後期高齢者医療保険料の納期について

おんじゅく

大腸がん検診・胸部検診を実施します

大腸がん（便潜血反応検査）検診と胸部（結核・肺がん）検診
を実施します。
９月３０日（木）
１１月１日（月）
過去３年以内に検診を受けた方及び事前にお申し込みをさ
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。
れた方には、9 月下旬までに「受診票」をお送りします。「受診
発行日 令和３年９月１０日 ＮＯ．８２４
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談
票」が届かない方で検診をご希望の方は、保健福祉課保健事
ください。
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
業班（3 階②窓口）へお申し込みください。
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku
○大腸がん検診・胸部検診共通
【対象者】
「心配ごと相談所」開設のお知らせ
企画展『御宿の祭り展』の開催
40 歳以上の方（昭和 56 年 12 月 31 日までに生まれた方）
１０月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
２年連続中止を余儀なくされた御宿の祭り。歴史民俗資料館 ※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
相談時間は、９：００から１２：００までです。
では『御宿の祭り展』を開催しています。
る方は、医師の指示を確認のうえ、受診してください。
本企画展では、祭りの熱気を再現するため、神輿、太鼓、装 【日時・会場】
開催日
場 所
相談内容
束、映像、写真などを展示しています。皆様ぜひご来館くださ
期 日
会 場
受付時間
一般相談・行政相談
１０月 １日（金） 地域福祉センター
い。
障害者相談
10月5日（火）
【期間】１２月２６日（日）まで
10月6日（水）
１０月２２日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
9:00～11:00
御宿町公民館
【入館料】無料
13:00～15：00
10月7日（木）
※来所の際は、マスクをご着用ください。
【休館日】毎週月曜日・祝日
10月8日（金）
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。
※月曜日が祝日の場合は火曜日休館
10月9日（土） 御宿町公民館
9:00～11:00
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠 【問合せ】歴史民俗資料館 TEL ６８－４３１１
なお、大腸がん検診については以下の日程でも検体の回収を
慮ください。
行います。
※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合
ペットの飼い主の皆さんへ
期 日
場 所
受付時間
は中止となります。
（災害時の対策について）
10月12日（火）
役場3階
9：00～12：00、
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５
災害時におけるペットとの避難について、以下の準備を事前
～14日（木）
保健福祉課
13：00～16：00
にお願いします。
○大腸がん検診（便潜血反応検査）
令和３年度原爆被爆二世
・ペット用品（ゲージ、ペットフード、トイレ用品等）の準備
健康診断の実施について
・犬については、登録の時に発行された鑑札、狂犬病予防注射 【持ち物】①受診票 ②体調確認表
③検体（採便容器） 2 日分 ④検診費用（500 円）
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。
済票の確認
※今年度受けない方は、受診票と容器（未開封）を保健福祉課
【対象者】原爆被害者の実子で、県内に住所を有し、受診を希 ・その他、薬など必要とする物の準備
また、避難所では他の避難者もいることから、ペットと避難者 保健事業班（3 階②窓口）へ返却してください。
望される方
は別のスペースにて避難する場合がありますので、ご理解くだ ○胸部（結核・肺がん）検診（レントゲン検査）
【実施期限】令和４年２月２８日（月）まで
【持ち物】①受診票 ②体調確認表
さい。
【申込期限】令和４年１月３１日（月） 必着
※レントゲン検査は無料です。
【申込方法】受診を希望される方の住所・氏名・生年月日・電話 【問合せ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４
【注意】妊娠中の方は受診できません。
番号及び被爆者である親の住所・氏名・生年月日・被爆者健康
いすみあかね園バザー開催中止のお知らせ ※問診により対象となる方は、喀痰検査のみ、検体提出の際に
手帳番号・被爆二世健康記録簿配付希望の有無を書いて、郵
検診費用 1,000 円が必要です。
いすみあかね園では、皆様のご支援のもと毎年秋にチャリティ
送で申し込んでください。
ーバザーを開催して参りましたが、新型コロナウイルスの感染拡 ※検診期間中の会場では、喀痰検査の検体回収は実施しませ
※受診書等は後日送付いたします。なお、検査の種類によって
んので、ご注意ください。
大を防止する為、今年度も中止させて頂きます。ご理解のほど
は一部自己負担が生じることがあります。
〇受診時は、マスクの着用・手指消毒等、感染対策のご協力を
よろしくお願い申し上げます。
お願いします。
【申込先及び問合せ】
【問合せ】社会福祉法人つばさ
〇検診会場内の密を避けるため、受付時間前には、会場へ入
千葉県健康福祉部健康福祉指導課援護班
いすみあかね園（いすみ市山田５９０１）
れません。
TEL ０４３－２２３－２３４９
TEL ０４７０－６６－０６００
【申込・問合せ】 保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）
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お知らせ版

「福祉タクシーの指定業者の追加について」のお知らせ

令和３年度後期技能検定試験

福祉タクシー利用券を使えるタクシー会社が、6 月 11 日に 1 社（No.15）追加され、合計 21 社となりました。
〈タクシー会社一覧〉
No.
1
2
3
4
5
6
7

