
 

胃がん検診の実施について 
 以下の日程で胃がん検診（バリウム造影検査）を実施します。 
【日時・場所等】受付時間は８：００～１０：００となります。 

※対象地区会場で受診できない場合は、他の会場でも受診でき
ます。 

【対象者】４０歳以上の方 
（昭和４９年１２月３１日までに生まれた方） 
【持ち物】①受診票  ②検診費用（１,０００円） 
【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
飲食をしないでください。（水、お茶も不可。） 

②胃腸薬を内服している方や現在治療中で経過観
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。 

 ※昨年受診された方や検診受診状況調査で町検診を希望さ
れた方には３月下旬に受診票をお送りします。受診を希望さ
れる方で受診票が届かない場合は役場保健福祉課までお
申し込みください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

70 歳以上の方へ 

国民健康保険 
自己負担割合の変更について 

平成２６年４月１日から、７０～７４歳の方の医療機関での自己
負担割合が、現行の１割から本来の『２割負担』に変更となりま
す。（※現役並み所得者の自己負担割合は３割。） 
ただし、平成２６年３月末までに「１割負担」の被保険者証を交

付されている方の負担割合は変更ありません。現在交付されて
いる被保険者証には「２割（２６年３月末まで１割）」と記載されて
いるため、４月以降も１割で受診できる内容に変更した被保険者
証を３月中に郵送します。 
※詳しくは、別途配布した「医療費の自己負担割合についての
お知らせ」をご覧ください。 

【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７ 
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狂犬病予防注射の実施について 
 狂犬病予防法により、犬の飼い主には飼い犬の登録と毎年１
回の狂犬病予防注射が義務づけられています。町では以下の
とおり狂犬病予防注射を実施します。 
【費用】３,５００円（注射料金２,９５０円+注射済票交付手数料５５０円） 
※おつりの無いようにご用意ください。 
また、平成２６年度より注射料金が改定となりました。今回の

改定については、平成２６年４月１日からの消費税率引き上げに
伴い、県獣医師会において決定されたものです。 
【日時・会場】時間が昨年と変わっています。ご確認の上お越し

ください。 

【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。 
・登録済みの犬については、事前に通知（ハガキ）をお送りして
います。当日、通知、鑑札、旧注射済票をお持ちください。 
・会場で飼い犬がフンをした場合は、飼い主が責任を持って片
付けてください。 
・都合により会場に来られない場合は、必ず動物病院で注射を
受けてください。 
※雨天により中止となる場合は防災無線でお知らせします。 
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 ＴＥＬ６８－６６９４ 
 

事故のない 明るい未来は 君の手で 
平成２６年春の全国交通安全運動を実施します 
春の全国交通安全運動を以下の日程で実施します。また、 

４月１０日（木）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。 
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。 
【実施期間】４月６日（日）～４月１５日（火） 
【問い合わせ】総務課防災総合対策班 ＴＥＬ６８－２５１１ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

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

臨時職員（保育士）を募集します 
町では以下のとおり臨時職員を募集します。  

【勤務場所】御宿保育所・岩和田保育所  
【募集人数】２名 
【勤務時間】８：３０～１７：１５（原則）  
【休日】毎週日曜日ほか１日（週休２日）  
【日給】６，９００円  
【申込方法】役場４階総務課設置の申込書に記入し、４月９日

（水）までに役場総務課へ提出してください。  
※面接日は改めてお知らせします。 

【問い合わせ】総務課行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 

町営住宅 入居者募集 
町営住宅の入居者を以下のとおり募集します。 

※入居時期は４月下旬を予定しています。 
【募集戸数】１戸 
【場所】富士浦団地（久保３７１番地３） 
【構造】木造平屋 
【家賃】月９，５００円～ （所得に応じて変わります。） 
【入居者資格】以下①～⑥のすべてに該当する方 
①同居親族がいること。（ただし、６０歳以上の方、身体障害者
等特に居住の安定を図る必要があるとして政令で定める方は
単身での入居が可能です） 

②所定の方法により算出した収入月額が１５８，０００円以下であ
ること。（身体障害者等は２１４，０００円以下） 

③現在住居に困窮していること。 
④住所または勤務先が御宿町内であること。 
⑤入居申込者または同居予定者が暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６項
に規定する暴力団員でないこと。 

