住民 2,000 人を対象に実施します

巡回バス、お出かけ支援に関する
アンケートについて
町では、住民の日常生活における地域交通の確保策として「巡回バ
スの運行」と福祉施策である「お出かけ支援事業」について検討を進め
ていますが、町の規模にあった持続可能な運行を図る必要があります。
そこで、住民の皆さんの日常生活における現状を把握し、運行ルート
や運行時刻等を設定するときの参考とするため、１５歳以上の住民
２，０００人を無作為に抽出したアンケート調査を実施します。
アンケート用紙が届きましたら、回答のうえ、７月３１日（水）までに同
封の返信用封筒に入れてポストに投函してください。（切手不要）
【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２

パソコンを生活の便利グッズに！
～初心者向けパソコン教室開催～

町では国の補助金を活用し、光ファイバー網を整備しました。これに
より町内全域で高速な通信環境が整い、ＮＴＴ東日本が提供する光イ
ンターネットの利用が可能となりました。
高速な通信環境の利用拡大を目的とし、初心者や未経験者を対象
としたパソコンの使い方教室や、インターネットの利便性について理解
を深める教室をＮＴＴ東日本と連携し実施します。
インターネットの活用により、家にいながらの買い物や、遠方にいる
方とのコミュニケーションなども可能となります。
パソコンは難しいと思っている方も、この機会に触れてみてはいかが
でしょう。参加は無料です。ぜひご参加ください。

開催日時
内容
７月２３日（火）
初心者・未経験者向けパソコン教室
第１回
１３：３０
７月２４日（水）
インターネット利用方法
～
８月 １日（木）
初心者・未経験者向けパソコン教室
第２回
１５：３０
８月 ２日（金）
インターネット利用方法
【日時等】
※第 1 回と第 2 回は同じ内容です
【場所】町公民館
【申込】町公民館（TEL ６８－２９４７）へお電話ください。
※申し込み先着順 各回１５名程度
【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２

２０１４年県民手帳の予約受付
【価格】５００円（税込）

おんじゅく

「子宮がん検診」の実施について

子宮がん検診を以下のとおり実施いたします。※予約不要
【対象者】２０歳以上の女性
（平成５年１２月３１日までに生まれた方）
発行日 平成２５年７月１０日 ＮＯ．６２８
【場所】御宿町保健センター
【持ち物】①通知文（住所・氏名等が記入されている用紙）
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
②受診票
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
③受診費用（１，０００円）
【服装】スカートを着用してください。
【注意事項】現在カンジダやトリコモナスを治療中の方は受診できま
せん。病院での受診をお願いします。また、子宮を摘
後期高齢者の被保険者証（保険証）を７月中旬に発送しますの
出されたことのある方は、かかりつけ医など病院での受
で、８月１日からは、新しい保険証を使用してください。なお、古い保
診をお願いします。
険証は役場保健福祉課または公民館に返却してください。
【日時等】
・有効期間は平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日です。
期日
８月８日（木）
８月２３日（金）
・保険証の色は赤色になります。形や大きさに変更はありません。
時間
１３：００ ～ １５：００
【限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について】
六軒町・岩和田・実谷・七本
平成２４年度中に申請があり、認定証が交付されている方で、今年 地区 須賀・浜・高山田・久保・新町
・上布施・御宿台
度の負担区分判定により「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当されている方に
高山田 西琳寺前 １３：２０
岩和田消防庫前 １３：２０
は、保険証と一緒に認定証を送付します。負担する額は、所得によっ
（リサイクルステー
第 ション前）
第
て変わります。また、新規申請の方は印鑑をご持参のうえ、保健福祉
1
1
課にて手続きを行ってください。
高山田消防庫前
六軒町 越川商店 １３：２５
便
便
前、藤江商店前
【負担割合について】
保険証の負担割合（一部負担金の割合）は、８月１日に見直され、
保健センター到着 １３：３０
保健センター到着 １３：３０
１３：４０
上布施コミュニティ １３：４０
前年中の収入・所得に応じて１割又は３割の負担になります。
久保区民館 入口
消防センター前
送
（タバコ店前）
【負担割合の算定】
迎
新町消防庫前
新久井青年館前
１割負担：平成２５年度課税所得（町県民税）が１４５万円未満の方
バ
３割負担：平成２５年度課税所得（町県民税）が１４５万円以上の方
石が原旧バス停前
ス
※ただし同じ世帯のほかの後期高齢者医療被保険者の方を含め
御宿郵便局前
１３：４５
実 谷 吉 野 商 店 前 １３：４５
運
（多目的広場側）
（向側）
た、平成２４年中の収入額の合計が５２０万円（同じ世帯で後期高
行
浜
海のホテル前
齢者医療被保険者の方が１人の場合は３８３万円）に満たない方は
第 御宿町浄水場前
予 第 （旧ホテルニューハ
申請により認定のうえ、負担割合が１割となります。
2 実谷上旧バス停前
定 2 ワイ前）
便
便
※収入額とは、確定申告書の第一表～第三表の「収入金額等」や
浜青年館前(向側)
「収入金額」の欄の額です。事業所得、不動産所得、雑所得、一
須賀ニュー日の丸
広 域 消 防 御 宿 分 １３：５０
時所得、譲渡所得等がある場合は、必要経費を控除する前の売
前
署前（向側）
上金額、給与及び年金収入となります。
西武プロパテ ィー
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７
ズ御宿 台営 業所

