
臨時職員を募集します 
町では、以下のとおり臨時職員を募集します。 

【募集職種】①町内小中学校特別支援教育支援員 
②パークゴルフ場及び御宿台テニス場作業員兼受付 
③Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館指導員兼受付 

【勤務時間】①８：００～１６：４５ ②及び③８：３０～１７：１５ 
【勤務期間】面接時に要相談 
【募集人数】①３名 ②２名 ③１名 
【応募要件】６５歳未満の方 心身ともに健康な方 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼付

し、４月４日＇月（までに役場総務課窓口＇４階③番（へ
提出してください。※郵送可＇締切日必着（ 

【面接日時・場所】４月６日＇水（ ※詳細は後日連絡いたします。 
【応募・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 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１７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（ 
浦 仲 海 岸：海岸通り＇階段付近２ヵ所（ 
中 央 海 岸：月の沙漠記念館前広場、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。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ  ６８－６６９４ 
 

放課後児童クラブの対象学年を拡大します 
平成２８年度から、小学校３年生までとなっている対象学年を小

学校６年生までに拡大します。入会のご希望がありましたら、以下の
とおり申込み手続きをお願いします。 
【入会資格】保護者＇同居の家族を含む（が仕事などで放課後家

庭にいない、町内に住所を有する小学校１～６年生の
児童＇平成２８年４月１日現在（ 

【選考方法】基準に基づき、家庭保育の困難な児童から順に定員
の範囲内で決定します。 

【費   用】月額５，０００円＇８月は７，０００円（ 
【申込方法】入会申込書＇保護者の勤務証明書等（を記入の上、役

場保健福祉課福祉介護班窓口＇２階①番（または御宿
児童館にご提出ください。※入会申込書は保健福祉課
及び御宿児童館に用意してあります。 

【申込期間】３月２５日＇金（～４月８日＇金（ 
【申込場所】役場保健福祉課 福祉介護班 

＇８：３０～１７：１５ ※土・日・祝日を除く（ 
御宿児童館＇９：００～１７：００ ※月・祝日を除く（ 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２８年３月２５日  ＮＯ．６９３ 

平成２８年度固定資産課税台帳の縦覧期間 
 平成２８年度固定資産課税台帳が以下のとおり縦覧できます。 
【縦覧期間】４月１日(金)～５月２日(月) ※土・日・祝日を除く 
【縦覧場所】役場税務住民課税務班窓口＇３階⑦番（ 
【対象者】御宿町内に所在する土地又は家屋に対する固定資産

税の納税者、※＇１（納税者の代理人及び※＇２（納税
者の同居親族、納税管理人 
※＇１（委任状が必要です。 
※＇２（納税通知書や課税明細の提示が必要です。 

【問合せ】税務住民課 税務班 ＴＥＬ ６８－６６９２  

 

平成２８年春の全国交通安全運動を実施します 
春の交通安全運動が以下の日程で実施されます。また、運動期間

中４月１０日＇日（は「交通事故死ゼロを目指す日」が実施されます。 
交通ルール、交通マナーを実践し、交通安全に努めましょう。 

【期間】４月６日＇水（～４月１５日＇金（ 
【スローガン】「しんごうが あおでもよくみる みぎひだり」 
【運動の重点目標】 

１．子どもと高齢者の交通事故防止 
２．自転車の安全利用の促進＇特に、自転車安全利用五則の

周知徹底（ 
３．後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底 
４．飲酒運転の根絶 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
 

胃がん検診を実施します 
以下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。 
実 施 日 場  所 対象地区 

４月１４日＇木（ 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＇金（ 町公民館 御宿台 

４月１９日＇火（ 仲宿町内宿 岩和田 

４月２０日＇水（ 

町公民館 

須賀・浜・六軒町 

４月２１日＇木（ 久保 

４月２２日＇金（ 高山田・新町 

４月２３日＇土（ 地区指定なし 
 

※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５１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、当日は食事・水・
お茶など飲食をしないでください。 

・胃腸薬を内服している方や経過観察中の方は、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月下旬に受診票を送付します。受診票が届
かない方で受診を希望される場合は、役場保健福祉課保健
事業班窓口＇３階②番（に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 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ ６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

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、以下のとおり県獣医師会と連携し、狂犬病予防注射

を実施します。 
【日時・場所】 

日   時 場  所 

４月１３日＇水（ 

 ９：００～ ９：５０ 町公民館前 
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 

４月１４日＇木（ 
 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 

４月１５日＇金（ 

 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 

 

【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窓口
＇３階⑤番（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。当日は、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。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

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


（仮称）おんじゅく認定こども園の 

造成工事等が始まります 
＇仮称（おんじゅく認定こども園の建設に向け、以下の日程で

造成工事等が始まります。近隣にお住まいの皆さまや工事現場
を通行される皆さまには大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。 
【工事期間】 

