
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や 
個人情報の取得にご注意ください 

１０月からマイナンバーが通知されることに関連して、「マイナ
ンバーの調査をしているので家族構成を教えてほしい」「マイナ
ンバーのセキュリティにお金が掛かります」などの不審な電話が
相次いで確認されています。マイナンバー制度をかたった不審
な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。 

また、不審な電話や訪問があった場合、すぐに警察に連絡し
てください。 
【問い合わせ】いすみ警察署 ＴＥＬ ０４７０－６２－０１１０ 

 

介護予防ボランティア養成講座受講者募集 
各区の集会所等で高齢者を対象に簡単な体操やレクリエー

ション等を行う「介護予防ボランティア」の養成講座を、以下の日
程で実施します。 
【日程】１１月２７日（金）１２月１日（火）、４日（金）、８日（火）、１１日（金） 

※いずれも１３：３０～１５：３０ 
【場所】町保健センター 
【対象】①町内に住所を有し、ボランティア（無償）として高齢      

者を対象とした介護予防活動に携わる意思のある方。 
②自力で各区の集会所等へ行くことのできる方。 
③養成講座の全日程を受講できる方。 

【内容】・ボランティア活動の基礎知識 
・お口の機能向上のための講話・体操 
・簡単な体操、レクリエーション 等 

【持ち物】飲料水（水分補給）・筆記用具・メガネ・タオル 
      動きやすい服装でお越しください。 
【申込方法】１１月２０日（金）までに、役場保健福祉課福祉介護班

（２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 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 
 

平成２７年国勢調査へのご協力 
ありがとうございました 

平成２７年国勢調査にご協力いただきありがとうございまし
た。今回の調査では、初の試みとしてインターネットを使用した
オンライン回答が導入されました。御宿町におけるオンラインで
の回答率は３３．８％でした。なお日本全体では３６．９％、千葉
県全体では４０．１％です。また、御宿町における郵送での回答
は３８．４％となっています（１０月１５日現在、平成２２年の調査
結果で求められた世帯数を分母とした数値です）。 

ご回答いただいた国勢調査の結果は、行政の基礎資料とし
て、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備、防災対策など、私
たちの暮らしのために役立てられます。次回の国勢調査は５年
後の平成３２年（２０２０年）です。次回もご協力をよろしくお願い
します。 
【問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

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１０月２３日  ＮＯ．６８３ 

臨時福祉給付金の申請はお済みですか 
「市町村民税（均等割）の課税がされない旨のお知らせ」が届

いている方（平成２７年度の町民税均等割が非課税の方）で、課

税者に扶養されていない方について、臨時福祉給付金の申請

を受け付けています。１１月４日（水）までに申請をしてください。 

※詳しくは「市町村民税（均等割）の課税がされない旨のお知らせ」

に同封のチラシ、または７月２４日号のお知らせ版をご覧ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班「臨時福祉給付金」窓口 

ＴＥＬ ６８－４８８１／６７１６ 
 

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

しています。皆さんのご参加をお待ちしています。 

【日時・場所】 

１１月１０日（火） 須賀区民館 １０：００～１２：００

１１月１３日（金） 御宿台集会所 １３：００～１５：００

１１月２４日（火） 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 
 

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】１１月１２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 
 

