
まちづくり活動団体を支援します！ 

魅力ある地域づくり補助金の受付を開始 
 
 町では、地域住民や各種団体等が実施する「活力あるまちづ
くりに資する事業」に対し、対象事業費の２分の１以内（補助限
度額５０万円）で魅力ある地域づくり補助金を交付します。 
 魅力ある地域づくり補助金を希望される場合は、下記のとおり
事前計画書を提出してください。 
※希望団体等が多数の場合は事業選定を行います。 
  
平成２５年度実施：魅力ある地域づくり補助金 
【補助対象事業】 
イベント等の開催により活力あるまちづくりに資する事業であ

ること等で、町内において新たに展開される事業、または既存
の事業の新しい展開若しくは拡大であること等です。 
※1）補助対象となる事業の詳細は、魅力ある地域づくり推進事業補

助金交付規則(ホームページ掲載)にてご確認ください。 

※2）事前計画書は町ホームページからダウンロードできるほか、企画

財政課窓口及び公民館窓口に置いてあります。 

【申込期限】５月８日（水）まで 
【問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２ 
 

家庭教育相談開設のお知らせ 
家庭教育に関する不安や悩みなどについて、町家庭教育指導員

が相談に応じます。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。 
【日時】４月１８日（木） ９：００～１１：００ １３：００～１５：００ 
【会場】町公民館２階 クラブ室 
【問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７ 
 

移動暴力相談所の開設 
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議事務局では、

「暴力団に関する相談」を常時実施していますが、相談者の
利便性を図るため、以下の日程で移動暴力相談所を開設します
ので、どうぞご利用ください。 
【日時】４月２４日（水） １０：００～１６：００ 
【会場】夷隅地域振興事務所 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 
【相談への対応】 
・相談員は、当県民会議の常勤相談委員の暴力相談委員を
派遣し、必要により所轄警察署署員の協力を要請します。 
・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。 
・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等のご案内をいたします。 

【問い合わせ】公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議事務局 
ＴＥＬ０４３－２５４－８９３０ 
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平成２５年度税別納期限一覧 
第1期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 4月30日 7月31日 9月30日 12月25日
軽自動車税 5月31日
町県民税 7月1日 9月2日 10月31日 1月31日

第1期 第2期 第3期 第4期
7月31日 9月2日 9月30日 10月31日

第5期 第6期 第7期 第8期
12月2日 12月25日 1月31日 2月28日

国民健康保険税

 
※口座振替をご利用の方は各納期前に残高をご確認ください。 
納税は口座振替にすると納め忘れがなく、窓口に納付へ行く

手間が省けます。安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。 
【問い合わせ】税務住民課税務班  TEL６８－６６９２    

サンデーオープンについて 
 平日に来庁することができない方のために、毎月第３日曜日
に「税務住民課住民班」の窓口を開いています。 
【日時】毎月第３日曜日 ９：００～１２：００ 
４月２１日、５月１９日、６月１６日、７月２１日、８月１８日、 
９月１５日、１０月２０日、１１月１７日、１２月１５日、１月１９日、 
２月１６日、３月１６日 
【窓口】町役場３階税務住民課 住民班 
※役場への入り口は職員玄関のみとなります。 
【取り扱いできる業務】 
･住民票、戸籍の全部（個人）記載事項証明書、除籍・改製
原戸籍、身分証明書の交付 
・印鑑証明の交付 
※サンデーオープンで受付できる業務は限定されます。事前に
お問い合わせください。また、職員１名で対応しておりますの
で、お待ちいただく場合があります。 

【取り扱いできない業務】 
・住民異動届（住所の移動等） 
･住基ネットを使用する業務 
･年金の資格異動や納付記録の確認、国民年金請求の受付 
・印鑑登録 
【問い合わせ】税務住民課住民班 ＴＥＬ６８－６６９５ 

総務課行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 

月見草を咲かせる会バスツアー参加者募集 
月見草を咲かせる会は、らくだ像の周辺に月見草の植栽等を

行っている団体です。仲間とのふれあいや自然観察の一環として
「富士芝桜見学バスツアー」の参加者を以下のとおり募集します。 
【日時】５月７日（火） 
【集合場所】町公民館（６：４５集合 ７：００出発） 
【参加費】５,０００円（当日徴収します。） 
      ※昼食自由（レストラン・弁当販売あり） 
【募集人数】４０名（先着順）定員になり次第締め切ります。 
【募集期間】４月３０日（火）まで 
【問い合わせ】月見草を咲かせる会 本吉 ＴＥＬ６８－２２０４ 

