
 

特別支援教育支援員を募集します 
町では、次のとおり特別支援教育支援員を募集します。  

【勤務内容】御宿町内の小・中学校に在籍している特別な支援
が必要な児童生徒に対して、校内及び校外活動等
において学習面や行動面の支援を行う。 

【募集人数】１名  
【勤務時間】８：００～１６：３０  
【募集要件】年齢不問（６５歳定年）で、心身ともに健康な方 

教育への理解があり、児童、生徒の教育に熱意の
ある方（※教員免許等の有無は問いません。） 

【申込方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、４
月８日（水）までに役場総務課（４階③窓口）へ提出
してください。※郵送提出可。締切日必着。  

【面接日】後日ご連絡します。  
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２  

御宿町役場 総務課 行政班 
ＴＥＬ ６８－２５１１ 
 

 ４月は海岸清掃と町民清掃を 
合わせて実施します 

４月は、地区を分けて海岸清掃と町民清掃を実施します。良
好な環境保持のため、進んで参加しましょう。 
【日時】４月１９日（日） ８：００～１０：００ 
【清掃場所等】 
○海岸清掃を実施する区 

須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区 
[ごみ袋配布場所及びごみ回収場所] 
岩和田海岸：岩和田海岸駐車場 

（御宿活魚付近及び境川付近） 
浦仲海岸：海岸通り（階段付近２ヵ所） 
中央海岸：ラクダ像付近、海岸ステージ付近 
浜海岸：浜トイレ脇 

○町民清掃を実施する区 
高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区 

清掃は行政区ごとに決められた場所で行ってください。 
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
 

４月のＢ＆Ｇ健康運動教室 
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、健康運動教室を実施します。ど

なたでも参加できます。ぜひご参加ください。 
【日時】○かんたんエアロビクス  １０日（金）、２４日（金） 

○ステップエアロビクス  １７日（金） 
各教室とも１４：００から１時間程度 

※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 ＴＥＬ ６８－４１４３ 
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胃がん検診を実施します 
次のとおり胃がん検診（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、他の会場で受診できます。 
【対象者】４０歳以上の方 

（昭和５０年１２月３１日までに生まれた方） 
【持ち物】(1)受診票 (2)通知文 (3)検診費用（１,０００円） 
【注意事項】 
・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。） 
・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。 
・詳しくは受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。 
※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月下旬に受診票を送付します。受診を希望される
方で受診票が届かない場合は、役場保健福祉課保健事業班
（３階②窓口）に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 
 

プレミアム付商品券発行事業 
取扱店舗を募集します 

町商店振興会では、町内店舗で利用でき、１万円で１万２千円
分の商品が購入できるプレミアム付商品券の発行を５月に予定し
ています。次のとおり取扱店舗を募集しますので、詳しくは、町商
工会までお問い合わせください。 
※プレミアム付商品券の販売日程等については、４月２４日号の

お知らせ版でご案内する予定です。 
【募集期間】３月２５日（水）～４月１０日（金） 
【対象者】小売業、飲食業、サービス業他町内で事業を営む方 
【換金手数料】無料 
【問い合わせ】町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８ 
 

住宅リフォーム補助金制度は 
平成２６年度で終了となりました 

 平成２４年度から実施していた住宅リフォーム補助金制度は、 
平成２６年度で終了となりました。なお、３年間での申請件数は、 
７３件、補助金額は５，９０９，０００円でした。 
【問い合わせ】建設環境課 建設水道班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 
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狂犬病予防注射を実施します 
 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を受けさせることが義務づけられていま
す。町では、次のとおり狂犬病予防注射を実施します。 
【日時・場所】 

【接種費用】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。 

【注意事項】 
・町に登録の無い犬は接種を受けられません。 
・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、事前に役場建設環境課環境整備班（３階⑤
窓口）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 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

場　　所
　９：００～  ９：５０ 町歴史民俗資料館付近
１０：００～１０：３０ 六軒町消防庫前
１０：４０～１１：００ 新町会館前
１１：１０～１１：３０ 浜青年館前
１１：４０～１２：００ 岩和田青年館前
１２：１０～１２：３０ 高山田消防庫前
　９：００～　９：３０ 上布施コミュニティ消防センター前
　９：４０～１０：１０ 実谷消防庫前
１０：２０～１１：１０ 御宿台ふれあい広場
　９：００～　９：４０ 町公民館前
　９：５０～１０：１０ 岩和田青年館前
１０：２０～１０：４０ 六軒町消防庫前
１０：５５～１１：１５ 上布施コミュニティ消防センター前
１１：２５～１１：５５ 御宿台ふれあい広場

日　　　時

４月１５日（水）

４月１６日（木）

４月１７日（金）

実施日 場　　所 対象地区
４月１４日（火） 上布施コミュニティ消防センター 上布施・実谷・七本
４月１５日（水） 新町
４月１６日（木） 須賀・六軒町
４月１７日（金） 浜・高山田
４月２１日（火） 仲宿町内宿 岩和田
４月２２日（水） 御宿台集会所 御宿台
４月２４日（金） 久保
４月２５日（土） 指定なし

町公民館

町公民館

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


 
「さぁ行くぞ 明日につながる この一票」 

４月１２日（日）は千葉県議会議員 
一般選挙の投票予定日です 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 
【投票予定日・投票時間】４月１２日（日） ７：００～２０：００ 
【期日前投票・不在者投票】 

