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お知らせ 

自自動動車車税税のの納納付付状状況況ににつついいてて  
役場会計室窓口での自動車税の納付につきましては、多くの

皆さまのご協力をいただきありがとうございました。７月３１日現在
の納付状況は以下のとおりです。 
 件数 ５９７件  自動車税 ２２，３９６，５００円 
 県からの手数料収入（税額の２％） ４４７，９３０円 
【問い合わせ】会計室 ６８－６６９１ 
 

平平成成１１９９年年度度「「子子宮宮ががんん検検診診」」実実施施  
※予約は必要ありません。   
【対象者】２０歳以上の女性（昭和６２年１２月３１日までに生まれ

た方） 
【場 所】御宿町保健センター 
【持ち物】①申込み票（住所・氏名等が記入されている用紙） 
【持ち物】②受診票 ③健康手帳（４０歳以上の方） 
【持ち物】④受診費用（１，０００円） 
【服 装】スカートを着用してください。 
【日 程】 
期　　日
受付時間

対象地区

【第１便】 【第１便】
高山田　西琳寺前 岩和田消防庫前
高山田消防庫前 六軒町　越川商店前

六軒町　藤江商店前
保健センター到着 13:30 保健センター到着 13:30
【第２便】 【第２便】

送迎バス 久保区民館入口（タバコ店前） 上布施消防団詰所前
運行予定 新町消防庫前 新久井青年館前

石が原　旧バス停前
御宿郵便局前（多目的広場側） 実谷　吉野商店前（向側）
浜　ホテルニューハワイ前 御宿町浄水場前

浜青年館前（向側） 実谷上　旧バス停前
須賀　ニュー日の丸前 広域消防御宿分署前（向側）

西武不動産販売御宿台営業所駐車場

保健センター到着 13:50 保健センター到着 13:55

13:45

13:45

13:50

送りのバスは、ご利用者の方の状況により随時運行いたします。

13:20
13:20

13:25

13:40 13:40

８月２４日（金） ８月３１日（金）
１３：３０～１５：００

須賀・浜・高山田・久保・新町 六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台

  
○対象地区は目安ですので、ご都合によりいずれの日でも受診

できます。 
○昨年度検診を受診した方及び事前にお申し込みをされた方に

は、８月１０日に「受診票」をお送りいたします。 
○受診票が届かない方で検診を希望される場合は、以下までご

連絡ください。 
【連絡・問い合わせ】保健福祉課６８－６７１７ 

募 集 

町町ホホーームムペペーージジにに掲掲載載すするる  
有有料料広広告告をを募募集集 

町ホームページに掲載する有料広告を募集します。事業所、
企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。 
【掲載位置及び規格】 

町トップページ バナー広告 
(1) 大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル 
(2) 容量 ４キロバイト以内 
(3) 形式 GIF又はJPEG形式（アニメーションGIFを除く。） 

【募集枠】７枠 
【掲載料金】１枠月額 町内８，０００円 町外１０，０００円 
※６か月分で申し込みいただいた場合、掲載料金は１回あたり 

５００円を減じた額となります。 
【掲載期間】平成１９年１０月１日～ 

月の初日から末日までの１か月単位で、最大６か月連続して
申し込みできます。 

※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。 
申し込みについては必要書類がありますので、詳細について
はお問い合わせください。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 
 
お知らせ 

郵郵便便等等にによよるる不不在在者者投投票票制制度度つついいてて  
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険証をお持ち

で次に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票が
できます。この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交
付が必要です。必要な方は、選挙管理委員会までお問い合わ
せください。 

障害者手帳を
お持ちの方

○両下肢、体幹または移動機能の障害が、1級または2級
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、または小腸の障害が、
　1級または3級
○免疫の障害が、1級から3級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