編集 御宿町企画財政課  TEL６８－２５１２ 

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

臨時職員の募集について 
企画財政課では、以下のとおり臨時職員を募集します。 

≪作業員≫ 
【勤務内容】町有地等の環境美化に係る草刈等 
【勤務期間】面接時にお知らせします。 
【勤務時間】８：３０～１７：１５ 
【募集人数】１名 
【応募要件】年齢不問（６５歳定年） 心身ともに健康な方 
【応募方法】履歴書に必要事項を記入の上、写真を添付し、役場

４階総務課へ提出してください。 
【申込期限】４月１９日（金）まで 
【面接日】４月２３日（火） 
【問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 

リサイクルステーションの利用方法 
リサイクルステーション（資源ごみ専用排出場所）の利用方法に

ついては、ごみ収集カレンダーの日程に従い、品目ごとに概ね収
集日前から一週間が排出期間となります。 
なお、詳細はリサイクルステーションにお知らせを貼付します

のでご覧ください。 
皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

【問い合わせ】町清掃センター ＴＥＬ６８－４６１３  

千葉県調理師試験の実施について 
【試験日時】７月２３日（火） １４：００～１６：００ 
【試験会場】日本コンベンションセンター国際展示場（幕張メッセ） 

展示ホール８ 千葉市美浜区中瀬 2－1 
【受験願書配布開始日】４月１０日（水） 
※願書は保健所へ早めに取りに来てください。 

【願書受付期間・受付会場】 
５月２１日（火）から２３日（木）までの３日間（１０：００～１６：００） 

※受付は住所地の健康福祉センター（保健所）で行います。 
なお、住所が県外にある方は、県庁健康福祉部健康づくり
支援課で受け付けます。 

【問い合わせ】     
夷隅健康福祉センター（夷隅保健所）ＴＥＬ０４７０－７３－０１４５ 
住所（仮庁舎） 勝浦市墨名６５１－１ MK第二ビル３階 

（１階、２階は千葉興業銀行勝浦支店です。） 
※庁舎の耐震改修のため、移転して業務を行っています。 



 

「肝炎ウイルス検診」実施のお知らせ 
町では、肝炎ウイルスの感染を早期に発見するため、「肝炎

ウイルス検診」を実施します。 

今年度、国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、

特定健康診査とあわせて実施しますが、それ以外の方で検診

を希望する方は、事前に役場保健福祉課にお申込みくださ

い。 

【対象者】４０歳以上での過去に肝炎ウイルス検査を受けていな

い方（昭和４９年３月３１日までの生まれの方） 

【日時】５月７日（火）～１１日（土）、１３日（月） 

７月１２日（金）、１３日（土） 

受付時間  １３：００～１４：３０ 

【場所】役場保健センター 

※国民健康保険等の特定健康診査会場で実施します。 

【検査内容】血液検査 

※肝炎ウイルス（B型・C型）が存在するかどうかを調べます。 

  検査当日は採血における食事制限はありません。 

【検診費用】無料 

【問い合わせ・申し込み】保健福祉課 保健事業班 

ＴＥＬ６８－６７１７ 

「前立腺がん検診」実施のお知らせ 
町では中高年男性に多い前立腺がんを早期に発見するた

め、５０歳以上の方を対象に血液検査（ＰＳＡ値検査）による前

立腺がん検診を実施します。 

国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、特定健康

診査とあわせて実施しますが、それ以外の方で検診を希望する

方は、事前に役場保健福祉課にお申込みください。 
※PSAは、前立腺でつくられる特有の物質です。  

前立腺にがんができると、早期から血液中に放出されるため、血液中の

PSAを調べることでがんの早期発見に役立ちます。 

【対象者】平成２５年４月１日時点において、５０歳以上の男性

（昭和３８年４月１日までの生まれの方） 

【日時】５月７日（火）～１１日（土）、13日（月）  

７月１２日（金）、１３日（土） 

１３：００～１４：３０  

【場所】役場保健センター 

【検査内容】血液検査  

※検査当日は採血における食事制限はありません。 

【費用】５００円 

【問い合わせ・申し込み】保健福祉課 保健事業班 

ＴＥＬ６８－６７１７ 

 