お知らせ版

平成２５年度後期高齢者医療
被保険者証等送付について

後期高齢者医療保険料の納期について

サイズ 縦１４５mm、横８５mm
納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。
（色は紺色と黄色の２色）
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。
【申込方法】企画財政課または町公民館まで代金を添えてお申し込みくださ
後期高齢者医療保険料
第１期
第２期
い。お釣りのないようにお願いします。
（普通徴収）
７月３１日（水） ９月２日（月）
【申込期限】８月２８日（水）
※お渡しは１０月頃を予定しています。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２

保健センター到着 １３：５０

駐車場
保健センター到着 １３：５５

・送りの車は、ご利用の方の状況により随時運行します。
・対象地区は目安ですので、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、「受診票」をお送りします。受診票がない方で検診を希望され
る場合は、保健福祉課保健事業班までお申込みください。
【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７

中学校グラウンド工事が始まります
御宿中学校の屋外運動場（グラウンド）工事に伴い、平成２５年７月か
ら平成２６年１月までの間、国道や商工会信号から久保踏切までの道
路等、中学校周辺を工事車両が通行しますのでご注意ください。
安全確保に十分配慮しながら工事を進めていきますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
【問い合わせ】教育課 学校教育班 TEL ６８－２５１４

緊急通報装置の一部交換を行っています
町では高齢者等が安心した生活を送ることができるように、設置要綱
に基づき、緊急通報装置の設置を行っています。平成２５年３月までに
設置を行った機器の一部に性能の低下した部品が混入しており、通常
期間より早く内臓電池が消耗する可能性があると分かりました。該当さ
れる緊急通報装置をご利用中の方には、順次一部機器の交換作業を
行っています。詳しくは保健福祉課福祉介護班までお問い合わせくだ
さい。
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６

家庭教育相談開設について
家庭教育に関する不安や悩みなどの相談について、御宿町家庭教育
指導員がお応えします。
秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
【日時】７月１８日（木） ９：００～１１：００、１３：００～１５：００
【場所】町公民館 2 階 クラブ室
【問い合わせ】町公民館 TEL ６８－２９４７

市民公開講座
「PM2.5 とタバコの害について」
【日時】８月２１日（水）１４：３０～１６：００（受付 １４：００から）
【場所】幕張メッセ国際会議場２F 国際会議室
（JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩１０分）
【内容】市民公開講座講演
①「測ってみてわかった PM２.５とタバコの害」
産業生態科学研究所教授 大和 浩 氏
②「喫煙・受動喫煙の有害性が理解されないのはなぜか」
中央内科クリニック院長 松村 弘康 氏
③対談
④イベント「あなたの肺は何歳ですか？」
肺年齢測定体験会先着１００名（申込制）
※１８歳以上の方を対象にしています。
【定員】３００人
【入場料】無料
【申込方法】氏名、住所、電話番号、参加人数、肺年齢測定体験の希
望を記入し、FAX、E メール、はがき、電話のいずれかの
方法でお申し込みください。
【申込締切】８月１２日（月）
【申込・問い合わせ】〒２６０－８６６７（住所記載不要）
千葉県健康づくり支援課
TEL ０４３－２２３－２６６０
FAX ０４３－２２５－０３２２
E メール kenpro@mz.pref.chiba.lg.jp

