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お知らせ 
 

平平成成２２００年年４４月月１１日日かからら  
        町町のの組組織織がが変変わわりりまますす  

４月１日から役場の各課の名称や配置が以下のとおり変更に
なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】総務課 TEL６８-２５１１ 
 

防防災災行行政政無無線線戸戸別別受受信信機機のの  
料料金金改改定定ににつついいてて    

これまで防災行政無線の戸別受信機は、千葉県の補助事業を
活用し整備をしてまいりましたが、補助事業が廃止となったことか
ら、防災行政無線戸別受信機の設置に係る受益者負担金の額
を４月１日から以下のとおり改定します。 
 
 
 
 
 

※放送時間等は、変更ありません。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 

平平成成２２００年年度度固固定定資資産産課課税税台台帳帳のの  
縦縦覧覧期期間間ににつついいてて  

【縦覧期間】４月１日（火）から４月３０日（水）まで 
（土・日・祝日は除く） 

【縦覧場所】役場３階 税務住民課窓口 
【対象者】御宿町内に所在する土地又は家屋に対する固定資産税

の納税者及び同居親族並びに納税者の代理人（委任状
が必要）及び納税管理人（納税通知書や課税明細の提
示が必要） 

【問い合わせ】税務課 TEL６８-６６９２  

 
お知らせ 
 

狂狂犬犬病病予予防防注注射射ののおお知知ららせせ  
狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には、飼い犬の登録及び

狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせることが義務づけられてい
ます。町では、県獣医師会と連携し、以下のとおり狂犬病予防
注射を実施します。  
【手数料】３，３５０円（注射２，８００円＋注射済票５５０円） 
【注意事項】 
○町に登録の無い犬は受けられません。 
○会場は混雑しますので、新規登録や他の市町村からの
転入等の各種手続きは事前に役場で済ませてください。 

○通知（ハガキ）、鑑札、旧注射済票を持参ください。 
○おつりの無いように用意ください。 
○会場での飼い犬のフンは飼い主が責任を持って後始末を

してください。 
【日程】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※雨天の場合、実施の有無については当日の朝に防災行政
無線で連絡します。 

【問い合わせ】建設環境課 TEL６８－６６９４ 

 
お知らせ  

平平成成２２００年年度度かかららのの  
妊妊婦婦健健診診公公費費負負担担のの拡拡充充ににつついいてて  
町では妊娠中の母子の健康を守り、健診費用の負担を軽減する

ため、平成２０年４月から、妊婦健康診査の公費負担を拡充しま
す。妊婦一般健康診査受診票の交付が２回から５回となり、その他
に１回３，０００円を上限として９回まで町で助成をします。 

平成１９年度に母子手帳を交付された方には、妊娠週数に合わ
せて母子手帳別冊１の「妊婦健康診査受診票」を交換しますので、
保健福祉課までご連絡ください。※平成１９年度に母子手帳を
交付された方には、別途通知します。 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 
 

平平成成２２００年年度度かかららのの  
健健康康手手帳帳のの交交付付ににつついいてて 

これまで、４０歳以上の方全員に交付していた健康手帳につい
て、平成２０年度からは、健康相談や健康教育など町の保健事
業を利用する方で、希望する方のみに交付することとなりまし
た。交付を希望する方は、保健福祉課窓口または保健事業の
実施会場でお申し出ください。 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 
 

「「胃胃ががんん検検診診」」ののおお知知ららせせ 
「胃がん検診」（バリウム造影検査）を以下の日程で実施します。 

【日程】  
 
 
 
 
 
 
 

※対象地区以外の日程で受診することも可能です。  
【対象者】４０歳以上の方 

（昭和４３年１２月３１日までに生まれた方） 
【受付時間】８：００～１０：００ 
【持 ち 物】①申し込み票 ②受診票 ③検診費用（１，０００円） 
        ※健康手帳は不要です。 
【注意事項】受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。 