○両下肢または体幹の障害が特別項症から第２項症
○内臓の障害にあっては、特別項症から第３項症

介護保険被保険者証
をお持ちの方 ○要介護状態区分が要介護５   
【問い合わせ】選挙管理委員会 TEL68-2511  

 
お知らせ  

児児童童扶扶養養手手当当現現況況届届  
特特別別児児童童扶扶養養手手当当所所得得状状況況届届のの  

提提出出ににつついいてて  
 
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は現況届・所得

状況届の提出が必要です。 
この届出により、８月以降の手当が受給できるか審査します

ので、必要書類を添えて提出してください。 
提出期間内に提出がない場合は、８月以降の手当の受給が

遅れる場合がありますのでご注意ください。 
※受給者の方には、７月末に書類を送付しています。 
【提出期限】児童扶養手当 ８月１日（水）～８月３１日（金） 

特別児童扶養手当 ８月１３日（月）～９月１１日（火） 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 

平平成成１１９９年年度度  
御御宿宿町町介介護護保保険険料料ににつついいてて  

 
 平成１９年度介護保険料の納入通知書等は、７月中旬に郵
送しましたが、同封のチラシ中、保険料の額に一部誤りがあり
ましたので訂正してお詫びいたします。 
 
 
介護保険料のお知らせ  
【１．普通徴収の方の納付方法】 
 
≪　普通徴収、口座振替の方　≫

所　得 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

段　階 ７／３１ ８／３１ １０／１ １０／３１ １１／３０ １２／２５ １／３１ ２／２９

（誤）48,700円 （誤）6,700円
（正）48,600円 （正）6,600円

≪併用徴収の方≫
第１期 第２期 第３期
７／３１ ８／３１ １０／１

（誤）48,700円 （誤）8,200円
（正）48,600円 （正）8,100円

第６段階 8,100円

第６段階

　　　　　納期

　年額

6,000円

所得段階
１０月

普通徴収（納付通知書）

6,000円 6,000円 6,000円 6,000円

　　　　　納期
　年額

6,000円 6,000円

２月

8,100円

特別徴収（年金天引き）

１２月

 
 
 
 
※なお、納付書に記載されている年額に誤りはありません。 

詳細につきましては問い合わせください。 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 



 
お知らせ 

ホホーームムヘヘルルパパーー実実技技指指導導養養成成研研修修会会  
 高度で均質なホームヘルパーの実技指導者を養成するため、
以下のとおり研修会が開催されます。 
【日程】平成２０年２月１１日（月）～２月１９日（火） 
【場所】福祉保健研修交流センター ウィリング横浜 

神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ 
TEL０４５－８４７－６６６６ 

【対象】ホームヘルパー養成研修（１級・２級課程）の実技指導者 
【費用】 

・基本介護技術・指導技術と介護技術の向上（2 日間）  
１３，０００円 

・基本介護技術・指導技術と介護技術の向上 
「高齢者の食と口腔ケア」 ７，０００円 

・福祉用具の使用技術 ７，０００円 
・レクリエーション体験学習 ７，０００円 
・訪問介護計画の作成と記録・報告の技術 ７，０００円 
・共感的理解と基本的態度の習得 ７，０００円 
・ケアマネジメント技術 ７，０００円 
・困難事例等対応技術 ７，０００円 

※テキストとして『ホームヘルパー養成研修実技指導マニュア
ル』を使用します。お手元にお持ちでない方は、別途テキスト
代（４，２００円）が必要となります。 

【応 募 方 法 】所 定 の 申 込 書 （ホ ー ム ペ ー ジ
「http://www.nenrin.or.jp/」からダウンロード）に必要事項を
明記のうえ、FAX または郵送で（財）長寿社会開発センターま
で申し込みください。なお、定員になり次第締め切ります。 

【応募期限】９月２８日（金） 
【応募先・問い合わせ】（財）長寿社会開発センター 
       東京都港区虎ノ門３－８－２１ 虎ノ門３３森ビル８階 
       TEL０３－５４７０－６７５５ FAX０３－５４７０－６７６３ 
 

夷夷隅隅特特別別支支援援学学校校  
体体験験学学習習ののおお知知ららせせ  

 夷隅特別支援学校の教育活動をご理解いただくために、以下
の日程で体験学習を実施します。 
【日時】９月１８日（火）～９月２０日（木）  

９：００～１４：５０ 
【対象】夷隅郡市内に居住する児童、生徒及び保護者 
【問い合わせ】千葉県立夷隅特別支援学校 

いすみ市楽町３０－１ 
TEL８６－４１１１ FAX８６－３３４１ 

  
お知らせ 

２２００００７７ビビーーチチババレレーー  
ムムーーンンカカッッププＩＩＮＮ御御宿宿   

中央海岸「月の沙漠記念像」周辺砂地特設コートにおいて、
参加総数３２０チームあまりによるビーチバレーボール大会を開
催します。是非、ご観覧ください。 
【日時】８月１８日（土）～８月２０日（月） 

