
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２３年８月２５日  ＮＯ．５８３ 
編集 御宿町企画財政課  ℡６８－２５１２ 

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

９９月月１１８８日日（（日日））はは  
御御宿宿町町議議会会議議員員一一般般選選挙挙のの投投票票予予定定日日でですす 
 投 票 時 間 は、７時 から２０時 までです。棄権することなく
投票しましょう。 
投票日当日、仕事、レジャー、冠婚葬祭等で投票所に行けな

い場合は、以下のとおり期日前投票ができます。 
【期間】９月１４日（水）～９月１７日（土） 
     ８：３０～２０：００ 
【場所】町役場２階中会議室 

○不在者投票制度について 
・御宿町以外の選挙管理委員会における不在者投票 
  選挙期間中、仕事や旅行などで御宿町以外の市区町村に
滞在しているため、当日投票及び期日前投票ができない方
は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票がで
きます。詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。 

・指定病院等における不在者投票 
  千葉県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入所

している方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは、
町選挙管理委員会又は病院長等にお問い合わせください。 

・郵便等における不在者投票 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証

を持っている方で、次のような障害のある方（○印の該当者）は、
郵便等による不在者投票を行うことができます。なお、この制度
を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付があらかじめ必
要です。詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。 

1級 2級 3級
両下肢、体幹、
移動機能の障害

○ ○

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害

○ ○

免疫の障害 ○ ○ ○

身体障害者手帳
の場合

障害名
障害の程度

 

特別
症候

第1
症候

第2
症候

第3
症候

両下肢、体幹の障害 ○ ○ ○
心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害

○ ○ ○ ○

戦傷病者手帳
の場合

障害名
障害の程度

 
要介護状態区分

要介護　5
介護保険被保険者証

の場合  
【問い合わせ】町選挙管理委員会（総務課内） ＴＥＬ６８－２５１１ 

御御宿宿町町敬敬老老会会のの開開催催  
 町公民館にて敬老会を開催します。当日は真木順子さんと
御宿児童合唱団による歌唱や地元ボランティアによる演芸を
予定しています。 
 ７０歳以上の皆さまは、お誘い合わせの上ご参加ください。 
【日時】９月７日（水） 式典１１：３０～ 演芸１２：２０～ 
※式典から参加の皆さまには、飲み物と軽食を用意しています。 
※当日は以下のとおりバスを運行しますのでご利用ください。 

西武ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
御 宿 台 営 業 所

七 本 集 会 所 10:15 岩 和 田 消 防 庫 11:05 立 山 公 民 館 10:25
上 布 施
消 防 団 詰 所

新宿
井 上 鉄 工 所 前

吉 野 商 店 前 10:30 高 山 田 消 防 庫 10:35

石が原旧バス停 10:35 会　場 10:40

西琳寺 10:40

会　場 10:45

第１便
（御宿台・七本・実谷方面）

第２便
（浜・岩和田・六軒町方面）

第３便
（上布施・高山田方面）

10:10 漁 協 御 宿 支 所 11:00 新 久 井 青 年 館 10:20

10:30

10:33

実谷上旧バス停 10:20 魚秀前 11:10

実 谷 浄 水 場 10:25 会　場 11:15

 
※送りのバスは敬老会終了後随時運行します。 
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL６８－６７１６ 

米米のの放放射射性性物物質質検検査査のの結結果果  
 安全な米を消費者の皆さまに提供するために実施した、平成
２３年御宿町産米の放射性物質検査の結果は『不検出』でした。 
 この結果、御宿町産の米は出荷・販売・譲渡・寄贈が可能に
なりました。 
 調査結果の詳細については、町のホームページで公表して
います。また、千葉県では御宿町産以外の米についても、放射
性物質検査を実施しています。結果については千葉県のホー
ムページで公表しています。 
【県産米の放射性物質検査についてのホームページ】 
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/h23touhoku/ 

kensanmai-kensa-kekka.html 
【問い合わせ】産業観光課 農林水産班 TEL６８－２５１３ 

防防災災訓訓練練のの開開催催  
 自主防災会及び町消防団による合同防災訓練を以下のとお
り実施します。ぜひご参加ください。訓練当日はタオルや水筒を
持参し、各自で暑さ対策、熱中症対策をお願いします。 
 なお雨天中止の場合は、当日の防災無線で連絡します。 

○会場１（高山田区自主防災会） 
【日時】９月４日（日） ９：００から  
【会場】高山田区民館 
【内容】①避難誘導訓練 ②情報伝達訓練 ③消火訓練 

○会場２（六軒町区、岩和田区自主防災会） 
【日時】９月４日（日） ９：００から 
【会場】旧岩和田小学校 
【内容】①避難誘導訓練 ②情報伝達訓練 ③初期消火訓練 

④救急救護訓練 ⑤炊出し訓練 

○会場３（上布施区自主防災会） 
【日時】９月４日（日） ９：００から  
【会場】コミュニティ消防団センター（第８分団上布施詰所） 
【内容】①初期消火訓練 ②応急救護訓練 

○会場４（実谷区自主防災会） 
【日時】９月４日（日） ９：００から  
【会場】実谷区内 
【内容】①トランシーバ情報伝達訓練 ②防災資機材の確認点検 

③危険箇所巡回 
【問い合わせ】総務課 消防防災班 TEL６８－２５１１ 
 

普普通通救救命命講講習習実実施施ののおお知知ららせせ  
 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、以下のとおり
普通救命講習を実施します。この機会にぜひ覚えておきましょう。 
 また、９月４日から１０日までは『救急医療週間』です。救急車が
来るまでの貴重な時間、あなたの応急手当が尊い命を救います。 
１人ひとりが応急手当を身につけ、お互いに助け合いましょう。 
【日時】９月１０日（土） ９：００～１２：００ 
【会場】消防本部２階会議室 （大多喜町船子７３－２） 
【申込方法】実施日の３日前までに、最寄りの消防署又は分署