造 成 工 事：平成２８年 ４月１日＇金（～６月１０日＇金（＇予定（ 
排 水 工 事：平成２８年 ４月１日＇金（～６月１０日＇金（＇予定（ 
園舎建築工事：平成２８年 ６月 ～平成２９年２月下旬＇予定（ 
外 構 工 事：平成２８年１２月 ～平成２９年３月上旬＇予定（ 

※工事の都合上、日程に変更等がある場合がありますので、ご
了承ください。 

【場所】御宿町御宿台６５番地 1 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

 

 

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。 

開設日 場所 相談内容 

４月１日＇金（ 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＇金（ 地域福祉センター 一般相談・人権相談 
相談時間は９：００～１２：００です。 

【問合せ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

平成２8 年度農作業標準賃金及び  

農業機械標準作業料金  
農作業標準賃金及び農業機械標準作業料金は作業

をお願いするときの目安 となるものです。 
なお、あくまで目安ですので、当事者間で十分話し合い、決定し

てください。 

【問合せ】町農業委員会事務局＇産業観光課農林水産班内（ 
ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 

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 ８日＇金（、２２日＇金（ 

○ステップエアロビクス １５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。 
【問合せ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３ 
 

地域で豊富な経験を活かしませんか 
町と高齢者見守りネットワーク事業協定を結ぶ、株式会社セブ

ン‐イレブン・ジャパンが近隣市町との共催で「シニア従業員のお
仕事説明会」を以下のとおり開催します。参加を希望される方は
役場産業観光課商工観光班窓口＇４階①番（又は電話にてお申
し込みください。 
【日時】４月１５日＇金（ １３：００～１５：００ 
【会場】いすみ市大原７８３８ 大原公民館＇大原文化センター（ 
【対象】シニアの方＇年齢制限なし（、子育て中の主婦の方 
【定員】５０名程度 ※要予約・参加費無料 
【申込・問合せ】町産業観光課 商工観光班 ６８－２５１３ 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 
千葉支部からのお知らせ 

■平成２８年度保険料率について 
協会けんぽは、主に中小企業で働く方やそのご家族が加入

されている健康保険で全国に約３，７００万人＇千葉支部は約８０
万人（の加入者がいます。 

平成２８年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率につい
ては、本年３月分＇４月納付分（より現状の９．９７％から９．９３％
に引き下げとなります。一方、介護保険料率＇全国一律（につ
いては、現状の１．５８％から変更はありません。 
【問合せ】協会けんぽ千葉支部 

企画総務グループ ＴＥＬ ０４３－３０８－０５２２ 
■特定健診について 

協会けんぽでは、加入者のご家族＇４０～７４歳の被扶養者（
を対象に特定健診を実施しています。健診費用の一部を協会
けんぽが補助していますので、年に一度は健診を受診しましょ
う。なお、健診受診に必要な受診券は、４月上旬に加入者ご
本人の自宅へ直送します。 
【問合せ】協会けんぽ千葉支部 

保健グループ TEL ０４３－３０８－０５２５ 
 

危険物取扱者試験実施のお知らせ 
以下の日程で危険物取扱者試験が実施されます。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・会場】６月１９日(日) 勝浦市会場＇国際武道大学（ 
【申請方法等】以下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４日(月)～４月２２日(金) 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１日(金)～４月１９日(火) ＇２４時間対応（ 

【問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合 
消防本部 予防課 ＴＥＬ ８０－０１３２ 

 

月見草の苗の植栽のお願い 
月見草を咲かせる会では、ロマンチックな夏の夜を演出する

ため、月見草の苗の植栽をお手伝いしていただける方を募集
します。 
【日時・場所】月の沙漠公園 ４月１２日＇火（ ９：３０～ 
【主催】月見草を咲かせる会・皇帝ひまわりと交流の会 
【問合せ】月見草を咲かせる会 本吉 ＴＥＬ ６８－２２０４ 

内山 ＴＥＬ ６８－３３１７   

箱 緑 化

苗 硬 化

一 般 農 作 業

項　目

７，８００円/日

金　　額

耕 耘 機 耕 起

耕 耘 機 代 か け

も み 乾 燥 ( 生 )

籾 摺 り

機 械 田 植 機

コ ン バ イ ン

畦塗り (機械) ４０円/ｍ

ト ラク ター 耕起

トラクター代かけ

６３７円/箱

運搬は含まない。

運搬は含まない。

実働８時間とする。
(賄いは含まない。)

８００円/６０kg

６，８００円/１０㌃

８７４円/箱

６，３００円/１０㌃ 人付き作業料金とする。

１７，２００円/１０㌃
人付き作業料金とする。
(籾の運搬は含まない。)

-

運搬は含まない。

１，９００円/６０kg 運搬は含まない。

人付き作業料金とする。

人付き作業料金とする。
(植え付けできる状態まで。)

備　　　　　考

人付き作業料金とする。
(箱苗分は含まない。)

７，０００円/１０㌃

７，１００円/１０㌃

人付き作業料金とする。
(植え付けできる状態まで。)

７，２００円/１０㌃


