
乳がん・子宮がん検診の実施について 
【乳がん検診・子宮がん検診 ＜同日実施日＞】 
 
 
 
 

 
※４０歳代・５０歳代は、エコー検診とマンモグラフィ検
診の交互検診を行なっています。 

※５月３０日（月）・６月１１日（土）は、乳がん検診・子
宮がん検診を同日で受診できます。 

【乳がん検診（マンモグラフィ検診）】 
 
 
 
 

 
 

※６月２１日（火）・７月７日（木）は、マンモグラフィ検
診のみですので、ご注意ください。 

【乳がん検診受付時間】 
 9：00～ 9：30／ 9：30～10：00／10：00～10：30 
10:30～11:00／13：00～13：30／13：30～14：00 
14：00～14：30【予約制】 
※子宮がん検診も併せて受診される方は、乳がん検診の前
後で実施します。 

【子宮がん検診受付時間】9：30～11：00／13:00～14:30  
※子宮がん検診のみ受診される方は、予約不要です。 
受付時間内にお越しください。 

【持ち物】受診票、通知文、検診費用 
（乳がん検診：1,000円 子宮がん検診：1,000円） 
※マスク着用、子宮がん検診受診者は、スカート着用。 
【注意事項】 
乳がん検診を希望される場合は、事前に予約が必要です。 
予約受付開始：５月１８日（水）９：００～ 
※予約受付開始日は電話がつながりにくくなりますので、
ご了承ください。  

※ご希望の時間に予約ができない場合もあります。調整に
ご協力ください。 

・電話予約は、９：００～１６：００の間にお願いします。 
時間外及び土日の電話予約は受付できません。 
・受診票は、５月中旬に送付予定です。受診票が届かない
方で検診をご希望の方は、保健福祉課保健事業班へお申
し込みください。 

【申込・問合せ】 
保健福祉課 保健事業班  TEL ６８－６７１７ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  
発行日 令和４年５月１０日  ＮＯ．８４０ 

御宿駅みどりの窓口終了について 
御宿駅は、５月３１日（火）をもって 

みどりの窓口の営業を終了します。 

みどりの窓口営業終了後は『券売機』をご利用ください。 

＜御宿駅の券売機でお買い求めできるきっぷ＞ 

・100ｋｍまでの乗車券 

・御宿駅～東京山手線内の乗車券 

・自由席特急券 

定期券や券売機で取り扱いのないきっぷの購入、払い戻

し等については、大原駅・勝浦駅などの御宿駅から最寄り

のみどりの窓口をご利用ください。 

※大原駅、勝浦駅のみどりの窓口へお越しの場合は、御宿

駅からの運賃を払いもどします。 

＜えきねっとのご案内＞ 

新幹線・特急列車のきっぷは、インターネットサービス「え

きねっと」をご利用ください。えきねっと限定の割引もあ

ります。 

【問合せ】ＪＲ東日本お問い合わせセンター      
     TEL ０５０－２０１６－１６００ 

 

県税の会計室窓口での納付に 

         ご協力ください 
 自動車税等の千葉県税を役場会計室（３階⑥窓口）で納

付していただくと、税額の２％が取扱手数料として町へ交

付されます。 

 令和３年度は約３５万円の県税取扱手数料が町の収入と

なりました。 

引き続き、役場会計室での県税の納付にご協力ください

ますようお願いします。 

【会計室で納付できる千葉県税】 

自動車税（種別割、環境性能割）、不動産取得税、法人県民

税、法人事業税、個人事業税 

※自動車税（種別割）の納付期限は、５月３１日（火）で

す。忘れずに納付期限内に納めましょう。 

【問合せ】 

千葉県自動車税事務所（自動車税のみ） 

TEL ０４３－２４３―２７２１   

茂原県税事務所 TEL ０４７５－２２－１７２１ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

https://www.town.onjuku.chiba.jp/  Twitter  @KohoOnjuku 

松くい虫防除を実施します 

千葉県では、保安林を守るため薬剤散布による「松くい

虫」防除を実施します。皆さんのご理解とご協力をお願い

します。 
【実施日時】６月１０日（金） 

※予備日６月１３日（月）・１４日（火） 

【散布時間】4:00～6:45、8:15～12:00 

終了は、町防災無線でお知らせします。              

※雨天・強風の場合は、順延となります。 

※作業中、風が強くなった場合、作業を一部延期する場合

があります。                                             

【実施区域】六軒町・須賀地区の一部（地図参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

散布中は、散布区域付近の通行は避けてください。 

万一、体調を崩された場合は夷隅健康福祉センター 

（TEL７３－０１４５）又は、医療機関にご相談ください。 

【問合せ】千葉県南部林業事務所森林管理課 

     TEL ０４－７０９２－１３１８ 

 

平成２６年度森林病害虫等防除法に基

づく 

     松くい虫防除の為の薬剤散

布区域 

 

期　　日 場　所 対       象

５月３０日（月）

６月１１日（土）

公民館

【子宮がん検診】
２０歳以上の女性（平成14年12月31日までに生まれた方）
【乳がん検診（エコー検診・マンモグラフィ検診】
３０歳以上の女性（平成4年12月31日までに生まれた方）