①検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は
食事・水・茶など飲食をしないでください。 

②胃腸の薬を内服している方や経過観察中の方は、
主治医のもとでの検査実施をおすすめします。 

※昨年受診をしている方には、３月２５日に受診票を発送します。
受診票が届かない方で受診を希望する場合は、保健福祉課ま
でお申し込みください。 

【申し込み・問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 

場所
　９：００～１０：００ 御宿町公民館前
１０：１０～１０：４０ 六軒町消防庫前
１０：５０～１１：３０ 新町会館前
１３：３０～１４：００ 高山田消防庫前
１４：１０～１４：４０ 上布施消防団詰所前
１４：５０～１５：３０ 御宿台集会所駐車場
　９：００～　９：４０ 浜青年館前
　９：５０～１０：３０ 岩和田青年館前
１０：４０～１１：２０ 上布施農協倉庫前
１１：３０～１２：００ 実谷消防庫前
　９：００～　９：２０ 御宿町公民館前
　９：３０～　９：５０ 浜青年館前
１０：００～１０：１５ 岩和田青年館前
１０：２５～１０：４０ 六軒町消防庫前
１０：５０～１１：１０ 上布施農協倉庫前
１１：２０～１１：４０ 御宿台集会所駐車場

４月２２日
（火）

４月２３日
（水）

５月８日
（木）

日時

期　　日 場　　所 対象地区 検診車台数
４月１１日（金）上布施消防団詰所 上布施・実谷・七本 １台
４月１２日（土）岩和田消防団詰所 岩和田 ２台
４月１４日（月） 御宿台集会所 御宿台 ２台
４月１５日（火） 浜青年館 浜 １台
４月１６日（水） 御宿町公民館 久保 １台
４月１７日（木） 御宿町公民館 新町・六軒町 ２台
４月１８日（金） 御宿町公民館 須賀・高山田 １台
４月１９日（土） 御宿町公民館 なし １台

改定前 改定後

受益者
　負担金額

１台につき１３，０００円

　受信機　３９，０００円/台
　県、町、受益者が各１/３の負担

１台につき１９，５００円

　受信機　３９，０００円/台
　町、受益者が各１/２の負担

場　所
庶務係・消防防災係
企画係・財政係
農林係・水産係・商工係・観光係
学校教育係・布施学校組合教育委員会
課税係・収税係・住民係（戸籍・住民基本台帳・年金等）
管理係・工務係・水道係・環境係
保健予防係・医療保険係（国民健康保険・後期高齢者医療等）
出納係
福祉係・介護保険係

公民館 社会教育係

２　階
保健福祉課
議会事務局

教　育　課

３　階

税務住民課
建設環境課
保健福祉課
会　計　室

課　　　名 主　な　担　当　業　務

４　階

総　務　課
企画財政課
産業観光課
教　育　課



  
お知らせ 

４４月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○かんたんエアロビクス 

１１日（金）、２５日（金） １４：００～１５：００ 
○ステップエアロビクス 

１８日（金） １４：００～１５：００ 
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入

されている方は必要ありません。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 
 

平平成成２２００年年春春のの全全国国交交通通安安全全運運動動  
実実施施ののおお知知ららせせ  

春の全国交通安全運動が４月６日（日）から４月１５日（火）まで
実施されます。また、運動期間中の４月１０日（木）には、「交通
事故死ゼロを目指す日」が実施されます。 

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。 

～ 広げよう どうぞの気持ちと 車間距離 ～ 
～ 点めつだ 一度止まって 次の青 ～ 

 
慕 集 

平平成成２２００年年度度交交通通安安全全推推進進隊隊募募集集  
県では、身近な地域でボランティアとして交通安全活動を

実践する「交通安全推進隊」を募集します。 
 交通安全推進隊は、「千葉県交通安全条例」に基づき、県民
の皆さん一人ひとりの積極的な参加による「交通安全県ちば」の
実現を目指して、県が平成１４年度から整備を進めている組織
です。現在約３，０００名の皆さんが加入し、地域の安全を守って
います。 
【応募資格】平成４年４月１日以前に生まれ、県内に居住または

勤務、通学している方。 
【活動方法】小学校区ごとにグループで月１回以上活動していた

だきます。（県内全域の小学校区で募集します。） 
【登録期間】７月１日から１年間 
【応募期間】５月１２日（月）必着 
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、県民センター若しく

は県交通安全対策課宛てに郵送（持参・ファックス
可）またはホームページの応募フォームで送信くだ
さい。 
※応募用紙は、各県民センター、市区町村交通

安全担当課、各警察署で入手できます。 
【問い合わせ】県交通安全対策課 

TEL０４３（２２３）２２６３ FAX０４３（２２１）２９６９ 
（URL）http://www.pref.chiba.lg.jp/ 

  
お知らせ 

福福祉祉タタククシシーー券券のの交交付付ににつついいてて  
身体障害者手帳（１・２級）や療育手帳をお持ちの方に、平成

２０年度分の福祉タクシー券を交付します。身体障害者手帳また
は療育手帳と印鑑を持参の上、役場２階保健福祉課窓口まで
お越しください。 
※平成１９年度に交付を受けている方には別途通知しています。 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 