投票日当日、仕事やレジャー、冠婚葬祭等で投票所へ投
票に行けない場合や他の市町村に滞在予定の方などは、期
日前投票または不在者投票ができます。 

期間 ４月４日（土）～４月１１日（土） 
時間 ８：３０～２０：００ 
場所 役場２階中会議室 

【御宿町で投票できる方】次の(1)～(4)をすべて満たしている方 
(1)日本国民であること 
(2)平成７年４月１３日以前に生まれた方 
(3)平成２７年４月２日時点で３か月以上御宿町に住所のある方 
(4)公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと 
※平成２７年１月３日以降、千葉県内の他の市町村から御宿

町に転居して来られた方は、原則として旧住所地で投票す
ることとなります。（住所の移転が市町村を単位として１回で
あることなど、所定の要件に該当する場合）この際、市区町
村長が発行する「引き続き県内に住んでいることの証明書」
が必要です。また、あらかじめ旧住所地の選挙管理委員会
から投票用紙などを取得し、現住所地の市区町村で不在者
投票を行うこともできます。詳しくは選挙管理委員会にお問
い合わせください。 

【問い合わせ】町選挙管理委員会（役場総務課内） 
ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 

「男の料理教室」参加者を募集します 
 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図る目的として男の料理教
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２７年度受講生を募集します。 
【開催回数・場所】年９回（時間は９：００～１３：００） 

町保健センター 
【対象】６０歳以上の男性 ２０名（申込先着順） 
【費用】年間３，０００円（材料費） 
【申込方法】４月３０日(木)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 

 

「御宿都市計画区域マスタープラン」 
変更に係るご意見を受け付けています 
社会情勢の変化に対応した都市計画の見直しを行うにあたり、平

成１６年に策定した都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を
示す「御宿都市計画区域マスタープラン」について、変更原案を作
成しました。 
この変更原案について、皆さんのご意見を受け付けています。 

【変更原案の公表方法】 
役場建設環境課建設水道班窓口（３階④窓口）で縦覧できま

す。また、町ホームページにも掲載されています。 

【意見を提出できる方】次の(1)～(4)のいずれかに該当する方 
(1)町内に住所を有する方 
(2)町内に存する事務所または事業所に勤務する方 
(3)町内に存する学校に在学する方 
(4)町が行う事務事業に関し、利害関係を有する個人及び法人その

他の団体 

【提出方法】 
専用の提出用紙に記入し、４月８日(水)までに役場建設環境課

建設水道班(３階④窓口)へ提出してください。※郵送可 締切日必着 
提出用紙は同課窓口で配布しているほか、町ホームページから

もダウンロードできます。  
※意見を提出する方は住所、氏名、連絡先を明らかにしてください。 
【意見の概要及び町の考え方の公表等】 
・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、町ホー
ムページにより４月下旬から公表します。（ただし、氏名等の個人
情報は除きます。） 

・個々の意見等には直接回答しません。ご了承ください。 
・提出された用紙は返却しません。 

【提出・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 建設環境課 建設水道班 
ＴＥＬ ６８－６６９４ 

 

４月の「心配ごと相談所」開設日 
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 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 
インターネット体験教室を開催します 
～iPad を使ってインターネットの世界を体験しよう～ 

町では、インターネットの体験を目的としたパソコン教室や
タブレット教室をＮＴＴ東日本との協力により開催していま
す。今月は iPad を使ったタブレット教室を行います。 

インターネット初心者の方、タブレットをお持ちでない方も
この機会にぜひ体験してください。参加は無料です。 
【日時・場所】４月１６日（木） １３：３０～１６：３０ 町公民館 
【定員】２０名（申込先着順） 
【内容】iPad の基本操作 

iPad やテレビを使ったインターネット体験 
【対象】タブレット（iPad）初心者・未経験者 

※申込多数の場合、ご家庭がインターネット未接続
の方を優先します。 

【申込】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
※住所、氏名、連絡先、年齢、ご家庭でのインターネ

ット接続の有無をお知らせください。 
【内容に関する問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２ 
 

危険物取扱者試験を実施します 
 次の日程で危険物取扱者試験を実施します。受験する方
はお申し込みください。 
【試験の種類】甲種、乙種全類(第１類から第６類)、丙種 
【試験日及び試験会場】６月２８日(日) 

勝浦市会場（国際武道大学） 
【申請方法等】次のいずれかの方法で申請してください。 
(1)書面申請 

必要書類を直接または郵送で一般財団法人消防試験
研究センター千葉県支部(〒２６０-０８４３千葉市中央区
末広２-１４-１）に提出してください。受験願書等の必要
書類は広域消防本部、勝浦消防署、大原消防署及び
大多喜、御宿、夷隅、岬の各分署で配布しています。 

受付期間：４月１０日(金)～４月２３日(木) 
９：３０～１６：００ 
※土･日を除く。 

郵送の場合は締切日消印有効。 
(2)電子申請  

一般財団法人消防試験研究センターホームページ
（http://www.shoubo-shiken.or.jp）から申請してくださ
い。詳細は同ホームページをご確認ください。 
受付期間：４月７日(火)～４月２０日(月) （２４時間対応） 

【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 ＴＥＬ ８０－０１３２ 

開設日 場所 相談内容

４月２日（木） 町地域福祉センター
一般相談・行政相談・
障害者相談

４月２２日（水） 町地域福祉センター 一般相談・人権相談



 


