
御宿町まち・ひと・しごと創生 
総合戦略（案）策定に係る町民の意見公募 
（パブリック・コメント）を実施します 
町では、人口減少に歯止めをかけ、活力あるまちづくりを進

めるため、「御宿町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進

めています。 

御宿町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会にて協議

を重ね、この度、「御宿町まち・ひと・しごと創生総合戦略」＇案（

がまとまりましたので、町民の皆さんからのご意見等をお伺いす

る意見公募＇パブリック・コメント（を以下の日程で実施します。 

【募集期間】９月１２日＇土（～１０月１１日＇日（ 

【募集対象者】 

＇１（町内に住所を有する者 

＇２（町内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

＇３（町内に存する学校に在学する者 

＇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 

【御宿町まち・ひと・しごと創生総合戦略＇案（の公表方法】 

＇１（町ホームページに掲載 

＇２（役場企画財政課＇４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」の形式により、次の＇１（

～＇３（のいずれかの方法で提出してください。 

※用紙は、ホームページからダウンロードするか、役場企画財

政課及び町公民館の窓口に置いてあります。 

＇１（企画財政課及び公民館に持参又は郵送＇締切日必着（ 

＇２（電子メール 

＇３（ファックス 

※意見等を提出される方は、住所、氏名、連絡先を明らかにし

ていただきます。 

【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（。 

・提出いただいた用紙は返却しません。 

【問い合わせ】〒２９９－５１９２ 

千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 企画財政課 

ＴＥＬ ６８－２５１２ ＦＡＸ ６８－３２９３ 

Ｅメール kizai@town-onjuku.jp 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２７年９月１０日  ＮＯ．６８０ 

住民票等発行業務の休止のお知らせ 
マイナンバー運用開始準備にあたり、１０月３日＇土（は公民

館での住民票等の取扱いを休止します。 

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

【問い合わせ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

 

平成２７年秋の全国交通安全運動を実施します 
秋の全国交通安全運動が以下の日程で実施されます。交通ルー

ルの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通安全に努めましょう。 

【期間】９月２１日＇月（～９月３０日＇水（ 

【スローガン】～外出は 明るい笑顔と 反射材～ 

【運動の重点目標】 

１．子どもと高齢者の交通事故防止 

２．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

＇特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点

灯の徹底（ 

３．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の

徹底 

４．飲酒運転の根絶 

【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 

糖尿病予防教室の参加者を募集します 
特定健診などを受診された方で、保健指導判定の方を対象

に、「糖尿病予防教室」を実施します。生活習慣病予防や生活

習慣の改善をするために、ぜひ参加してください。 

【対象者】平成２７年度に特定健診や人間ドック等を受診された

方で、血糖検査ＨｂＡ１ｃ＇ＮＧＳＰ（が５．６～６．４％ま

での方＇保健指導判定の方（ 

※医療機関で治療中の方は、主治医と相談の上ご参加ください。 

【日程】１０月１９日＇月（、１１月１７日＇火（、１２月１日＇火（、 

１月２５日＇月（、３月７日＇月（ 

【場所】町保健センター 

【内容】血圧測定、体重測定、運動実習、調理実習など 

【定員】１５名＇申込先着順（ 

【費用】年間５００円 

※実習等で別途費用を負担していただく場合があります。 

【申込】１０月２日(金)までに、役場保健福祉課保健事業班＇３階

②窓口（へ電話又は直接お申し込みください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 

ＴＥＬ ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

ふるさとの秋まつり展を 
開催しています 

町歴史民俗資料館では、「ふるさとの秋まつり展」を開催中で

す。御宿・岩和田・布施地区の祭りの写真や、装束などを展示

しています。活気あふれる御宿の祭人の姿をぜひご覧くださ

い。 

【期間】１１月１５日＇日（まで ９：００～１７：００ 

＇月曜・祝日休館 祝日が月曜日の場合はその翌日も休館（ 

【問い合わせ】町歴史民俗資料館 ＴＥＬ ６８－４３１１ 

 

農地相談会を開催します 
町農業委員会では、農地に関する相談会を開催します。遊休

農地、農地転用、売買、貸借、埋立等についてお気軽にご相談く

ださい。 

【日時】９月２４日＇木（１３：００～１４：３０ 

【場所】役場２階 相談室 

【問い合わせ】町農業委員会事務局＇役場産業観光課内（ 

ＴEL ６８－２５１３ 

 

家庭教育相談 
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受

け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘

密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】９月１７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 

mailto:　kizai@town-onjuku.jp
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


胸部（結核・肺がん）検診及び 
大腸がん検診を実施します 

胸部＇結核・肺がん（検診と大腸がん検診を以下のとおり実施
します。各地区を巡回しますので受診してください。 

以前同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察をされてい
る方は、医師の指示を確認のうえ、受診してください。 

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、９月上旬に「受診票」をお送りします。「受診票」が届かな
い方で検診をご希望の方は、役場保健福祉課保健事業班へお
申し込みください。 
【日時・会場】 

※対象地区の会場で受診できない場合は他の会場をご利用く
ださい。なお大腸がん検診については以下の日程でも回収
を行います。 

○胸部＇結核・肺がん（検診＇レントゲン検査（ 
【対象者】４０歳以上の方 

＇昭和５０年１２月３１日までに生まれた方（ 
【持ち物】受診票＇質問事項について記入してください。（ 
【注意】妊娠中の方は受診できません。 
※喫煙習慣のある方など、肺がんリスクの高い方については希 

