後期高齢者医療保険料の納期について
後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

第７期
１月３１日(木）

おんじゅく

第８期
２月２８日（木）

※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談く
ださい。
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

おんじゅく まちかど つるし雛めぐり
ボランティアを募集します

お知らせ版
発行日 平成３１年１月１０日 Ｎｏ．７６０

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku

～あなたの声で御宿の魅力発信を！！～ 介護予防教室

平成３１年２月１６日から３月３日までおんじゅく まちかど つ
るし雛めぐりが開催されます。来訪者の方々へ道案内やおもて
なしをしていただけるボランティアを募集しますので、参加いた
だける方は産業観光課または商工会へご連絡ください。
【開催期間】平成３１年２月１６日（土）～３月３日（日）
【案内時間】８：００～１６：００の交代制 （1 回あたり２時間程度）
※多くの方のご協力が必要です。少しでも構いませんので、お
時間の都合がつく方は是非ご協力をお願いします。
【案内予定場所】月の沙漠記念館駐車場、須賀多目的広場、
手づくりの蔵会場、シャトルバス内案内 等
【申込方法】産業観光課または商工会まで電話でお申込みくだ
さい。
※日時、案内場所については受付時に相談させていただきます。
【申込期間】平成３１年１月２１日（月）まで 平日９：００～１７：００
【説明会】１月下旬～２月上旬を予定。
【申込・問合せ】
おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会事務局
産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ (担当：山口)
商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８

巡回型元気いきいき教室
（実谷・久保地区）を開催します

町では、高齢者の方が要介護状態にならないために、各区の
集会所で体操や脳トレーニング等を行う巡回型元気いきいき教
室を実施します。ご近所の方をお誘いのうえ、皆さんのご参加を
お待ちしています。
【日時・場所】１月３１日（木）１３：３０～１５：００ 実谷区民館
２月４日(月)１３：３０～１５：００ 久保区民館
※他の地区は日程が近くなりましたらお知らせします。
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
【対象】町内在住の６５歳以上の方
※６５歳未満の方も見学できます。
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
※動きやすい服装でお越しください。
【内容】簡単な体操・脳トレーニング・レクリエーション・歌等
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

自衛官候補生を募集します
防衛省・自衛隊では自衛官候補生(男子、女子)を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。

男子

願書締切
１月２８（月）
２月２５（月）

採用試験日
２月３日（日）
３月３日（日）

入隊予定時期
平成３１年
３月下旬～
４月上旬

試験会場
木更津駐屯地

最寄駅
ＪＲ木更津駅

習志野駐屯地
新京成線習志野駅
３月４日（月）
３月９日（土）
女子
２月２５（月）
３月３日（日）
習志野駐屯地
新京成線習志野駅
採用人数に達した時点で受付を締め切ることもありますので、早めの受験をお勧めします。
応募資格：１８歳以上３３歳未満の方（ただし、入隊予定月の３ヵ月後の末日現在、３３歳に達している方は入隊できません。）
【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部） 〒２９７－００２２ 茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

岩和田児童館休館のお知らせ
岩和田児童館は平成３１年４月１日から休館します。なお、
御宿児童館と子育て支援センターは通常どおり開館していま
すので、ご利用ください。
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

