お知らせ

４月の心配ごと相談

【開催日】 ２日（月）（一般・児童・行政・障害者相談）
２３日（月）（一般・人権相談）
【場所等】地域福祉センター ９：００〜１２：００
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ℡６８−６７２５

料理を学んでみませんか

平成 19 年度男の料理教室受 講生を募集

募

集

指定管理者を募集します
発行日 平成１９年３月２５日

ＮＯ．４７７

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

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

〜指定管理者制度について〜
平成１５年６月に地方自治法が改正され、公の施設の管理に
ついて、民間の能力を活用することにより、町民サービスの向上
と行政コストの縮減等を図ることを目的に、指定管理者制度が
創設されました。
御宿町では以下のとおり指定管理者を募集します。

町社会福祉協議会では、料理を通して栄養・調理・保健・福祉 お知らせ
などを学べる「男の料理教室」の受講生を募集します。
【指定管理者を募集する施設】
【開催回数】 年９回開催
御宿児童館では毎月以下の事業を実施しています。
【時 間】
９：００〜１３：００
御宿台公園テニス場
※両施設一体の指定管理
お子さまの健康増進や情操を育む場として、また皆さんのお
【場 所】
御宿町保健センター
御宿パークゴルフガーデン
友達づくりの場として是非ご利用ください。
【対 象】
６０歳以上の男性 ２０名
【指定期間】
◎定期行事（都合により日程に変更が生じる場合があります。）
【費 用】
材料費 年間３，０００円
平成１９年５月中旬から平成２２年３月３１日まで（３年間）
【募集期限】 ４月２７日（金）まで
行事名
開催日時
対象者
内容
【募集等スケジュール】
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ℡６８−６７２５
音楽のリズムにあわ
せて身体を動かし遊
・募集要項の配布 平成１９年３月２６日(月)〜４月１３日(金)
毎月第１水曜日
びます。簡単なリト
リズム遊び
幼児親子で参加
・配布場所 御宿町教育課
10:30〜
ミック（体の動きを
用いた表現活動）も
・配布時間 平日 ９：００〜１７：００
老人保健法に基づく「健康手帳」の新規交付対象者に手帳を
します。
・現地説明会の開催 別途通知
お送りします。
親子でゆったりと紙
・申請の受付 平成１９年４月２日(火)〜４月２０日(金)
【対象者】①平成１９年中に４０歳になる方
芝居を見ます。
毎月第２金曜日
お話のポケット
幼児親子で参加 カチカチカチ と
②平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までに
・受付方法 御宿町教育課あてに、持参または郵送のいず
11:00〜
拍子木が鳴ったら始
転入された方
れかで提出してください。（郵送の場合は、４月
まりです。
【送付時期】４月上旬
２０日（金）必着）
季節行事を楽しみま
※なお、既に健康手帳をお持ちの方には、従来まで５年毎に対
す。
・受付時間 持参の場合 平日９：００〜１７：００
毎月第３水曜日
バス遠足やプール遊
象者全員に手帳を交付していましたが、使い終わった方に随 スクスク
幼児親子で参加
・募集に関する質問
10:30〜
び、縁日ごっこや運
時交付することになりました ので、必要な方は役場保健福祉
動会などの他、簡単
応募資格を有しているもので、募集要項等の配布資料
課窓口又はお電話でお申込みください。
な製作もします。
について質問がある場合は、
「質問票」により平成１９年４月
【申込み・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ℡６８−６７１７
英語を交えながら楽
１３日（金）までに、御宿町教育課あてに持参または郵送の
毎月第４火曜日
しい絵本の読み聞か
ハロー･エンゼル
幼児親子で参加
11:00〜
せ、歌遊び、手遊び
いずれかで提出してください。（郵送の場合は、４月１３日
をします。
（金）必着）
〜小形二次電池（充電式電池）を使用した後は販売店の回収
毎月第４金曜日
幼児親子で参加 子どもたちに絵本の
・ヒアリングの実施
ボックスへ〜
11:00〜
絵本大好き
読み聞かせをしま
申請内容について、必要に応じ、ヒアリングを行います。
毎月第４金曜日
二次電池とは、充電して何度も使える電池で、主に家庭用機
小学校低学年 す。
１６:00〜
器に使用されている小形二次電池（ニカド電池、ニッケル水素電
【応募資格】
スポーツ大会やゲー
池、リチウムイオン二次電池、小形シール鉛蓄電池）について
毎月第３土曜日
・団体であること（法人格の有無は問いません）
児童のみ
ム遊び、簡単な工作
は、電池製造事業者、機器製造事業者等によってリサイクルが行 みんなの広場
１４:00〜
をします。
・夷隅郡市内に事務所もしくは営業所を有する団体であること
われています。
※詳細については募集要項をご覧ください。
小形二次電池は、どれもリサイクルマークがついていて、他の ※行事のない日は、庭や遊戯室で自由に遊べます。
電池と見分けることができますので、使用後はお近くの販売店（リ ※就学前児童のご利用は、必ず保護者同伴でお願いします。 【問い合わせ及び応募先】
サイクル協力店）へお持ちください。
〒２９９−５１９２ 御宿町須賀１５２２ 御宿町教育課
※開館時間：午前 9 時から午後 5 時
【問い合わせ】建設環境課 ６８−６６９４
ＴＥＬ ６８−２５１４ ＦＡＸ ６８−３２９３
※休館日：毎週月曜日・祝日・年末年始（１２／２９〜１／３）
【詳しい情報】有限責任中間法人Ｊ
ＢＲＣホームページ
E-mail：kyouiku@town-onjuku.jp
http://www.jbrc.com
【問い合わせ】
御宿児童館 ℡６８−４５４２

