臨時福祉給付金申請の
休日受付を行います
消費税率が引き上げられたことに伴い、暫定的・臨時的な措
置として実施される臨時福祉給付金の休日受付を行います。
【日時】８月１７日（日） ９：００～１１：３０
【場所】役場２階正面玄関
【支給対象】平成２６年度分の市町村民税（均等割）が課税され
ていない方。市町村民税が課税されていない方には６月中旬
に税務住民課からの「課税がされていない旨のお知らせ」と同
封で申請書をお送りしています。遅れて申告した方や修正申告
等をされた方は申請書が送られていない場合がありますので、
お問い合わせください。平成２６年１月１日現在で御宿町に住
民登録されている方が支給対象となります。市町村民税（均等
割）が課税されている方の扶養親族等となっている方や基準日
以前から生活保護制度の被保護者となっている方等は対象と
なりません。
【申請に必要なもの】印鑑、通帳の写し、本人確認書類※、
送付された通知及び申請書
※本人確認書類は対象者全員分の写しが必要となります。ま
た、種類によっては２種類以上必要なものがあります。
１種類で十分なもの：住民基本台帳カード（写真あり）、運
転免許証、パスポートの写し等
２種類以上必要なもの：保険証、年金手帳・年金改定通
知・年金証書、公的機関からの
通知の写し等
また、この日以外は平日に保健福祉課福祉介護班（役場２階
②窓口）の臨時福祉給付金カウンターで給付金の申請受付を
行っています。（９月３０日まで）
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班
ＴＥＬ ６８－６７１６・４８８１

公民館放課後子ども教室

参加者募集

町公民館では、放課後子ども教室を開催しています。小学校
１年生から３年生を対象に、民話や昔遊び、自然を楽しむゲー
ム等を行っています。参加を希望する方はお申し込みくださ
い。なお、募集人数を超えた場合は抽選となりますのでご了承
ください。
【開催日】毎週金曜日
【対象児童】町内小学校の１年生から３年生の児童
【募集人数】３名
【申込方法】８月１７日（日）までに公民館備え付けの申込用紙
に記入し、提出してください。
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
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市町村交通災害共済の更新時期です
追加出張受付を行います

現在交通災害共済に加入されている方は８月３１日で期限が
満了となります。出張受付を行いますので、加入申込書に必要事
項を記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。
年会費は１人７００円です。
受付日
会場
時間
７月２９日（火） 町公民館
１０：００～１２：００
上布施コミュニティ消防センター １０：００～１１：００
７月３０日（水）
御宿町浄水場
１１：1０～１２：００

記載方法がわからない方は、受付日当日に申込用紙をそのま
ま会場へお持ち下さい。(印鑑不要)
・町内の保育所児童及び小中学校の児童・生徒はすでに集団加
入していますので、申込みの必要はありません。
・出張受付以降は総務課（役場４階③窓口）・公民館で随時受け
付けます。
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 TEL ６８－２５１１

タブレット体験教室・勉強会を
開催します
町では、インターネットの体験を目的としたパソコン教室やタブ
レット教室を NTT 東日本の協力により毎月開催しています。
８月の教室は、人気のタブレット教室を拡大し、未経験者向けの
体験教室、既利用者向けの勉強会を開催します。参加費は無料
です。ぜひご参加ください。
※申込先着順 各教室１５名
【日時・場所】８月２４日（日）１３：３０～１５：３０ 町公民館
【内容】
①タブレット体験教室（未経験者向け）
基本操作や代表的なアプリケーションの紹介等
②タブレット勉強会（既利用者向け）
インターネットを利用したタブレットの活用法等
【申込】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
【内容に関する問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２

「 御 宿 町新 型イ ン フ ルエ ンザ 等 対 策
行動計画（案）」に係る意見公募を実施
しています
町では、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な
方針を示すため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条
の規定により、新型インフルエンザ等対策行動計画の作成を進
めています。
この計画に、町民の皆さんのご意見等を反映させるため、パブ
リックコメント（意見公募）を実施しています。
【募集期限】８月２１日（木）まで
【募集対象者】以下のいずれかに該当する方
（１）町内に住所を有する方
（２）町内の事務所または、事務所に勤務する方
（３）町内の学校に在学する方
（４）その他、事業に関し利害関係を有する個人及び法人、その
他の団体
【計画（案）の公表方法】
（１）町ホームページに掲載
（２）総合案内（役場２階①窓口）、保健福祉課保健事業班（役
場３階②窓口）での閲覧
（３）町公民館窓口での閲覧
【提出方法】御宿町パブリックコメント提出用紙により、以下のい
ずれかの方法で提出してください。提出用紙は総
合案内(役場２階①窓口)、保健福祉課保健事業班
(役場３階②窓口)及び町公民館に設置しています。
また、町ホームページからダウンロードできます。
（１）保健福祉課保健事業班（役場３階②窓口）または町公民館
に提出（郵送可。８月２１日（木）消印有効。郵送の場合は役
場保健福祉課へお送りください。）
（２）電子メール
（３）ＦＡＸでの提出
※意見等を提出する方は、住所、氏名、連絡先を明らかにして
ください。
【結果の公表】
・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
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、ホ
ームページ等により一定期間公表します。（ただし、氏名等の
個人情報は除きます。）
・個々の意見等には直接回答しません。ご了承ください。
・提出された用紙は返却しません。
【意見の提出・問い合わせ】
〒２９９－５１９２御宿町須賀１５２２
御宿町役場 保健福祉課 保健事業班
ＴＥＬ ６８－６７１７
ＦＡＸ ６８－７１８３
Ｅメール hoken@town-onjuku.jp