にお申し込みください。 
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 
         警防課   TEL ０４７０－８０－０１３３ 
         御宿分署 TEL ０４７０－８０－０１３６ 

せんきょ君 



介介護護予予防防「「鶴鶴亀亀教教室室（（運運動動ココーースス））」」  
参参加加者者募募集集  

【日時】１０月５日～１２月１４日（原則毎週水曜） 
１４：００～１５：３０（受付開始１３：３０） 

【会場】町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
（送迎については、申し込み時に相談してください。） 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者で、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中の方は、
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。 
教室開始時と終了時に「健脚度測定」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」に参加することができます。 

【定員】１０名 
※申し込み制です。９月１６日(金）までに町Ｂ＆Ｇ海洋センター  

または保健福祉課へ申し込みください。 
【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 

保健福祉課 福祉介護班 TEL６８－６７１６ 
 

心心配配ごごとと相相談談所所のの開開設設  
 ９月の心配ごと相談は以下のとおりです。 
 お気軽にご利用ください。 

開催日 場所 相談内容

９月２日（金） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

９月２２日（木） 地域福祉センター 一般相談・人権相談  
 ※相談時間は９：００～１２：００ 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 
 

９９月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
 町 B＆G 海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を
実施しています。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 
【日時】各教室とも金曜日１４：００から1 時間程度 

・かんたんエアロビクス  ２日・１６日 
・ステップエアロビクス   ９日・３０日 

※保険については各自加入をお願いします。 
【問い合わせ】町 B＆G 海洋センター TEL６８－４１４３ 

平平成成2233 年年度度会会計計室室窓窓口口ででのの県県税税のの納納付付状状況況  
 役場会計室窓口での県税（自動車税・不動産取得税・法人県

民税等）の納付について、多くの方にご協力をいただきありがとう

ございました。 

８月１２日現在の町での取り扱い状況は以下のとおりです。 

【取り扱い件数】５７５件 【納付額】 ２１，３５９，２８０円 

【手数料交付見込額】４２７，１８６円 

【問い合わせ】町会計室 TEL６８－６６９１ 

 

東東日日本本大大震震災災義義援援金金ににつついいてて  
「東日本大震災義援金」として、多くの方から温かい気持ちを

寄せていただき、誠にありがとうございました。 

町や町内各施設の窓口等に寄せられた皆さまからの義援金

は、８月５日現在 （※町役場集計分として） 

３，００８，７９２円 
となっています。 

寄せていただいた義援金は、日本赤十字社千葉支部を通じ

て被災地へ届けました。 

引き続き、皆さまのご支援とご協力をよろしくお願いします。 

【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

町会計室 TEL６８－６６９１ 

 

平平成成２２３３年年度度後後期期危危険険物物取取扱扱者者試試験験  
実実施施ののおお知知ららせせ  

【試験の種類】甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種 

【日時】１１月２７日（日） １０：００ 

【会場】勝浦市 国際武道大学 

【願書受付期間】１０月４日（火）～１０月１３日（木） 

９：３０～１６：３０（土・日・祝日を除く） 

※受験に必要な書類は消防本部、勝浦消防署、大原消防署 

及び御宿分署に用意してあります。 

【受付場所】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 予防課 

大多喜町船子７３－２ 

【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 TEL０４７０－８０－０１３２ 

平平成成２２３３年年度度夷夷隅隅郡郡市市連連合合ななののははなな号号旅旅行行  
中中止止ののおお知知ららせせ 

 お座敷列車を利用し、毎年実施している連合なのはな号旅行

ですが、今年度については、電力不足による計画停電等の影

響を踏まえ中止することとなりました。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 

 

千千葉葉県県かからら転転倒倒をを減減ららそそううププロロジジェェククトト  
第第１１回回研研修修会会開開催催ののおお知知ららせせ  

千葉県理学療法士会では、県民の皆さまが豊かに年齢を重

ねていただくために、転倒予防の研修会を開催します。事前の

申し込みは不要で、どなたでも参加できます。 

【日時】１０月２日（日） １３：００～ （受付開始１２時） 

【会場】京葉銀行文化プラザ（千葉県中央区富士見１－３－２） 

【内容】第一部 「足腰のことで要介護にならないために！ 

～ロコモティブシンドローム～」 

講師：日本整形外科学会前理事長 中村耕三氏 

第二部 「足腰の衰えがこれでわかる！ 

歩行年齢とその測定方法について」 

講師：亀田メディカルセンター 

リハビリテーション事業管理部部長 村永信吾氏 

特別企画 「あなたの歩行年齢を測ります！」 

【問い合わせ】千葉県理学療法士会公益事業局 

TEL０４７－３８２－２５９８ 

 

『『ななかかよよしし動動物物フフェェスステティィババルル22001111』』  
開開催催ののおお知知ららせせ  

【日時】９月２３日（金） １０：００～１５：００ 

【会場】千葉県動物愛護センター 

     千葉県富里市御料７０９－１ 

【内容】・犬のしつけ方、犬のさわり方、手入れの実演 

・犬の団体競技実演 ・乗馬体験 ・動物相談 

・動物愛護紙芝居 ・地元特産品販売等 

【問い合わせ】千葉県動物愛護センター TEL０４７６－９３－５７１１ 

         URL:http://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/ 


