Twitter アラートの配信開始
町では、現在 Twitter を利用し、リアルタイムな情報提供に努
めているところです。
平成２５年１２月から、災害発生時等に Twitter アラートを活
用して緊急度の高い情報の配信を開始しています。この緊急
情報はスマートフォンの画面に自動表示され、確実に利用者
の目に触れるよう通知されます。
【発信する情報】防災情報等緊急度の高いものを発信します。
・震度の大きい地震の情報
・避難情報 (避難指示、避難勧告)
・その他、きわめて緊急度の高い情報
【受信するには】以下の条件を満たすことが必要です。
①Twitter アカウントをもっていること
②スマートフォンに Twitter 公式アプリがインストールされている
こと
※Twitter アラートはあくまで正確な情報の拡散を目的とした補
助的なツールです。エリアメールや防災無線の自動配信等
既存の緊急通報システムに代わるものではありません。
登録方法等、詳しくは町ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
御宿町広報係 Twitter アカウント ＠KohoOnjuku
ＨＰ http://www.town.onjuku.chiba.jp/
kikakuzaiseika/twitter_alert.htmｌ

「心配ごと相談所」開設について
１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。

開催日

場所

１月７日（火） 地域福祉センター

相談内容
一般相談・行政相談
・障害者相談
一般相談・人権相談

１月２２日（水） 地域福祉センター
＊相談時間は９：００～１２：００です。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ６８－６７２５

いすみ警察からのお知らせ
１１０番は警察に連絡するための緊急手段です。不幸にして
事件・事故に遭ったときはためらわずに１１０番をしてください。
１１０番が早ければ早いほど犯人を捕まえる確率が高くなり、被
害の拡大防止にもつながります。
緊急時以外のご相談・お問い合わせは
・相談サポートコーナー（警察総合相談）短縮ダイヤル
＃９１１０
・千葉運転免許センター（テレホン案内＆FAX サービス）
TEL０４３－２７４－０１１０
または警察署、交番へお願いします。
皆さんの１１０番通報への一層のご理解とご協力をお願いしま
す。
【問い合わせ】いすみ警察署 TEL６２－０１１０

おんじゅく
お知らせ版

第７次御宿町行政改革大綱（案）
への意見公募について

町では、平成２６年度から２９年度の４年間に町が取り組む行政
改革の方針をまとめた「第７次御宿町行政改革大綱」の策定を進
発行日 平成２５年１２月２５日 ＮＯ．６３９
めています。この行政改革大綱（案）について皆さんからのご意見
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
をお伺いする意見公募を以下のとおり実施します。
【第７次御宿町行政改革大綱（案）の閲覧場所】
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
町ホームページ、役場総務課窓口、町公民館窓口
【公募期間】平成２５年１２月２５日～平成２６年１月１７日
巡回型元気いきいき教室
【公募対象者】(1)町内に住所を有する方
（介護予防教室）開催について
(2)町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
町では、各地区の集会所で介護予防教室として「巡回型元気
(3)町内に存する学校に在学する方
いきいき教室」を実施しています。１月の開催地域は以下のとお
(4)(1)から(3)までのほか、町が行う事務事業に関し
りですので、皆さんのご参加をお待ちしています。
利害関係を有する個人及び法人その他の団体
【日時・会場】１月１０日（金）高山田 高山田公民館
【意見等の提出方法】
１月１４日（火）須賀
須賀区民館
所定の様式を用いて、役場総務課もしくは公民館へ持参、郵
１月１６日（木）岩和田 岩和田青年館
送、FAX、または電子メールでご提出ください。
１月１７日（金）上布施 上布施ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ ※意見等を提出される方は住所、氏名、連絡先を明らかにしてく
１月２０日（月）実谷
実谷区民館
ださい。
１月２４日（金）御宿台 御宿台集会所
※意見提出用紙は御宿町ホームページからダウンロードできる
※いずれも１３：３０～１５：３０
ほか、役場４階総務課窓口及び町公民館に用意してあります。
【対象】６５歳以上の方
【意見の概要及び実施機関の考え方の公表について】
【定員】２０名程度 ※町保健福祉課へお申し込みください
提出された意見等の概要とそれに対する町の考え方、施策
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具
等の案を修正した場合における当該修正内容については、町
動きやすい服装でお越しください
ホームページ、役場総務課窓口、町公民館窓口で一定期間公表
【内容】認知症予防などのお話・ストレッチ・予防体操・歌
します。（ただし、氏名等の個人情報は除きます。）また、個々のご
【問い合わせ】保健福祉課福祉介護班 TEL６８－６７１６
意見等に直接は回答しませんので、あらかじめご了承ください。
※提出された用紙は返却しません。
パソコンを生活の便利グッズに！
【提出・問い合わせ】総務課行政班 TEL６８－２５１１
FAX０４７０－６８－３２９３
～第３回初心者向けパソコン教室開催～
電子メールsoumuka@town-onjuku.jp
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
平成２６年度臨時職員登録制度
提供する光インターネットの利用が可能となりました。
平成２６年度に町臨時職員として働くことを希望される方は、事
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 前登録が必要です。年度ごとの登録となりますので、現在登録が
と連携し実施していますが、好評につき３回目の開催が決まりま ある方も再度登録が必要になります。
※登録された方すべてが採用されるものではありません。
した。
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 ※登録された方の中から書類選考を実施する場合もあります。
【登録条件】６５歳未満（定年の年齢は６５歳）であること。
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。
希望する職種に必要な資格を有していること。
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
健康状態が良好であること。
いかがでしょう。参加は無料です。ぜひご参加ください。
【登録方法】「平成２６年度臨時職員登録申込書」を総務課行政班
※定員２０名程度
へ提出してください。（郵送可）
第１回目、第２回目に参加されていない方を優先します。
※申込書は総務課窓口での受領のほか、町ホームページからも
【日時】１月１７日（金）
ダウンロードできます。
【内容】１３：３０～１５：００ 初心者・未経験者向けパソコン教室
（平成２６年度様式は１月６日以降ダウンロード可能です。）
１５：１５～１６：４５インターネットの活用例
【受付開始】１月６日（月） ８：３０～１７：１５（土日祝日を除く）
※片方のみの参加も可能です。
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２御宿町須賀１５２２
【対象】インターネット未利用のパソコン初心者・未経験者
総務課行政班 ＴＥＬ６８－２５１１
【会場】町公民館 視聴覚室
【教室に関する問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２
【申込】町公民館 TEL６８－２９４７