９：００～１５：００（競技終了まで） 
【場所】中央海岸「月の沙漠記念像」周辺砂地特設コート 
【競技部門】一般の部予選（１日目） 
         一般の部決勝（２日目） 
         中学・高校生の部（３日目） 
【問い合わせ】町観光協会 TEL６８－２４１４ 

 

「「拾拾ええばば海海がが好好ききににななるる運運動動」」   
以下のとおり、日本たばこ産業（株）と共催で、海岸の清掃活

動を行います。お気軽に参加ください。 
【日時】８月２５日（土） １０：００～１４：３０（受付１４：００まで） 
【集合場所】御宿中央海岸ステージ特設テントにて受付 
【その他】軍手・ゴミ袋は当日受付でお渡しします。 

 ※参加者へは記念品を贈呈します（数量限定）。 
【問い合わせ】産業観光課 TEL６８－２５１３ 
 

男男女女共共同同参参画画セセミミナナーー 
 
 男女共同参画セミナーの講演会を以下のとおり開催します。 
【講師】渥美雅子（弁護士、女性と仕事の未来館館長） 
【日時】９月２９日（土） １３：３０～１５：５０ 
【場所】長生村文化会館ホール 
【募集人員】４００名（先着順） 
【費用】無料 
【託児】有（要予約、無料） 
※託児（２歳以上就学前）を希望される方は、申込時にお子様

の氏名と年齢を添えてください。 
【応募期限】９月２１日（金） 
【応募方法】電話またはメールで氏名・性別・住所・電話番号を

ちば県民共生センターまでお知らせください。 
【応募先・問い合わせ】 

ちば県民共生センター TEL０４３－２５２－８０３６ 
      メール kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp 

 
お知らせ 

食食品品のの安安全全・・安安心心にに関関すするる  
リリススククココミミュュニニケケーーシショョンン  

 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する意見交換会が以下のとおり開催され
ます。 
【日時】８月２９日（水） １３：３０～１６：３０ 
【場所】千葉市文化センター ３階アートホール 
     （千葉市中央区中央２－５－１） 
【費用】無料 
【定員】４５０名（先着順） 
【応募期限】８月２２日（水） 
【応募方法】氏名、住所、電話番号、参加希望人数を明記のうえ、電

話、ＦＡＸまたはメールで千葉県健康福祉部衛生指導課
食品安全対策室まで申し込みください。 

【応募先・問い合わせ】 
千葉県健康福祉部衛生指導課食品安全対策室 

TEL０４３－２２３－２６２６ FAX０４３－２２７－２７１３ 
メール eisi4@mz.pref.chiba.lg.jp 

  
裁裁判判所所かかららののおお知知ららせせ  

――犯犯罪罪被被害害をを考考ええささせせるる講講習習――  
家庭裁判所では、非行少年に対し、保護処分を課したり検察官に

送致しない場合でも、少年が非行を繰り返すことのないように、教育的
な働きかけを様々な方法で行っています。 
 その働きかけの一つに、犯罪被害者の視点を取り入れた「犯罪被害
を考えさせる講習」があります。講習では、実際に犯罪の被害に遭わ
れた方を講師に招き、万引きや放置バイクの横領等を犯した少年に対
し、被害の実情や生の経験に基づいた犯罪被害者の気持ちなどを聴
かせることで、自らの行為による結果の大きさを実感させ、非行に向き
合わせて反省を深めさせています。また、保護者も講習に同席させ、
犯罪被害者に関する認識を深めるよう指導しています。 
 講習を通じて、少年や保護者は、被害の実情について具体的に思
い至るようになり、再非行防止のために一定の効果をあげています。 
【問い合わせ】千葉家庭裁判所事務局総務課 TEL０４３－２２２－０１６５ 
 

８８月月はは電電気気使使用用安安全全月月間間でですす 

 電気を正しく安全にお使いいただけるよう「５つのポイント」をお知ら
せします。 
①漏電遮断器を取り付けて電気事故を防ぎましょう。 
②アース線はしっかり取り付けましょう。 
③タコ足配線はやめましょう。 
④プラグはときどき点検しましょう。 
⑤取扱説明書にそった使い方をしましょう。 
【問い合わせ】（財）関東電気保安協会 TEL０４７５－２３－８０２１ 