子宮頸がん予防ワクチンの接種について

夷隅郡市広域市町村圏事務組合
職員採用試験について

平成２５年４月１日から定期予防接種となった「子宮頸がん予防ワク
チン」の接種について、一部の被接種者に副反応が見られていること
夷隅郡市広域市町村圏事務組合では、平成２６年度採用の職員
から、厚生労働省通知に基づき平成２５年６月１４日より予防接種につ
を以下のとおり募集します。
いての積極的な勧奨を差し控えることとなりました。
保護者の皆さんにおいては、以下の厚生労働省通知やリーフレッ
職 種 募集人員
受 験 資 格
１次試験内容
ト、接種医師の意見等を参考のうえ、接種についてご判断ください。な
お、定期予防接種としての位置づけに変更はありませんので、接種を 一般行政 ２名程度 昭和５９年４月２日から平成８年４
択一式教養・
希望する場合は従来どおり無料で受けることができます。
職（初級）
月１日までに生まれた方で、学歴
作文
ご不明な点につきましては、保健福祉課保健事業班までお問い合
を問わない。
わせください。
消 防 職 ９名程度 平成元年４月２日から平成８年４ 択一式教養・
【厚生労働省ホームページ】
(初級)
月１日までに生まれた方で、学歴 作文・消防適
●通知・リーフレット
性検査・体力
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034kbt.html
を問わない。
●第２回厚生科学審議会
検査
【身長】
予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会配布資料
おおむね１６０㎝（女子にあっては
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034g8f.html
おおむね１５５㎝）以上
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７
【体重】
おおむね５０㎏（女子にあっては４
５㎏）以上
県動物愛護センターでは「犬のしつけ教室」や、新しい飼い主をさ
がす機会を提供する「飼い主さがしの会」等、様々な動物愛護事業を
【視力】
開催しています。ぜひご参加ください。
矯正視力を含み、両眼で０．８以
※予約が必要な事業については、平日８：３０～１７：１５に千葉県動物
上、かつ一眼でそれぞれ０．５以
愛護センターまでお電話ください。
上で赤色、青色及び黄色の色彩
●夏休み 犬のしつけ親子体験教室（予約制・無料）
の識別ができること。
小学４年生から６年生までのお子さんと保護者の方を対象
に、夏休み犬のしつけ親子体験教室を開催します。(小学生の
【聴力】
みでも参加できます。)親子で犬のしつけにチャレンジしましょう。
左右とも正常であること。
【日時】・７月２４日（水）、８月７日（水）、８月１４日（水）
【握力】
１３：３０～１５：００
左右とも３５㎏（女子にあっては２５
・８月８日（木）、８月１５日（木） １０：３０～１２：００
※各回５組まで
㎏）以上
【申込期間】７月１６日（火）から各開催日前日まで
【その他】
●犬のしつけ方教室（随時予約制）
・身体の各関節が正常であること。
基礎講座：受講料無料
・言語が明瞭で十分発音ができる
【日時】７月３１日（水）、８月２１日（水） １３：００～１４：３０
こと。
【募集人員】各４０名
実技講座：受講料３，０００円
・神経機能及び神経系統に異常
※実技講座は(財)千葉県動物保護管理協会が開催します。
がないこと。
【日時】８月１日（木）、８月２２日（木） ９：３０～１１：３０
・結核性疾患、感染症疾患及びそ
【募集人員】各４０名
の他の疾患がないこと。
●パピークラス（随時予約制・無料）
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び、模範的飼い主を目指し
【申込方法】夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局及び消防本部
ます。参加者には優先的に子犬を譲ります。
にて７月１０日（水）から配布される申込書に必要事項を
【日時】７月２７日（土）、８月２４日（土）、９月２８日（土）
記入のうえ、事務局まで提出してください。
各日程時間応相談
【受付期間】７月３０日（火）～８月１６日（金）８：３０～１７：１５
●飼い主さがしの会（随時予約制・無料）
※土・日曜日を除く
犬猫の欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの場です。
※郵送の場合は８月１６日（金）消印有効
【日時】７月１３日（土）、８月１１日（日）、８月２９日（木）
犬猫を欲しい方 受付９：００～９：３０
【試験日時・場所】９月２２日（日） いすみ市立国吉中学校
犬猫をあげたい方 受付９：３０～１０：００
【申込・問い合わせ】〒２９８－０１２４千葉県いすみ市弥正８８－１
●一般譲渡会（無料）
夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局
成犬・成猫を譲渡します。直接受付時間にお越しください。
総務課庶務係
【日時】７月２５日（木）、８月２２日（木）、９月２６日（木）
TEL ８６－６６００
各日程受付１３：００～１３：３０
【開催場所・予約申込・問い合わせ】富里市御料７０９－１
千葉県動物愛護センター
TEL ０４７６－９３－５７１１

動物愛護事業の開催について