農家・住民の皆さんへ

「どうなる日本の政治」

道路上に張り出している
樹木の伐採について
最近、道路において、山林や個人宅などから、道路への倒
木や樹木の枝の落下が発生しています。道路への倒木等は通
行の支障となるだけでなく、場合によっては歩行者や通行車両
の事故につながる恐れがあります。
道路での事故防止のためにも、土地所有者の皆さんは樹木
の伐採や枝払いにご協力をお願いします。
【次の様な状態にないかご確認ください】
・道路、歩道へ樹木が張り出している
・枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある（またはその恐
れがある）
・竹木の繁茂による通行への障害がある（またはその恐れがあ
る）
沿道の山林、個人宅地の生垣、庭木等からの倒木や道路上
に張り出した枝の落下・落雪により、通行中の車両等が破損す
る事故が発生した場合には、樹木の所有者が民法の規定によ
り賠償責任を問われる場合があります。
私有地からの道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者
に所有権があるため、道路管理者が勝手に切ることはできませ
ん。
土地の所有者の皆さんには、所有者の管理・責任のもと、枝
払い・伐採などの処置をお願いします。
【作業実施に当たっては、次の事項にも注意してください】
・電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合がある
ので、事前に最寄りの東京電力㈱やＮＴＴに連絡し、立ち合
いを受けてください。
・通行車両及び歩行者等の安全確保対策と、樹木からの転落
防止措置を講じてください。
【問い合わせ】建設環境課建設班 ＴＥＬ ６８-６６９４

読売新聞特別編集委員 橋本五郎氏講演会

農業用ビニールの収集受付について

環境にやさしい農業生産の推進を図るため、使用済み農業
用ビニールを以下のとおり受付します。使用済みのビニールを
リサイクルし、再活用しましょう。
【日時】１月２８日（火）９：００～１１：００
【場所】JA いすみ御宿支所
【持込種類】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋
【費用】１㎏当たり１１円(計量後現金でのお支払いとなります。）
【荷造りの規格等】
＊塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。
＊排出するビニールは、同じ素材で結束してください。また、１
梱包は１５㎏程度で長さ８０㎝程度に束ねてください。
＊石、ゴミ、土等を取り除き極力水分を付着させないようにして
ください。
福祉施設・事業所合同就職面接会
◎持込み時に放射線量が 0.23μｓｖ／ｈを超えた場合は受け入
を開催します
れできません。規格以外のものについても受け入れができま
千葉県福祉人材確保・定着夷隅推進協議会では、茂原公共
せん。ご注意ください。
職業安定所いすみ出張所との共催により、福祉施設・事業所合
同就職説明会を開催します。
【日時】１月１５日（水）９：３０～１６：００
40cm
【会場】ハローワークいすみ 会議室
以内
【求人内容】介護職員・障害者支援員・看護職員・訪問介護員
【参加対象】福祉の職場に就職を希望する人（参加料無料。履
歴書及びお持ちの方はハローワークカードを持参
20cm
以内
願います。）
【問い合わせ】特別養護老人ホーム外房 TEL６８－５８００
80cm 以内
夷隅郡町村議会議長会では、議会議員研修会を以下のとお
り開催します。今年度は読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏を
お招きして、大多喜町・御宿町の皆さんと日本の政治について
考えてみたいと思います。
ご希望の方は事前にお申し込みのうえ、ぜひご来場ください。
【日時】２月５日（水） １５：００開演 ※１４：３０開場
【会場】御宿町公民館 大ホール
【定員】１６０名
【受付】１月７日（火）～
【申込・問い合わせ】議会事務局 TEL６８－２５１５

１月のＢ＆Ｇ健康運動教室
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
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。
【日時】各教室とも１４：００から１時間程度
○かんたんエアロビクス １０日（金）・２４日（金）
○ステップエアロビクス １７日（金）・３１日（金）
※保険の加入は任意です。各自で加入をお願いします。
【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３

80cm 以内

町内医療機関の年末年始の診療状況
町内医療機関
吉野外科医院
青葉クリニック
ラビドール
クリニック
田口整形外科
クリニック
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※その他夷隅郡市内では、輪番制で夜間・休日診療を行う予定です。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７

（○…診療予定）

イラストを参考に各自で整えてから持込をお願いします。
（状態によってはその場で束ね直しをお願いすることがありま
す。）
【問い合わせ】
御宿町廃プラスチック対策協議会事務局（役場産業観光課内）
TEL６８－２５１３
JA いすみ大原御宿地区購買店舗 TEL６６－１７１２
JA いすみ御宿支所 TEL６８－２４２４