「特定健康診査」実施のお知らせ 

期  日 
会場および 

受付時間 
対 象 地 区 

5 月 ７日（火） 

保健センター

13：00～

14：30 

須賀・浜 

5 月 ８日（水） 御宿台 

5 月 ９日（木） 岩和田 

5 月１０日（金） 高山田・久保 

5 月 1１日（土） 実谷・七本・上布施 

5 月 1３日（月） 新町・六軒町 

7 月 12 日（金） 指定なし 

7 月 13 日（土） 指定なし 

【対象者】御宿町に住所を有し、次に該当する方 

（1）４０～７４歳の国民健康保険被保険者（昭和 13年４月２日

から昭和４９年３月３１日までに生まれた方） 

（2）後期高齢者医療加入者 

（3）４０歳以上の生活保護受給者等（昭和４９年３月３１日ま

でに生まれた方） 

※医療機関で健診を受けている方、治療中の方も健診の対象と

なります。 

◎以下に該当し検査を希望する方は、同時に肝炎ウイルス検

査・前立腺がん検診を実施します。 

・肝炎ウイルス検査：４０歳の方・４１歳以上で今までに検査を受

けていない方 

・前立腺がん検診：５０歳以上の男性 

【検査内容】①身体計測（身長・体重・BMI・腹囲） ②問診確認 

③尿検査 ④血圧測定 ⑤医師診察 ⑥血液検査 

※食事は、朝食を軽めにとり、昼食は食べないで受診ください。 

※実施基準により医師が必要と認めた方には、貧血・心電図・眼 

底検査を実施します。 

【持ち物】①受診票 ②尿検査検体 

◎受診票は、対象（１）の方全員と、（２）（３）のうち前年度受診 

者及び申込みのあった方にお送りしています。それ以外で 

受診を希望する方は、保健福祉課にお申込みください。 

【費用】５００円 

※ただし生活保護受給者及び７５歳以上の後期高齢者医療加 

入者の方は無料です。 

※前立腺がんを受診される方は別途５００円かかります。 

【問い合わせ・申し込み】保健福祉課 保健事業班 

ＴＥＬ６８－６７１７ 

 

 
 
以下のとおり、送迎車を運行しますのでご利用ください。 

 

※帰りの車は１４：３０から随時、運行いたします。 

 

東京スカイツリーからの放送受信不良対応

工事について 
地上デジタル放送の東京スカイツリー移転に伴い、電波の受

信が正しく受信できているかをご確認いただくために「受信確認

テスト」を行っています。 

正しく受信できないご家庭には、東京スカイツリー移行推進

センターが調査・工事等を無料で実施しています。詳細は東京

スカイツリー受信相談コールセンターまでお問い合わせくださ

い。 

【問い合わせ】東京スカイツリー受信相談コールセンター 

            ＴＥＬ０５７０－０１－５１５０ 

期　　　日 対 象 地 区 集　合　場　所 集 合 時 刻

①ニュー日の丸前 13:43

②浜青年館前 13:46

③割烹旅館かのや駐車場 13:47

④御宿郵便局前 13:50

⑤保健センター着 13:55

①広域消防御宿分署（バス停前） 13:48

②西武プロパティーズ御宿台営業所
　駐車場

13:50

③保健センター着 13:55

①岩和田消防庫前 13:48

③保健センター着 13:55

②高山田消防庫 13:45

③久保区民館入口 13:50

④保健センター着 13:55

①目黒商店前 13:42

②上布施コミュニティ消防センター 13:44

③新久井青年館前 13:45

④石が原バス停前 13:46

⑤吉野商店前 13:47

⑥浄水場前 13:48

⑦実谷上バス停前 13:49

⑧保健センター着 13:55

①越川商店前 13:45

②藤江商店前 13:46

③新町消防庫前 13:48

④保健センター着 13:55

5月10日
（金）

13:40

5月11日
（土）

5月13日
（月）

新町
六軒町

実谷・七本
上布施

高山田
久保

①元西琳寺バス停付近（リサイクル
　ステーション前）

5月7日
（火）

須賀・浜

5月8日
（水）

御宿台

5月9日
（木）

岩和田