望を確認のうえ、喀痰
か く た ん

検査を実施します。なお、喀痰
か く た ん

検査は検 

診費用１，０００円が必要です。＇レントゲン検査は無料です。（ 
○大腸がん検診＇便潜血反応検査（ 
【対象者】４０歳以上の方 

＇昭和５０年１２月３１日までに生まれた方（ 
【持ち物】①受診票＇質問事項について記入してください。（ 

②検体＇便（ 指定の容器に２日分採取してください。 
③検診費用５００円 当日受付時に徴収します。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 

介護予防「鶴亀教室（運動コース）」 
参加者を募集します 

町Ｂ＆Ｇ海洋センター及び役場保健福祉課では、以下のとお

り「鶴亀教室＇運動コース（」参加者を募集します。 

【日時】１０月７日～１２月１６日＇原則毎週水曜日（ 

１４：００～１５：３０＇受付は１３：３０～（ 

【場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター 他 

＇送迎については、お申し込み時にご相談ください。（ 

【対象】次の①、②に該当する方 

①御宿町の介護保険第１号被保険者 

＇６５歳以上で介護保険証をお持ちの方（ 

②転倒予防・介護予防への取り組みを希望し、基本的に毎回教

室へ参加できる方 

※血圧・心臓病・筋肉や関節等の病気で治療している方は、原

則参加できません。 

【内容】バランス運動やレクリエーション・ストレッチ等、自宅でも

簡単にできる体操が中心です。教室開始時と終了時に

「体力測定」を行います。 

※教室修了者は、年間を通じて介護予防プログラムに取り組む

「鶴亀くらぶ」＇毎月２回程度実施（に参加することができます。 

【定員】２０名＇申込制（ 

【申込方法】９月２５日＇金（までに、町Ｂ＆Ｇ海洋センターまたは

役場保健福祉課福祉介護班にお電話ください。 

【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL ６８－４１４３ 

※月曜・祝日を除く 

保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

※土曜・日曜・祝日を除く 
 

介護予防普及啓発事業 

「巡回型元気いきいき教室」を開催します 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で運

動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教室」を実施し

ます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

【日時・場所】 

１０月５日＇月（ 岩和田青年館 １３：３０～１５：３０

１０月９日＇金（ 六軒町青年館 １３：３０～１５：３０  
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 

＇６５歳未満の方も見学できます。（ 

【持ち物】長タオル・飲料水＇水分補給（・筆記用具 

動きやすい服装でお越しください 

【内容】簡単な体操・ゲーム・歌 等 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

後期高齢者医療保険料の納期 
第３期 第４期

９月３０日＇水（ １１月２日＇月（

後期高齢者医療保険料

＇普通徴収（
 

※納期を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

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。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

司法書士法律相談について 
毎年１０月１日は「法の日」と定められています。この「法の日」

を記念し、千葉司法書士会では無料法律相談会を実施しま

す。 

不動産の相続や売買など登記に関することをはじめ、借金に

関することなど、皆さんの様々な相談をお受けします。 

【日時】１０月３日＇土（１０：００～１５：００ 

【場所】いすみ市岬公民館＇予約不要（ 他千葉県内２０か所 

※その他の会場につきましては予約が必要な場所もありますの

で、以下の連絡先へお問い合わせください。 

【問い合わせ】千葉司法書士会事務局 

TEL ０４３－２４６－２６６６ 

 

危険物取扱者試験を実施します 
危険物取扱者試験を、以下の日程で実施します。受験する

方はお申し込みください。 

【試験の種類】甲種、乙種全類(第１類から第６類)、丙種 

【試験日】１１月２９日(日) 

【試験会場】勝浦市会場＇国際武道大学（ 

【願書受付期間】 

○書面申請 

９月１７日(木)～１０月９日(金) ※土･日･祝日を除く 

受付時間 ９：３０～１６：００ 

○電子申請 

９月１４日(月)～１０月６日(火) ２４時間対応 

【願書受付場所】 

千葉市中央区末広２－１４－１ 

一般財団法人消防試験研究センター千葉県支部＇郵送可（ 

※詳細は、消防試験研究センターホームページをご確認ください。 

※受験願書等の必要な書類は、御宿、大多喜、夷隅、岬の各

分署及び、消防本部、勝浦消防署、大原消防署に用意して

あります。 

【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・予防係 TEL ８０－０１３２ 

期　　日 対象地区 受付時間 会　　場
上布施・

実谷・七本
　９：００～１１：００

上布施コミュニティ
消防センター

高山田 １３：００～１５：００ 町保健センター
　９：００～１１：００
１３：００～１５：００

岩和田 ９：００～１１：００ 岩和田青年館
六軒町 １３：００～１５：００ 町公民館

浜 ９：００～１１：００
久保 １３：００～１５：００
須賀 ９：００～１１：００
新町 １３：００～１５：００

１０月１０日＇土（ 地区指定なし ９：００～１１：００ 町公民館

１０月　９日＇金（ 町公民館

１０月　５日＇月（

１０月　６日＇火（ 御宿台集会所御宿台

１０月　７日＇水（

１０月　８日＇木（ 町公民館

期　日 場　所 受付時間
１０月１９日＇月（
　  ～２２日＇木（

　９：００～１２：００
１３：００～１６：００

１０月２３日＇金（ 　９：００～１２：００
３階 保健福祉課


