００～１２：００ 週５日 
但し、土曜・日曜・祝日は休日 

【賃金】時給８５０円～９００円 
【募集人数】１名 
【資格等】普通自動車免許をお持ちでパソコン操作が出来る方 
【申込方法】１０月３日（火）までに、履歴書、最終学歴卒業証書

等の写しを御宿町商工会に送付してください。 
【試験内容】書類選考後、面接試験 
【面接予定日】１０月中旬予定 
【採用日】応相談 
【問合せ】〒２９９－５１０３ 御宿町新町４１７番地２２ 

御宿町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８ 

町身体障害者福祉会「日帰り旅行」参加者募集 
町身体障害者福祉会に未入会で障害者手帳をお持ちの方も

是非ご参加ください。 
【日時】１０月３日（火） ６：３０発 １８：３０着予定 
【内容】こんにゃくパーク（群馬県）ほか ※車イスでも可 
【対象者】障害者手帳所持者(付き添いの方の参加も可) 
【参加費】一般３，５００円 会員３，０００円 ※昼食代等を含む 
【申込締切り】９月２１日（木） 
【申込み・問合せ】 
身体障害者福祉会事務局（社会福祉協議会内） 
ＴＥＬ ６８－６７２５ 

飼い犬・飼い猫の 
不妊・去勢手術費用の一部割引について 

 公益社団法人千葉県獣医師会では、動物愛護週間行事の
一環として、不妊・去勢手術普及助成事業を実施していま
す。生まれても育てられない方などは、不妊・去勢手術をお
勧めします。 
【申込書（往復はがき）配布場所】 
○千葉県獣医師会の会員動物病院 

病院名 住所 連絡先
早川動物病院 いすみ市佐室６４４－１ ６６－２２７７
アフィネ動物病院 いすみ市小池９１７－２ ６２－８５２５
平岩動物病院 いすみ市日在２１６８ ６２－８１１７
墨名動物病院 勝浦市墨名５６５－１１２ ７３－８０５８  

【応募方法】 
①申込書（往復はがき）に必要事項を記入のうえ、手術を希
望する千葉県獣医師会の会員動物病院へ往復はがきを
持参し、動物病院欄（２箇所）にその病院のゴム印を必ず
押してもらってください。 

②６２円切手を往信・返信両方に貼り、期間内に投函してくだ
さい。 

③抽選結果は、１０月下旬に返信はがきにて通知します。 
※次の場合は、無効となります。 
・記入もれがあった場合。 
・ゴム印や切手がなかった場合。 
・消印が期間外の場合。 
・複数応募の場合。 

※応募後の、動物病院の変更はできません。 
【応募期間】９月２０日～２６日 期間内の消印のみ有効 
【割引金額】応募者の中から抽選で助成利用券（シール）を

貼った返信用ハガキが送られてきます。 
当選者は、助成利用券を持参し、１２月２６日ま
でに手術を受けた場合、手術費用から５，０００
円が割引となります。 
手術と同時にマイクロチップを装着される方は、
さらに、１，０００円が割引されます。 
マイクロチップを同時装着する場合は、抽選時
に優先されます。当選後、マイクロチップ装着を
取りやめる場合は、不妊・去勢手術自体の当選
も無効となります。 

※手術費用は動物病院により異なりますので、動物病院にご
確認ください。 

※手術を受ける際は、動物病院に当選通知はがきを提出し
てください。 

※本助成を受けた場合、町で実施している不妊手術補助金
制度は受けることができなくなります。 

【問合せ】公益社団法人 千葉県獣医師会 
ＴＥＬ ０４３－２３２－６９８０  