御宿町地域防災計画修正（素案）に係る
町民の意見公募を行います
御宿町地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に
より、御宿町防災会議が策定する災害対策に関する計画です。
町では、熊本地震や各地で発生した大規模災害等の教訓
を踏まえ、また、千葉県地域防災計画の修正や防災関連法令
等の改正などと整合を図るため、「御宿町地域防災計画」の修
正を進めています。
つきましては、町民の皆さまからの意見等をお伺いする意
見公募（パブリックコメント）を実施します。
【意見等の提出期間】１月１０日（木）～２月５日（火）
【意見を提出できる者】
(１)町内に住所を有する者
(２)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(３)町内に存する学校に在学する者
(４)その他、事務事業に関し利害関係を有する個人及び法人
その他の団体
【御宿町地域防災計画修正（素案）の公表方法】
（1）町ホームページに掲載
（2）総務課（４階）窓口での閲覧 ※土日、祝日は閉庁日です
（3）公民館窓口での閲覧 ※月曜日、祝日は休館日です
【意見の提出方法】
・総務課または公民館に持参又は送付
・FAX ６８－３２９３
・e-mail soumuka@town-onjuku.jp
※提出用紙は町ホームページからダウンロード可
【意見の概要及び実施機関の考え方の公表について】
（1）提出された意見等の概要とそれに対する町の考え方、施
策等の案を修正した場合における当該修正内容について
は、ホームページ等により一定期間公表します。
※ただし、氏名等の個人情報は除きます。
（2）個々のご意見等には直接回答しませんので、あらかじめご
了承ください。
（3）ご提出いただきました用紙は返却しません。
【問合せ】〒２９９-５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
御宿町役場 総務課 防災総合対策班
TEL ６８－２５１１

高校生通学定期券購入費補助金の
申請はお済みですか

農業用ビニールの回収を受付します
使用済みの農業用ビニールの回収を次のとおり実施します。環
境に優しい農業生産の推進を図るため、リサイクルにご協力をお
願いします。
【日時】１月３０日（水） ９：００～１１：００
【回収場所】いすみ農業協同組合御宿支所
【回収品目】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋
【負担金額】１ｋｇあたり１１．３円
※計量後、現金でお支払いください。
【荷造りの規格等】
・塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。
・排出するビニールは、同じ素材で結束してください。
また、１梱包は１５ｋｇ程度で長さ８０ｃｍ程度に束ねてください。
・石、ゴミ、土等を取り除き、極力水分を付着させないようにしてくだ
さい。
※規格外のもの、放射線量が０．２３μｓｖ/ｈを越えたもの、異物（別
素材）等が混入していた場合などは引き取りができませんのでご
注意ください。
対象品目
塩化ビニールフィルム
ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）
対象品目
塩化ビニールフィルム
ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）

補助金額は、６ヵ月分の定期代を基準に３０パーセント相当
を算定します。
例：御宿駅から大原駅までの６ヵ月の定期券を購入した場合
購入した区間の定期代（６ヵ月）の金額：２２，４１０円（基準額）
２２，４１０円÷６ヵ月×３０％＝１，１００円（１００円未満切り捨て）
１，１００円×６ヵ月（購入月数）＝６，６００円《補助金額》
申請期間は、定期券を購入した日から６ヵ月以内ですので、
定期券の有効期限後に申請いただく場合は、必ず定期券の
写しをとっておくなど、十分ご注意ください。
【補助対象者】
○町内に住所を有し、かつ鉄道（特急券及び新幹線定期券を
除く）や路線バスを利用し、町内から通学する高校生または
その保護者 ※他の助成を受けている場合は対象外です。
○町税に滞納がない方（世帯員を含む。）
【補助金申請方法】
① 「高校生通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書
対象品目
塩化ビニールフィルム
ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）
規
格
つづら折り
同左又は杭を利用したグルグル巻き
規
格
つづら折り
同左又は杭を利用したグルグル巻き
（重さ１５ｋｇ程度まで） つづら折り
同左又は杭を利用したグルグル巻き
（重さ１５ｋｇ程度まで）
（様式第１号）」に必要事項を記入・押印し、②「通学定期
80cm
40cm
80cm
40cm
50cm
50cm
規格
⇒
券」の写し、③「学生証または在学証明書等」の写し、④申
⇒
（重さ１５ｋｇ程度まで）
請者名義の預金通帳の写しを添付のうえ、保健福祉課福
80cm
80cm
ハウスから取り外した被覆資材と
祉介護班（２階②窓口）に提出してください。
結束
同左又はマイカー線
ハウスから取り外した被覆資材と同種
ハウスから取り外した被覆資材と同種 同左又はマイカー線
結
束
同種類のものを紐にする
結
束
同左又はマイカー線
類のものを紐にする
類のものを紐にする
その他
登録番号記載
登録番号記載不要
※詳細は、町ホームページをご覧いただくか、保健福祉課福
【問合せ】
祉介護班までお問い合わせください。
御宿町廃プラスチック対策協議会事務局（産業観光課内）
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８-６７１６
TEL ６８－２５１３
行政書士による無料相談会を実施します いすみ農業協同組合大原御宿地区購買店舗 TEL ６６－１７１２
千葉県行政書士会長夷支部では、心配事をお持ちの方の いすみ農業協同組合御宿支所 TEL ６８－２４２４
ための無料相談会を実施します。
御宿町国際交流協会
【日時】２月１７日（日） １０：００～１４：００
スペイン友好コンサートの開催について
【場所】公民館 ２階中会議室
【日時】１月１９日（土） 開場 １３：３０ 開演 １４：００
【相談内容】・相続手続きと遺言書作成
【場所】公民館大ホール
・農地法・宅地開発手続き
【演奏者】平井 み帆（チェンバロ奏者）
・成年後見制度に関すること
戸田 薫（ヴァイオリン奏者）
・各種契約書と内容証明郵便の作成
【入場料】無料 ※先着定員２５０席、申込みは不要です
・法人設立に関すること
【主催】御宿町国際交流協会
・建設業、風俗営業など各種許認可申請に関すること
【後援】御宿町、スペイン大使館
※予約は必要ありません。
※公民館駐車場が満車の場合は、御宿郵便局前の多目的広場を
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当
ご利用ください。
行政書士 髙橋英彦 ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６
【問合せ】御宿町国際交流協会事務局 TEL ６８－２５１３