１１月の「心配ごと相談所」開設日 
１１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

相談時間は９：００～１２：００です。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

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★ 

歯周疾患検診の申請はお済みですか 
町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進する

ため、歯周疾患検診を実施しています。実施期間は１１月３０日

（月）までとなります。まだ申請していない方は、早めに手続きを

行ってください。 

※実施期間中に受診できるよう申請をお願いします。実施期間

外の受診は全額自己負担となります。 

【対象者】受診の前年度に４０歳、５０歳、６０歳及び７０歳に達し

た方（ただし、歯周疾患の治療中の方または歯が１本

もない方を除く）。 

４０歳 昭和４９年４月１日～昭和５０年３月３１日生まれの方 

５０歳 昭和３９年４月１日～昭和４０年３月３１日生まれの方 

６０歳 昭和２９年４月１日～昭和３０年３月３１日生まれの方 

７０歳 昭和１９年４月１日～昭和２０年３月３１日生まれの方 

※対象者には５月末に個別に通知しています。なお、個別通知

は平成２７年５月１日現在の住民登録に基づき発送していま

すので、該当される方で平成２７年５月１日以降に転入手続

きをされた場合は、お申し出ください。 

【実施期間】１１月３０日（月）まで 

【利用回数】実施期間中１回 

【自己負担額】４０歳・５０歳・６０歳の方 ５００円 

７０歳・対象者で生活保護の方 無料 

基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療等が必要と

なった場合は別途料金がかかります。 

【実施場所】夷隅郡市内協力歯科医院 

※事前に予約が必要です。 

【申請方法】歯周疾患検診を受診する前に申請が必要です。 

印鑑をお持ちの上、役場保健福祉課保健事業班

（３階②窓口）にお越しください。申請手続き後「御

宿町歯周疾患検診票」を交付しますので、受診時

に協力歯科医院へお持ちください。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

開設日 場所 相談内容

１１月２日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１１月２０日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

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


陸上自衛隊高等工科学校生徒募集 
防衛省陸上自衛隊では、「中学校等卒業者及び中学校等卒

業予定者」を対象とした「陸上自衛隊高等工科学校生徒」を募
集しています。 

 詳しい内容はお問い合わせください。 
【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 
 

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ 
２０１５を開催します 

県では、１２月４日から１０日までの「人権週間」にちなみ、人
権について考え、理解を深めていただくため、ちばハートフル・
ヒューマンフェスタ２０１５を以下のとおり開催します。 
【日時】１２月８日（火）１３：００～１６：００ 
【会場】千葉県文化会館（ＪＲ本千葉駅から徒歩１０分） 
【内容】○講演「世界からのメッセージ～希望ある明日のために～」 

講師：渡部
わたなべ

陽一
よういち

さん（戦場カメラマン） 

○コンサート 「ハートフルコンサート」 
出演：ハートフルホスピタル（医療系バンド） 

○千葉ロッテマリーンズ選手一日人権擁護委員任命式、
マリーンズグッズが当たる抽選会ほか 

【定員】１，５００人（申込多数の場合抽選）※入場無料 
【申込方法】 

往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、入場希望人数
（１通につき２人まで、無記名は１人）、託児サービス・手話・要約筆
記通訳希望の有無、返信用あて先を書いて郵送してください。 
【申込期限】１１月６日（金）必着 
【申込・問い合わせ】 
〒２６０－０８５５ 千葉県庁内郵便局留 
ちばハートフル・ヒューマンフェスタ事務局（県健康福祉政策課内） 
TEL ０４３－２２３－２３４８  FAX ０４３－２２２－９０２３ 

狩猟期間が始まります 
１１月１５日（日）から２月１５日（月）まで狩猟が解禁されます。

狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野外で活

動する場合は、目立つ服装の着用やラジオの携帯等、事故防

止の対策を行いましょう。 

【問い合わせ】千葉県 自然保護課 ＴＥＬ ０４３－２２３－２９７２ 

 