御宿児童館からのお知らせ

健康手帳の交付について

充電式電池のリサイクルについて

お知らせ

お知らせ

「胃がん検診」のお知らせ
「胃がん検診」（バリウム造影検査）を次の日程で実施します。
【日程】
期 日
場 所
４月１３日（金） 上布施消防団詰所
４月１４日（土） 岩和田消防団詰所
４月１６日（月）
御宿台集会所
４月１７日（火）
浜青年館
４月１８日（水）
御宿町公民館
４月１９日（木）
御宿町公民館
４月２０日（金）
御宿町公民館
４月２１日（土）
御宿町公民館

対象地区
上布施・実谷・七本
岩和田
御宿台
浜
久保
新町
高山田・六軒町
須賀

検診車台数
２台
２台
２台
１台
２台
２台
２台
２台

※対象地区以外の日程で受診していただいても結構です。
【対象者】４０歳以上の方
（昭和４２年１２月３１日までに生まれた方）

お知らせ

国保の高額療養費制度が変わります
平成１９年４月１日（４月診療分）から『限度額適用認定証』（以
下、『認定証』）を提示することによって、従来の医療機関窓口で
一部負担金を支払後、２，３ヵ月後に申請することによって町より
還付される制度から、医療機関窓口で限度額までの支払のみと
なります。
※ なお、保険税が完納されている方が対象となります。
手続きの方法は、以下のとおりです。
・『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書』
を申請してください。
・持参する物 ◎国民健康保険証 ◎印鑑（認印）
※ 申請した、その月の１日から有効となります。
（例）

【受付時間】８：００〜１０：００

平成１９年４月以降（改正後） 平成１９年４月以前（改正前）

【持 ち 物】①申込み票 ②受診票 ③健康手帳
④検診費用（１，０００円）

『認定書』を提示した場合
自己負担限度額のみ支払

一部負担金の額は
医療費の３割

医療機関
窓口負担

後日、申請をすることにより自
【注意事項】受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。
※所得に応じて自己負担限度額
己負担限度額の差額分が高額療
は異なります。
①検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は
養費として町より返還されまし
た。
食事・水・茶など飲食をしないでください。
②胃腸の薬を内服している方や経過観察中の方は、 【問い合わせ先】住民水道課国保年金係 ℡ ６８−６６９５
主治医のもとでの検査実施をおすすめします。
（内線 ３４２、３４４）

※なお、受診票は３月下旬にお送りいたします。届かない方で
受診を希望される場合は、町保健福祉課までお申し込みくだ
さい。

御宿駅前駐在所が移転しました

福祉タクシー券を交付します

身体障害者手帳（１・２級）や療育手帳をお持ちの方に、福祉
タクシー券を交付します。ぜひご利用ください。
【福祉タクシー券とは？】
タクシーを利用するとき、１回につき６５０円が助成される券
です。１人につき年間最高２４枚交付します。
【利用できるタクシー会社】
（有）外房タクシー、南総タクシー（株）、南総交通（株）、勝
浦合同自動車（有）、大原自動車（株）、浪花タクシー（有）、大
多喜タクシー（株）、山本観光（株）、東洋交通（有）、介護タク
シーなの花、早川タクシー、（有）生活支援事業ＮOAH、介護
タクシーまんちゃん、（株）ヤックスケアサービス
【申請方法】
身体障害者手帳または療育手帳と印鑑をお持ちのうえ、役
場２階保健福祉課窓口までお越しください。
なお、２４枚のタクシー券の交付を希望する方は４月２７日
（金）までに保健福祉課に申請してください。
※５月以降に申請された場合は、徐々にタクシー券の交付枚数
が少なくなりますのでご注意ください。
（例）５月申請の場合は２２枚 ６月申請の場合は２０枚
【問い合わせ】保健福祉課 福祉事業班 ℡６８−６７１６

４月８日執行予定の千葉県議会
議員選挙に係る選挙公報について

立候補者の氏名、経歴、政見、顔写真等を幅広く選挙民にお
知らせするため「
選挙公報」を配布します。
御宿駅前駐在所の新築に伴い、３月１３日より以下の場所に移
【申込み・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ℡６８−６７１７
４月３日頃の新聞折込（一般紙）を予定しておりますが、折込日
転しましたので、お知らせ します。
以降は次の施設でも配布いたします。
【移転先】御宿町須賀１６０−３

重 度心身 障害 者（児 ）医療 費等 の
助成の見直しについて

１．入院時の食事の自己負担への補助の廃止
平成１９年４月１日から、食事療養費自己負担額を補助対
象外とします。
２．所得制限の導入
平成１９年８月１日から、世帯（医療保険単位）の町民税（所
得割）が２０万円以上の者（児）を補助対象外とします。ただ
し、障害者自立支援法の高額治療継続者（児）の場合は、平
成２１年３月３１日までの間は、適用しません。
【問い合わせ】保健福祉課 福祉事業班 ℡６８−６７１６

JA いすみ
御宿支所

駅前駐在所

御宿町役場、御宿町公民館、月の沙漠記念館、御宿児童館、
B&G 海洋センター、西武不動産販売（株）御宿台営業所、御宿
岩和田漁協本所、御宿岩和田漁協御宿支所、布施郵便局

【投票日時】４月８日（日） 午前７時から午後８時まで

御宿駅
御宿小学校
ＪＲ外房線

投票日当日、仕事等で投票に行けない方は、次のとおり
期日前投票または不在者投票ができます。
◎期 間 ３月３１日（土）から４月７日（土）
◎時 間 午前８時３０分から午後８時まで
◎場 所 御宿町役場 中会議室（２０２会議室）
「つくろうよ みんなのくらしを 選挙から」
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

町公民館
国道 128 号

【問い合わせ】御宿町選挙管理委員会

℡６８−２５１１