⑥税金の滞納がないこと 
※申込者多数の場合は申込者の困窮度により選考します。 
また、町内在住の方を優先とします。 

【申込方法】４月９日（水）までに申込用紙を役場建設環境課へ
提出してください。（土、日、祝日を除く） 
※用紙は建設環境課窓口に設置してあります。 

【問い合わせ】建設環境課建設班 ＴＥＬ６８－６６９４ 

実施日 対象地区 場　　所

４月１５日（火） 上布施・実谷・七本
上布施コミュニティ
消防センター

４月１６日（水） 岩和田 仲宿集会所
４月１７日（木） 須賀・六軒町

４月１８日（金） 浜・高山田

４月２１日（月） 御宿台 御宿台集会所

４月２３日（水） 久保

４月２６日（土） 新町

４月２８日（月） 指定なし 保健センター

御宿町公民館

御宿町公民館
会　　　場

　９：００～　９：５０ 御宿町公民館
１０：００～１０：３０ 六軒町消防庫
１０：４０～１１：００ 新町会館
１１：１０～１１：３０ 浜青年館
１１：４０～１２：００ 岩和田青年館
１２：１０～１２：３０ 高山田消防庫
　９：００～　９：３０ 上布施コミュニティ消防センター
　９：４０～１０：１０ 実谷消防庫
１０：２０～１１：１０ 御宿台ふれあい広場
　９：００～　９：２０ 御宿町公民館
　９：３０～　９：５０ 浜青年館
１０：００～１０：１５ 岩和田青年館
１０：２５～１０：４０ 六軒町消防庫
１０：５０～１１：１０ 上布施コミュニティ消防センター
１１：２０～１１：４０ 御宿台ふれあい広場

日　　　時

４月１６日
（水）

４月１７日
（木）

５月１５日
（木）



 
お詫びと訂正 

平成２６年３月１０日号発行お知らせ版 国民年金保険料免除・納付
猶予等申請対象期間の拡大 についての記事に誤りがありました。以
下のとおり訂正し、お詫びします。 
本文１行目 
誤：法改正により、国民健康保険の… 
正：法改正により、国民年金保険の… 
 

タッチで簡単操作！ 
タブレット体験教室の開催 

タブレットって何？アプリって何？難しそうだけど使ってみたい！と
いう方に向けてタブレット体験教室を開催します。 
インターネットを利用したタブレットの活用方法やアプリケーションの
利用について、体験を交えながら解説します。参加費は無料です。
ぜひご参加ください。 
タブレットを使い、毎日の暮らしをもっと便利にしませんか。 
                            ※申込先着順２０名 

【日時・場所】４月２２日（火）１３：３０～１５：００ 町公民館 視聴覚室 
【内容】タブレットの基本操作、インターネットを利用したタブレットの

活用方法など 
【申込方法】町公民館へお電話ください。（TEL６８－２９４７） 
【内容に関する問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 
 

パソコン・インターネット教室と 
インターネットなんでも相談会の開催 
お子さんや友人にパソコンの使い方を聞くのは難しいという方に向

けて、ゼロから学べるパソコン・インターネット教室を開催します。この
教室を機会にパソコン・インターネットに触れてみませんか。 
また、インターネットでお困りの事、相談したいことがある方を対象

とした“なんでも相談会”を開催します。 
いずれも無料で参加できます。ぜひご参加ください。 

【開催日】４月２２日（火） 
【時間・場所・内容】 
●パソコン・インターネット教室  ※申込先着順 １０名 

町公民館中会議室 
１３：３０～１５：００初心者・未経験者向けパソコン教室  
１５：１５～１６：３０ インターネットの活用例 

●インターネットなんでも相談会 ※どなたでも参加できます 
町公民館視聴覚室 １５：１５～１６：３０ 

【申込方法】町公民館へお電話ください。（TEL６８－２９４７） 
【内容に関する問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 
 

「心配ごと相談所」開設について 
 ４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 ＴＥＬ６８－６７２５ 

 

住宅用省エネルギー設備設置補助金の 
申請受付について 

 町では地球温暖化防止対策の一環として、住宅用省エネルギー
設備設置費用の助成を行っています。平成２６年度補助金の申請を
以下のとおり受け付けます。 
【対象設備及び補助金の額】 

