
～こうなったらいいな御宿～ 
 絵・イラストを募集します 

町議会では、年４回議会だよりを発行しています。 

より町民の皆さんに親しまれる議会だよりにするため、表紙な

どに掲載する絵やイラストを募集します。 

御宿町内の自然、暮らし、街並み、イベントなど「こうなったら

いいな」「こんなことが出来たらいいな」をテーマに、のびのびと

描いてください。 

【募集内容】未来の御宿をイメージした作品（絵・イラストに限る） 

※応募者が作成した未発表のオリジナル作品 

※縦型、A4 サイズ 

【応募条件】町内在住の方なら誰でも（何点でも応募可能） 

【選考】議会だより編集委員会にて選考 

※採用作品は、議会だよりへの掲載をもって発表とします。 

採用者には図書カードを贈呈します。 

【紙面への掲載】 

作品は各議会だよりの表紙にカラーで掲載します。また、採用 

作品は氏名、地区名、作品名等を掲載します。 

【応募方法】 

住所、氏名、電話番号、年齢、作品名、コメントを別途記載の 

上、郵送、持参、メールのいずれかでご応募ください。 

【応募締切】小学生以下の部：５月９日（月）必着 

中学生の部：７月１１日（月）必着 

高校生の部：１０月１１日（火）必着 

一般の部：令和５年１月１０日（火）必着 

【応募上の注意】 

・編集上トリミングを行う場合があります。 

・応募作品は、無償で御宿町議会が使用することに許諾したも

のとします。  

・希望される方には応募作品を返却します。 

【応募・問合せ】 

〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 議会事務局 ＴＥＬ ６８－２５１５ 

メール gikai@town-onjuku.jp 

 

おおんんじじゅゅくく  
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発行日 令和４年４月８日  ＮＯ．８３８ 

「高齢者のよい歯のコンクール」の 
参加者を募集します 

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。今年度は、新型コロナウイル

ス感染症感染予防のため、町内のみでのコンクール開催になり

ます。歯に自信のある方はぜひ、ご参加ください。 

【対象者】令和４年４月１日現在、８０歳以上（昭和１７年４月１日

以前の生年月日の方）で自分の歯が２０本以上ある方（かぶせ

た歯・さし歯も可） 

【応募締切】５月１３日（金） 

【審査受付】５月１７日（火） １３：００～１３：３０ 

【審査会場】御宿町役場 大会議室 

【審査内容】問診・歯科健診 

【応募・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

千葉県収入証紙の会計室窓口での 
購入にご協力ください 

 千葉県収入証紙を役場会計室（３階⑥窓口）で購入いただく

と、販売した金額の３％が 手数料として町へ交付されます。  

 千葉県収入証紙の役場会計室での購入にご協力くださいま

すようお願いします。      

【千葉県収入証紙により、納入する主な使用料及び手数料】 

・自動車運転免許証等更新手数料    

・自動車保管場所証明（車庫証明）申請手数料   

・旅券（パスポート）の発給手数料    

・県立学校入学検査料 など     

【問合せ】夷隅地域振興事務所 ＴＥＬ ０４７０－８２－２２１１ 

ダイオキシン類測定結果について 

令和３年度に実施したダイオキシン類の測定結果についてお
知らせします。 

結果はいずれも基準値を下回っていました。 
 
 
 
 
 
 
 