期　　日 場　所 対       象

５月３０日（月）

６月１１日（土）

６月２１日（火）

７月　７日（木）

公民館
【乳がん検診（マンモグラフィ検診）】
 ５０歳以上の女性
（昭和47年12月31日までに生まれた方）

えきねっと 

▲ 

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


「令和 4 年度魅力ある地域づくり 
推進事業補助金」の募集について 

町では活力と魅力ある地域づくり活動を推進するため、
住民の皆さんの主体的なまちづくりを支援しています。交
付を希望する場合は申請書を提出してください。 
【補助対象事業】 
（１）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 
（２）きれいな環境の創造に資する事業であること 
（３）町民の健康づくりに資する事業であること 
※（１）～（３）の事業であり以下の全てに該当するもの 
・町内において展開される事業であること 

・事業の実施効果が多数の町民に還元されることが期待で

きるもの 

・御宿町の他の補助金などの交付を受けていない、または

受ける予定のないもの 

・営利を目的としないもの 

・政治活動、宗教活動または施設整備等に該当しないもの 

【補助額】補助対象経費の 2分の 1以内 
※ただし補助限度額は 50万円です。 
【申込方法】 

６月３０日（木）までに申請書を企画財政課（４階②窓口）
へ提出してください。郵送も可能です。（締切日必着） 
申請書等は町ホームぺージからも 

ダウンロードできます。 
【問合せ】企画財政課   TEL ６８－２５１２ 

新型コロナワクチン接種を 
希望する転入者の方へ 

御宿町に転入された方で、新型コロナワクチン接種（１・
２回目）及び２回目ワクチンを前市町村で接種済みで３回
目接種を希望される場合は、接種券発行手続きが必要です。 
下記書類をご持参のうえ、役場保健センターまたは３階

②保健事業班で手続きしてください。 
【必要書類】 
・接種券申請書（役場窓口または御宿町ホームページをご
覧ください。） 

・前住所地から交付された接種券 
・接種したことがある方は接種記録のわかるもの 
・本人確認書類（マイナンバーカード・免許証・健康保険
証等） 

・５歳～１１歳の方：母子健康手帳 
【申込・問合せ】 
御宿町保健センター新型コロナワクチン担当  
TEL ６８－６５７０ 

粗大ごみ戸別収集について 
 

 

【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全町公園
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・問合せ】  
御宿町清掃センター（御宿町久保１０４１） 

TEL ６８－４６１３ 

家庭・子どもの教育相談 

公民館では、家庭教育に関する不安や悩み等についての
相談受付を定期的に行っています。 
相談には家庭教育指導員がお応えします。秘密は厳守し

ますので、お気軽にご相談ください 

【場所】御宿町公民館 クラブ室（２階） 
【日時】広報のタウンカレンダーでお知らせします。 

【問合せ】御宿町公民館 TEL ６８－２９４７ 

「高齢者のよい歯のコンクール」 
中止について 

夷隅郡市内市町と歯科医師会では、毎年「高齢者のよい
歯のコンクール」を開催していますが、新型コロナウイル
ス感染症予防の観点から、今年度における「高齢者のよい
歯のコンクール」を中止します。コンクールを楽しみにさ
れていた皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ござい
ません。 

※すでに応募された方々には、個別に中止のお知らせをし
ています。 
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

全国瞬時警報システム（J アラート）の 
全国一斉情報伝達試験を実施します 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、以下のとお
り情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報シ
ステム（J アラート）（※１）を用いた試験で、御宿町以外
の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われま
す。 
【試験実施日時】５月１８日（水）午前１１時 
【試験で行う放送内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※１ 全国瞬時警報システム（Jアラート）とは、地震・津
波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通
じて瞬時にお伝えするシステムです。 
※２ この試験ではエリアメールの送信は行いません。 
【問合せ】総務課 防災総合対策班 

   TEL ６８－２５１１ 

おんじゅく認定こども園 
英語指導者の募集について 

【業務の内容】 

生活時間のうちの２時間程度、英語で子どもに接し、英語

に興味と親しみを持たせる。 

【申込方法】 

市販の履歴書に必要事項をご記入のうえ、写真を貼付し、

保健福祉課２階へ直接又は郵送で提出してください。 

【雇用期間】採用予定日から令和５年３月３１日まで 

【採用予定人数】１名 

【時給】９５３円 

【勤務時間】５ 日/週、２時間/１日 

【面接日程】履歴書受理後、個別にご連絡します。 

【受付期間】５月１０日（火）から５月２５日（水）まで 

【申込・問合せ】 

〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

▶  HP 

情報伝達手段

【通報内容】

　これは、Jアラートのテストです。

登録制メール
スマホアプリ
twitterなど
※２

　対象地域：全土区域

　下りチャイム音

　事前に登録いただいている端末に以下のとおり通知します。

防災行政無線

一斉に、次のように放送されます。

【放送内容】

　上りチャイム音

　「これは、Jアラートのテストです」×３

　「こちらは、ぼうさいおんじゅくです。」

放送内容

　町内３１か所に設置してある屋外子局及び各家庭の戸別受信機から

実施予定日 ５月２６日（木） ６月２３日（木）

申 込 締 切 ５月１６日（月） ６月１５日（水）