※メーカーによっては設置ができない場合があります。詳しくはメー 
カーに直接お問い合わせください。 

【申請方法】 
 申請書に記入し、必要書類を添付の上、役場建設環境課へ提出し
てください。受付期間は平成２６年４月７日（月）～平成２７年２月２７日
（金）となります。（閉庁日除く。） なお、申込先着順に受付をし、予算
額に達した時点で締め切ります。 
 申請書は建設環境課窓口に設置してあります。また町ホームページ
からもダウンロードできます。（住宅用太陽光発電システムについては
前年度より申請書様式等を変更しています。ご注意ください。） 
※詳しい内容については町ホームページに掲載しています。不明な
点は建設環境課へお問い合わせください。 

【申込・問い合わせ】建設環境課環境整備班 ＴＥＬ６８－６６９４ 
 

４月のＢ＆Ｇ健康運動教室 
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１４：００から１時間程度 

○かんたんエアロビクス １１日（金）、２５日（金） 
○ステップエアロビクス １８日（金） 

※保険の加入は任意です。各自で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 
 

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「チューリ
ップ巡りバスツアー」参加者を以下のとおり募集します。 
【日時】４月２９日（火） 
【集合場所】町公民館（７：３０集合） 
【参加費】４，０００円 ※昼食持参でお願いします。 
【募集人数】２５名 ※申込先着順定員になり次第締切。 
【申込方法】４月２４日（木）までに担当 本吉へお電話ください。 
【申込・問い合わせ】月見草を咲かせる会 本吉 ＴＥＬ６８－２２０４ 

 
料理を学んでみませんか？ 

 町社会福祉協議会では、６０歳以上の男性が食生活に支障をきたす
ことのないように備えるとともに、栄養管理・衛生管理の意識の向上と在
宅福祉の推進を目的とした男の料理教室を開催しています。 
 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」
の平成２６年度受講生を募集しています。 
【開催回数】年９回（時間は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】年間３，０００円（材料費） 
【申込方法】４月３０日(水)までに町社会福祉協議会へお電話ください。 
【申込・問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ６８－６７２５ 

 

平成２７年歌会始のお題および詠進要領 
【お題】「本」と定められました。 
【詠進歌の詠進要領】 
①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人１首とし、 未発
表のものに限ります。  

②書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題と短歌、
左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、ふりがなつ
き)、生年月日、性別、職業(なるべく具体的に)を縦書きで書い
てください。  

③用紙は、半紙とし、記載事項は全て毛筆で自書してください。ただし、
海外から詠進する場合は、用紙は随意（但し、サイズは半紙サイズ）と
し、毛筆でなくても差し支えありません。  

④病気または身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は
以下によることができます。  
ア 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所および氏名を
別紙に書いて詠進歌に添えてください。  

イ 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場
合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添え
てください。  

ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 
【注意事項】以下の場合には、詠進歌は失格となります。  
①お題を詠み込んでいない場合、短歌の定型でないもの、また、
用紙が縦長の場合。 

②１人で２首以上詠進した場合や毛筆でない場合。 
③詠進歌が既に発表された短歌と同一または著しく類似した短歌で
ある場合。 

④詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版
物、年賀状等により発表した場合。 

⑤代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進
歌。 

⑥住所、電話番号、氏名、生年月日、性別、職業を書いてないもの、
その他、詠進要領によらない場合。 

※詳しくは宮内庁ホームページをご覧ください。 
【詠進の期間】９月３０日まで ※郵送可（９月３０日消印有効） 
【宛先】〒１００－８１１１ 宮内庁※封筒に「詠進歌」と記入 
【問い合わせ】宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、切

手を貼った返信用封筒を添えて、書面により９月２０日
までに問い合わせください。 

　対　象　設　備 補　助　金　の　額

住宅用太陽光発電システム※ 太陽電池の最大出力１kＷ/hあたり
４万円とし、１４万円（３.５kＷ/h）を上限

家庭用燃料電池システム
（エネファーム）

１０万円

定置用リチウムイオン蓄電
システム

１０万円

エネルギー管理システム
（ＨＥＭＳ）

１万円

電気自動車充給電設備 ５万円

開催日 場所 相談内容

４月２日（水） 地域福祉センター
一般相談・行政相談・
障害者相談

４月２２日（火） 地域福祉センター 一般相談・人権相談



 