平成３０年度第４四半期の粗大ごみ

戸別収集について

実施予定日 １月２４日（木）

２月２８日（木）

３月２８日（木）

申込締切

２月１５日（金）

３月１５日（金）

１月１５日（火）

【申込方法】
用紙に粗大ごみ収集希望と記載し、住所、氏名、電話番号、
品目を明記のうえ、FAX・持参・郵送（ハガキ可）いずれかの
方法にて、清掃センター（持参する場合は役場建設環境課で
も可）まで提出してください。 ※書式は問いません。
※収集するものは１回の申込みで５点までです。
【実施の連絡】
申込締切後、時間を調整し、申込者に電話で連絡します。
【処理料金(手数料)】
１ｋｇ当たり９０円。積み込みの際に計量を行い、その場で料金を
頂きます。また、家電４品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、
洗濯機、衣類乾燥機)は、郵便局でリサイクル料金を支払い、リサ
イクル券を用意した物のみ収集が可能となり、別途に指定引取場
所までの運搬料(１ｋｇ当たり３円)を頂きます。
【申込書提出先・問合せ】
清掃センター 〒２９９-５１０２ 御宿町久保１０４１
ＴＥＬ・ＦＡＸ ６８-４６１３
千葉県立長生特別支援学校

しおかぜフェアが開催されます

千葉県立長生特別支援学校では、中学部・高等部の作業
学習製品の展示・販売会を以下のとおり開催します。
【日時】２月１５日(金) １０：００～１５：００ ※雨天実施
【場所】茂原ショッピングプラザ アスモ １階 センターコート
〒２９７－００２９ 茂原市高師１７３５
【内容】中学部・高等部の作業学習製品の展示・販売
学校紹介の展示
【問合せ】ＴＥＬ ０４７５－４２－２４７０
担当：教頭 瀧川 猛、教諭 佐藤 貴洋

一日赤十字講習会の参加者を募集します
日本赤十字社御宿町分区と赤十字奉仕団では、住民の方を対
象とした、災害に備えた講習会を開催します。
【日時】２月１５日（金） １０：００～１５：００
【会場】地域福祉センター
【講習内容】午前 アウトドアで役立つ食事づくり
昼食 ハイゼックス(包装食袋)を使った炊き出し
午後 避難所で使える道具体験
【募集期間】２月５日（火）まで
【申込・問合せ】日本赤十字社 御宿町分区事務局
(地域福祉センター内) ＴＥＬ ６８－６７２５