動物による危害防止対策強化月間 
１１月は「動物による危害防止対策強化月間」です。次のこと

に注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。 

○人が犬に咬まれる事故が、平成２６年度は県内で１４５件発生

しました。 

・飼い犬が人を咬んだときは保健所へ届け出をし、犬が狂犬病

の疑いがないか獣医師の検診を受けることが必要です。 

・子犬のときから事故を起こさないようなしつけ、飼い方をするこ

とが重要です。 

・公園なども含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は

犬を制止できる人が、短い引き綱で行いましょう。 

・犬は来訪者を咬むことがない場所につなぎましょう。また、門

や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。 

○犬の登録と年１回の狂犬病予防接種は、法律に定められた

飼い主の義務です。 

○猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止で

き、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。 

○犬猫合わせて１０頭以上飼う場合、保健所への届出が必要

です（９１日齢未満の犬猫を除く）。 

○一部のサル、ヘビなどの特定動物を飼う場合は、あらかじめ

保健所長の許可が必要です。 

○ペットがいなくなったらすぐに探し、保健所、警察、動物愛護

センターに電話等で届け出ましょう。また、迷子札をつける、

動物病院で「マイクロチップ」を装着するなどして、飼い主がわ

かるようにしましょう。 

○動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。やむを得ない

事情で飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。

保健所・動物愛護センターでは飼い主探しをお手伝いします。 

○動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」

を開催しています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染

症などについて、学校、地域の勉強会に講師を派遣します。 

【問い合わせ】 

夷隅健康福祉センター（保健所） ＴＥＬ ０４７０－７３－０１４５ 

千葉県動物愛護センター ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１ 

同センター東葛飾支所 ＴＥＬ ０４－７１９１－００５０ 

黒沼ユリ子さんが語る会 
半世紀を超えるヴァイオリン人生を、黒沼ユリ子さんが皆さん

に語ります。 

【日時】１１月１３日（金）１４：００～１５：３０ 

【場所】町公民館 大ホール 

【演題】ヴァイオリンと共に歩んだ私の道 

【主催】御宿ネットワーク 代表 黒沼ユリ子 

【後援】御宿町 

【問い合わせ】御宿ネットワーク事務局 ＴＥＬ ６８－３３１７ 

 

原爆被爆二世健康診断を実施します 
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 

【実施期間】平成２８年２月２９日（月）まで 

【申込期限】平成２８年１月２９日（金）必着 

【申込方法】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

康手帳番号を書き、郵送で申込んでください。 

※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場合があります。 

【申込・問い合わせ】 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 被爆者援護班 

ＴＥＬ ０４３－２２３－２３４９ 

 

平成２８年度千葉県生涯大学校入学生募集 
千葉県生涯大学校では、平成２８年度入学生を募集します。 

【応募条件】仲間づくり、生きがいづくり、社会参加に興味のある

千葉県在住の５５歳以上の方（昭和３６年４月１日 

以前生まれ） 

【募集期間】１１月１０月（火）～１２月２８日（月） 

【願書配布場所】生涯大学校各学園、町保健福祉課福祉介護

班（２階②窓口）、各地域振興事務所、各健康

福祉センター（各保健所）、県高齢者福祉課 

※郵送希望者は、１４０円切手を貼付した返信用封筒（角２）を

封入し、以下の提出先へ郵送してください。なお、県庁ホー

ムページからも入手できます。 

【願書提出・問い合わせ】〒２６０－０８０１ 

千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 

千葉県生涯大学校事務局 

ＴＥＬ ０４３－２６６－４７０５ 

募集種目

受験資格

推薦試験 １１月１日（日）～１２月４日（金）※締切日必着
一般試験 １１月１日（日）～平成２８年１月８日（金）※締切日必着

推薦試験
平成２８年１月９日（土）～平成２８年１月１１日（月）の間
で指定する１日

一般試験 平成２８年１月２３日（土）（第１次試験）

教育及び
卒業資格

生徒の
待遇

陸上自衛隊高等工科学校生徒
平成２８年４月１日現在「１５歳以上１７歳未満の男子」、中学校等
卒業者及び卒業予定者

・高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて技術的な専門
  教育等を受ける。
・提携する通信制高等学校に編入学し、教育終了時は高等学校
  の卒業資格を取得。

・身分は特別職国家公務員「生徒」（自衛官ではありません）
・生徒手当：月額「９４，９００円」を支給
                （期末手当：年２回（６月、１２月））
・生徒教育卒業後、防衛大学校、航空学生等への受験資格が得
  られます。

受付期間

試験期日