農業機械の盗難にご注意ください
最近、農業機械の盗難が多発しており、千葉県内においても
被害が出ています。トラクター等の農業機械や電気柵などの盗
難に十分ご注意ください。
また、被害が発生した場合は警察への被害届を提出すると共
に、産業観光課へご連絡ください。
【問い合わせ】産業観光課 ＴＥＬ６８－２５１３

県民手帳の予約受付
２０１５年県民手帳の予約を受け付けます。
※お渡しは１０月頃を予定しています。
【価格】５００円（税込） サイズ 縦１４５mm、横８５mm
（色は紺色と黄色の２色）
【申込方法】企画財政課（役場４階②窓口）または町公民館ま
で代金を添えてお申し込みください。お釣りのな
いようにお願いします。
【申込期限】８月２２日（金）
【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２

平成２６年全国消費実態調査を実施します

８月の「心配ごと相談所」開設日

総務省では、我が国における家計の収支及び家計資産を総
８月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
合的に調査し、家計の構造を「所得」、「消費」及び「資産」の３つ
実施日
場所
相談内容
の側面から総合的に把握するため、町内の一部世帯を対象に９
一般相談・行政相談
８月１日（金） 地域福祉センター
月から１１月にかけて全国消費実態調査を実施します。
・障害者相談
７月下旬から調査員が対象区域を巡回しますので、調査への
８月２２日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
ご協力をお願いします。
相談時間は９：００～１２：００です。
【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

原爆被爆二世健康診断を実施しています

千葉県では原爆被爆二世に対する健康診断を実施していま
す。
【対象者】原爆被爆者の実子で、県内に住所を有し受診を希望
される方
【実施期限】平成２７年２月２８日まで
【申込期限】平成２７年１月３１日（必着）
【申込方法】受診を希望される方の郵便番号・住所・氏名・生年
月日・電話番号及び被爆者である親の郵便番号・
住所・氏名・被爆者健康手帳番号を書いて郵送で
お申し込みください。
８月の運動教室
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは健康運動教室を実施しています。 ※受診書等は後日送付します。なお、検査の種類によっては一
部自己負担が生じることがあります。
ぜひご参加ください。
【申込・問合せ先】〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１
【日時】アクアビクス １日（金）、２２日（金）、２９日（金）
千葉県健康福祉部 健康福祉指導課
１４：００から１時間程度
被爆者援護班
※保険の加入は任意です。各自で加入してください。
ＴＥＬ０４３－２２３－２３４９
【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３

防火管理講習を実施します
防火管理者の資格を取得するために必要な「防火管理講
習」を実施します。
【実施日】１０月１６日（木）・１７日（金）の２日間
【場所】ホテル一宮シーサイドオーツカ
（長生郡一宮町一宮１００００）
【受講料】６，１７０円（テキスト代含む）
【定員】２００人（先着順）
【申込方法】申込用紙に必要事項を記入し、一般社団法人千
葉県消防設備協会へ FAX 送信するか、同協会
の窓口へ直接提出してください。申込用紙は８月
下旬から、消防本部または最寄りの消防署や分
署にて配布します。また、一般財団法人 日本防
火･防災協会のホームページからダウンロードで
きます。
【受付期間】９月４日（木）、５日（金）
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
予防課 ＴＥＬ ８０－０１３２

講座「房総災害史」
自衛官

募集

防衛省自衛隊では自衛官を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。
募集種目

応募資格

航空学生（パイロット） 高卒（見込含）２１歳未満
一般曹候補生

自衛官候補生

１８歳以上２７歳未満

男子

平成２７年３月に高等学校
等を卒業見込みの方

女子
男子

１８歳以上２７歳未満

受付期間

試験期日
１次試験：９月２３日（火）
２次試験：１０月１８日（土）～１０月２３日（木）
３次試験：１１月１５日（土）～１２月１８日（木）
８月１日（金）
１次試験：９月１９日（金）、９月２０日（土）のうち１日
～
２次試験：１０月９日（木）～１５日（水）のうち１日
９月９日（火）
受付時にお知らせします。
随時受付

※応募資格年齢は平成２７年４月１日現在
【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

入（校）隊

平成２７年
３月下旬～
４月上旬

県立中央博物館分館海の博物館では古文書や石碑などに
記された記録をもとに、房総半島で起きた災害について紹介し
ます。
【日時】８月３１日（日）１３：３０～１４：３０
【定員】２０人 ※申込多数の場合、抽選となります。
【申込方法】参加希望者全員の住所、氏名、電話番号、年齢、
行事名を書いて郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかの
方法で県立中央博物館分館海の博物館までお送
り下さい。博物館内でも直接申し込みを受け付けて
います。
【申込期限】８月１７日（日）（必着）
【問い合わせ・申込先・会場】
〒２９９－５２４２勝浦市吉尾１２３
県立中央博物館分館海の博物館
ＴＥＬ ７６－１１３３ FAX ７６－１８２１
Ｅメール umihaku@chiba-muse.or.jp