※ｎｇ（ナノグラム）は、１０億分の１グラム。 
※ｐｇ（ピコグラム）は、１兆分の１グラム。 

【問合せ】清掃センター ＴＥＬ ６８－４６１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

ウクライナ人道危機救援金の募集について 

ウクライナ各地で激化している戦闘により、多くの市民が緊張

と不安の中で過ごしています。すでに子どもを含む市民の死傷

者が報告され、市民生活に不可欠なインフラにも被害が出てい

ます。また、紛争の被害を恐れ、多くの人びとが、周辺国（ポー

ランド、ルーマニア、スロヴァキア等）に避難しています。 

この状況を受け、日本赤十字社は、赤十字国際委員会、国

際赤十字・赤新月社連盟、各国赤十字社が実施するウクライナ

での人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周

辺国とその他の国々における救援活動を支援するため、海外

救援金を募集しています。 

【御宿町分区での協力方法】 

・窓口（御宿町地域福祉センター）へ持参 

・口座への振り込み  

いすみ農業協同組合 御宿支所 口座番号 １３５３３８２    

 口座名義 日赤千葉県支部御宿町分区  

 フリガナ  ニッセキチバケンシブオンジュクマチブンク 

・役場募金箱 ２階 保健福祉課  ４階 総務課 

【問合せ】日本赤十字社千葉県支部御宿町分区 

（御宿町社会福祉協議会） ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 

測定日 測定結果 基準値

排ガス 令和３年１２月９日 ０．４９ｎｇ １０ｎｇ

焼却灰 令和３年１２月９日 ０．０２７ｎｇ ３ｎｇ

ばいじん
（飛灰）

令和３年１２月９日 ０．２６ｎｇ ３ｎｇ

最　終
処分場

地下浸透水
（観測井）

令和４年１月１４日  ０．０８７ｐｇ １ｐｇ

測　定　場　所

清    掃
センター
焼 却 炉

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


令和４年度調理師試験を実施します 
【試験日時】令和４年１０月２９日（土） 

【試験場所】 

幕張メッセ「国際展示場 展示ホール４」「国際会議場」 

（千葉市美浜区中瀬２－１） 

【願書配布開始】 

令和４年４月１１日（月）から保健所で配布します。お早めに取り

に来てください。 

【願書の提出方法】 

住所地の管轄の保健所（健康福祉センター）へ簡易書留により

郵送。 

※住所が県外にある方は県庁健康福祉部健康づくり支援課 

【願書提出期間】 

令和４年５月３０日（月）から６月３日（金）の消印有効 

※期間厳守 

【問合せ】千葉県夷隅保健所（夷隅健康福祉センター） 

      （勝浦市出水１２２４） TEL ０４７０－７３−０１４５ 

令和４年度「看護の日・看護週間」 
イベントの開催について 

千葉県看護協会では、看護への興味・関心を深め、看護職

への就業促進を図るため、以下のイベントを開催します。 

【開催日時】５月８日（土） １１：００～１７：００ （受付１６：３０まで） 

【参加方法】①ペリエホール（JR 千葉駅ペリエ７階）  

②Web 参加（Webex meetings 使用） 

※感染拡大時には、Web 参加のみとなります。 

【料金】無料 

【内容】看護の仕事に関する講演、トークイベント（パブリックビュ

ーイング）、体験コーナー、進路相談コーナー など 

【申込方法】 

千葉県看護協会ホームページ 

（https://www.cna.or.jp）から申込み 

※当日参加も可能ですが、人数により入場制限をさせていただ

く場合があります。 

【問合せ】公益社団法人 千葉県看護協会  

ＴＥＬ ０４３－２４５－００２５ 

令和４年度御宿町農作業標準賃金及び  

農業機械標準作業料金について 
令和４年度御宿町農作業標準賃金及び農業機械標準作業

料金は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農業委員会で定める農作業標準賃金・農業機械標準作業料

金については、あくまでも目安となるものです。 

当事者間で十分話し合いをして、決定してください。 

【問合せ】御宿町農業委員会（産業観光課内） 

TEL ６８－２５１３ 

 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 

５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から１２：００までです。 

 

 

 

 

※来所の際は、マスクをご着用ください。 

※相談時間中は電話での相談も受け付けています。 

※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠
慮ください。 

※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合

は中止となります。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

危険物取扱者試験に伴う 

講習会を開催します 
《危険物取扱者試験受験者講習会》 

【日時】５月１３日（金） ９：２０～１６：４５ （受付９：００～） 

【場所】茂原市東部台文化会館（茂原市東部台１丁目７‐１５） 

【対象者】乙種第４類の取得を目指している方、または、危険物

関係法令等を学ぼうとしている方 

【受講料】３，７００円（テキスト代別） 

【申込方法】当日、会場受付にてお申し込みください。 

（事前申込不要） 

【テキスト】 ①危険物取扱必携「法令編」 １，４００円 

②危険物取扱必携「実務編」 １，４００円 

③例題集「乙種第４類」   １，７００円 

※テキストは消防本部で販売しています。また、当日、会場で購

入できます。 

《危険物取扱者模擬試験》 

【日時】５月２１日（土） ９：３０～１１：５０ （受付９：００～） 

【場所】いすみ市大原文化センター（いすみ市大原７８３８） 

【対象者】乙種第４類の取得を目指している方（先着１４名） 

【受講料】 

① 夷隅郡市防火安全協会会員事業所の方 １，０００円 

② 会員事業所以外の方 １，５００円 

【申込方法】消防本部予防課までお電話にてお申し込みください。  

（５月１６日(月)締切） 

《共通事項》 

（１）受講当日はマスクの着用と自宅での検温をお願いします。 

（２）次に該当する場合は受講を見合わせてください。 

①過去２週間から講習日において、発熱や風邪症状があった方

②過去２週間以内に渡航歴がある方 

③過去２週間以内に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触が

あった方 

（３）新型コロナウイルスの影響により中止する場合は、消防本部

ホームページ（http://www.isumi-kouiki.com/syoubou.htm）

にてお知らせします。 

 

【問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合 

消防本部予防課 ＴＥＬ０４７０－８０-０１３２ 

 

▲HP 

▲HP 

開催日 場　所 相談内容

５月　２日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

５月２３日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

金　額 備　考

（田・畑）７，８００円 １日当たり実働８時間とする。

６，８００円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

７，２００円
１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植付けできる状態までとする）

６，３００円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

７，０００円
１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植付けできる状態までとする）

７，１００円
１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（箱苗代は含まない）

１７，２００円
１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（籾の運搬は含まない）

６５５円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

２，７００円 １俵６０kg当たりとする。（籾摺り８００円を含む）

緑化 ６４０円 １箱当たり（運搬は含まない）

硬化 ８８０円 １箱当たり（運搬は含まない）

５０円 １ｍ当たり

項　目

トラクター耕起

耕耘機耕起

一般農作業

箱

畦塗り (機械)

機械田植機

コンバイン

もみ乾燥（生）

耕耘機代かき

トラクター代かき

もみ運搬費

https://www.cna.or.jp/