４４月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【開催日】 ２日（水）（一般・行政・障害者相談） 
      ２２日（火）（一般・人権相談） 
【場所等】地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 
 
募 集 

料料理理をを学学んんででみみまませせんんかか 

平平成成２２００年年度度  
男男のの料料理理教教室室受受講講生生募募集集 

町社会福祉協議会では、料理を通して栄養・調理・保健・福祉
などを学べる「男の料理教室」の受講生を募集します。 
【開催回数】年９回開催 
【時間】９：００～１３：００ 
【場所】町保健センター 
【対象】６０歳以上の男性 ２０名 
【費用】材料費 年間３，０００円 
【応募期限】４月２５日（金）まで 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 
 

国国保保国国吉吉病病院院のの医医師師をを目目指指すす  
医医学学生生等等にに対対すするる奨奨学学金金貸貸付付制制度度  

国保国吉病院では平成２０年度より医師を目指す医学生等に
対する奨学金の貸付をいたします。 
【目的】将来、国保国吉病院の医師として業務に従事しようとする者

に対し、修学等に必要な資金を貸し付けることにより、国保
国吉病院における医師の確保を図ることを目的とします。 

【貸付対象者】保護者が御宿町・いすみ市・大多喜町に住所を有
していること、保護者が税を滞納していないこと等
の条件があります。 

【貸付限度額】（１）大学生入学時奨学金 １，０００万円以内 
         （２）大学生奨学金月額      ４０万円以内 
         （３）大学院生奨学金月額     ４０万円以内 
         （４）研修医奨学金月額      ３０万円以内 
※一定の条件を満たせば償還の免除を受けることもできます。 
【問い合わせ】国保国吉病院総務課 TEL８６－２３１１ 

 
お知らせ 

平平成成２２００年年度度移移動動暴暴力力相相談談所所のの開開設設  
（財）千葉県暴力団追放県民会議事務局では、以下のとおり

移動暴力相談所を開設します。 
【日程】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※開設時間はいずれも１０：００～１６：００ 
【相談への対応】 
（１）相談員は、事務局の常勤相談委員及び弁護士等民間委嘱

の暴力相談委員を派遣し、必要により所轄警察署署員の協力
を要請します。 

（２）相談対応は、相談者の立場になって懇切に納得のいくよう
指導・助言をします。秘密は守ります。 

（３）相談内容によっては、警察当局への通報、弁護士の紹介、
訴訟費用の無利子貸付け、非常通報装置等身辺保護機器の
貸し出し等の措置を行います。 

【問い合わせ】（財）千葉県暴力団追放県民会議事務局 
   TEL０４３－２５４－８９３０（フリーダイヤル０１２０－０８９３５４） 
 

労労災災職職業業病病ななんんででもも相相談談会会ににつついいてて  
千葉労災職業病対策連絡会では、以下の日程で労災職業病

なんでも相談会を開催します。 
【日程】①３月２９日（土）、５月３１日（土） １３：００～１６：００ 

船橋市勤労市民センター３階第４会議室 
     ②４月２６日（土） １３：００～１６：００ 

千葉市中央コミュニティセンター６階６１講習室 
     ③５月１０日（土） １３：００～１６：００ 

柏市消費生活センター 
【対応者】弁護士、社会保険労務士、ソーシャルワーカー 他 
【費用】無料（予約不要・当日受付） 
【問い合わせ】千葉中央法律事務所 TEL０４３－２２５－４５６７ 

開設日時 開設場所

４月２３日（水）東上総県民センター夷隅事務所
　夷隅郡大多喜町猿稲１４

５月１４日（水）北総県民センター香取事務所
　香取市北３－１－３

６月１１日（水）東上総県民センター山武事務所
　東金市東新宿１－１－１１

７月９日（水）東葛飾県民センター
　松戸市小根本７

９月３日（水）北総県民センター海匝事務所
　旭市二１９９７－１

１２月１０日（水）東上総県民センター
　茂原市茂原１１０２－２

１月２１日（水）南房総県民センター安房事務所
　館山市北条４０２－１

２月１８日（水）北総県民センター
　佐倉市鏑木仲田町８－１