業者名
あおぞら介護タクシー
☏0800-080-0808
あさの介護タクシー
☏090-8103-5515
いすみグリーン 合同会社
☏090-1665-0116
エミタスタクシー 大原営業所
☏0470-62-2211
エミタスタクシー 勝浦営業所
☏0470-73-1101
大多喜タクシー
☏0470-82-2731
介護タクシー スズキ
☏0470-68-4716

No.
8
9
10
11
12
13
14

業者名
介護タクシー なの花
☏0470-70-5055
介護タクシー NOAH
☏0470-60-3868
介護タクシー FLAT（ふらっと）
☏090-7219-2600
介護タクシー まんちゃん
☏0470-76-2321
株式会社 青海
☏080-5437-5537
鴨川タクシー
☏04-7092-1216
鏡浦自動車 鴨川営業所（他営業所あり）
☏04-7092-2351

No.
15
16
17
18
19
20
21

業者名
合同会社 にこにこ介護タクシー
☏090-2337-8998
東洋交通（茂原）
☏0120-151452
特定非営利活動法人 御宿コアラ
☏0470-68-4132
浪花タクシー
☏0470-62-1505
福祉タクシー ぴーす２３
☏0475-38-4950
ベストメディックス
☏0470-70-1101
まる介護タクシー
☏080-2050-0999

（五十音順）
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６

↑
Ｈ
Ｐ

ちば南東部地域若者サポートステーション
（若者就労支援機関）をご利用ください

自衛官等を募集します
防衛省・自衛隊では、次のとおり防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生等を募集しています。
募集種目
防衛
大学校学生

一般

応募資格

受付期間

高卒(見込含) ２１歳未満

７月１日（木）～１０月２７日（水）

１次試験：１１月６日（土）・７日（日）
２次試験：１２月７日（火）～１１日（土）

１次合格：１１月２４日（水）
最終合格：令和４年１月２１日（金）

７月１日（木）～１０月１３日（水）

１次試験：１０月２３日（土）
２次試験：１２月１５日（水）～１７日（金）

１次合格：１２月２日（木）
最終合格：令和４年１月３１日（月）

７月１日（木）～１０月６日（水）

１次試験：１０月１６日（土）
２次試験：１１月２７日（土）・２８日（日）

１次合格：１１月１２日（金）
最終合格：令和４年２月４日（金）

医学科
学生
防衛医科
大学校学生

看護
学科
学生

自衛官候補生

予
備
自
衛
官
補

試験期日（期間）

合格発表等

入（校）隊

待遇・その他

令和４年４月上旬

修学年限４年
卒業後、約１年で３等陸・海・空尉
（幹部自衛官）に任官
修学年限６年
医師免許取得後、２等陸・海・空尉
（幹部自衛官）に任官

高卒(見込含) ２１歳未満

１８歳以上３３歳未満

年間を通じて行っています。
（令和４年３月高等学校等卒業予定者は
７月１日（木）～）

受付時にお知らせします。

試験後にお知らせします。

修学年限４年
国家資格合格後、３等陸・海・空尉
（幹部自衛官）に任官
令和４年
３月下旬～
４月上旬
３年以内に５０日の
教育訓練を受講

一 般 １８歳以上３４歳未満の者
１８歳以上で国家免許資格等を有す
技 能 る者（資格により年齢上限は５３歳
未満～５５歳未満）

７月１日（木）～９月１７日（金）
（締切日必着）

【等級】特級（該当職種）、１級、２級、３級（一部職種）及び単一
等級
【職種】４９職種６１作業（建築大工、配管、和裁、菓子製造、鍛
造、金型製作ほか）
【受検資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要
【受検手数料】〈一般〉実技 １８，２００円、学科 ３，１００円
※３５歳未満の方や学生・訓練生が２・３級受検の場合は、実技
試験受検手数料が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さ
い。
【受付期間】１０月４日（月）～１０月１５日（金）
【試験実施日程】１２月３日（金）～令和４年２月１３日（日）の間の
指定する日
【合格発表日】令和４年３月１１日（金）
【受付場所・問合せ】
↑
千葉県職業能力開発協会 技能検定課
Ｈ
Ｐ
TEL ０４３－２９６－１１５０
URL http://www.chivada.or.jp

１０月２日（土）～５日（火）

※ 詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせ下さい。
【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部）
茂原市町保３－２１７ シティビル２階
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

１１月５日（金）
２年以内に１０日の
教育訓練を受講

↑
Ｈ
Ｐ

約３か月の教育終了後、２等陸・
海・空士に任用

階級は指定しない
所定の教育訓練終了後、予備自衛官
として任用

ちば南東部地域若者サポートステーション（通称サポステ）
は、働くことに踏み出したい１５歳～４９歳までの本人やご家族を
対象に就労支援を行っています。
「働き出す力」を引き出し「職場定着するまで」を全面的にバッ
クアップする厚生労働省委託の支援機関です。
相談は無料（要予約）です。
【日時】月～金曜日 ９：００～１７：００（年末年始、祝日を除く）
【場所】茂原市役所９階（茂原市道表１番地）
【問合せ】ちば南東部地域若者サポートステーション
（若者就労支援機関）
↑
TEL ０４７５－２３－５５１５
Ｈ
Ｐ
FAX ０４７５－３６－５７２２
URL https://chibanantosaposute.com
メールアドレス chiba-nantou@mail.o-hara.ac.jp

