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お知らせ 

家家庭庭教教育育相相談談をを行行っってていいまますす 
家庭教育に関する相談や指導を行っています。 

【日 時】 毎週火曜日 １０：００～１６：００ 
【場 所】 御宿町公民館 
【指導員】 御宿町家庭教育指導員 
【問い合わせ】 御宿町公民館 ℡６８－２９４７ 
 

平平成成１１７７年年度度「「子子宮宮ががんん検検診診」」  
実実施施ののおお知知ららせせ  

子宮がん検診を下記のとおり実施いたします。（※予約は必要
ありません。）＊貧血検査はありません。 
【対象者】３０歳以上の女性 

（昭和５０年１２月３１日までに生まれた方） 
【場 所】御宿町保健センター 
【持ち物】①申込み票････住所・氏名等が記入されている用紙 

②問診票･･････受診票には、「ボールペンまたは鉛筆
で記入」とありますが、できるだけ鉛筆で
記入してお持ちください。 

    ③健康手帳････４０歳以上の方 
【服 装】スカートを着用してください。 
【日 程】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象地区は人数割の目安ですので、ご都合によりいずれの日

でも受診できます。 
検診受診状況調査をもとに８月上旬に問診票をお送りいたし

ます。問診票が届かない方で検診を希望される場合は、下記ま
でご連絡ください。 
【連絡・問い合わせ】保健福祉課 ℡６８－６７１７ 

 
お知らせ  
【開催日】 ２２日（月）（一般・人権相談） 
【場所等】 地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８－６７２５ 
 

児児童童扶扶養養手手当当・・特特別別児児童童扶扶養養手手当当  
受受給給者者ののみみななささままへへ  

現況届・所得状況届の提出はお早めに 
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格者は現況届・

所得状況届を提出してください。期限内に提出しないと、８月以
降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。 
※該当者には、７月末に書類を送付しています。添付書類等を
ご確認の上、提出してください。 
【提出期間】児童扶養手当８月３１日（水）まで 

特別児童扶養手当 ９月１２日（月）まで 
【問い合わせ・提出場所】保健福祉課福祉係 ℡６８－６７１６ 
 

月月のの沙沙漠漠記記念念館館  「「加加藤藤ままささををとと  
内内弟弟子子宮宮本本匡匡

き ょ う

四四郎郎展展」」開開催催中中  
まさをのただ１人の弟子・匡

きょう

四郎と、初めて実現した師と弟子
の作品展。 
【日時】平成１７年９月２０日（火）まで 水曜日休館 
【場所・時間】月の沙漠記念館企画展示室 ９：００～１６：３０ 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 ℡６８－６３８９ 
 

「「水水道道のの１１日日」」体体験験教教室室をを開開催催 
水づくり・水の大切さについて親子で学習してみませんか。 

【開催日時】平成１７年８月１９日（金） ９：００～１１：００ 
【定  員】１０組２０名（町内在住の親子対象） 
【集合場所】御宿町役場保健センター前（８：３０集合） 
【見学場所】御宿町浄水場、御宿ダム（役場からバスで移動） 
【問い合わせ・申し込み先】 

建設水道課 水道事業班 ℡６８－６６９３ 

 
お知らせ  
  
【研修日時】平成１７年１１月５日(土)～ 

平成１８年１月３０日(月)＜２１日間＞ 
【受講料】７０，０００円 
【申込期間】平成１７年８月２９日(月)～９月２４日(土) 
【申込方法】１．履歴書（市販の物使用、写真貼付） 

２．志望動機（市販の４００字詰め原稿用紙 1 枚） 
３．返信用封筒（８０円切手貼付、宛先記入） 

以上の３点を郵送もしくは持参 
【定員・選考方法】２０名  書類選考及び面接審査 

面接：平成１７年１０月１２日(水) 
【その他】教育訓練給付金制度を利用できます。 
【申し込み・問い合わせ】〒２９６－８６０２ 鴨川市東町９２９ 

亀田総合病院 継続学習センター 
℡ ０４‐７０９９‐１１６５   FAX ０４‐７０９９‐１１９５ 
 

東東京京湾湾アアククアアラライインン  
利利用用促促進進キキャャンンペペーーンン  

平成１７年７月２１日から８月３１日まで、ＥＴＣ車（前払割引等の登録
車）を対象に、割引後の通行料金に下記の割合で還元を行います。  
※還元は､９月から１０月下旬までに行います。 

料金所の通過時間 還 元 額 
２０時から翌６時 ５割相当（全日） 
６時から２０時 ２割相当（月～金） 

※料金所：木更津金田、海ほたるＰＡ 
【問い合わせ】県道路計画課高速道路促進室 

 ℡０４３－２２３－３２８１ 
 

夷夷隅隅養養護護学学校校  体体験験学学習習ののごご案案内内 
夷隅養護学校では、教育活動をご理解いただくために、体験

学習を実施します。 
【日時】平成１７年９月１２日（月）、１４日（水）、１５日（木） 

９：００～１４：５０ 
【参加者】夷隅郡市内に居住する小・中学校在籍の児童・生徒及び

中学校卒業生並びに体験希望者の保護者 
【申し込み・問い合わせ】  ８月１９日（金）申込締切 
千葉県立夷隅養護学校 〒２９８－０１２２ 夷隅町楽町３０－１ 

℡８６－４１１１  FAX８６－３３４１ 
 

ごご注注意意くくだだささいい  

住基ネットについて特殊法人を装った通知葉書が送られています。
このような団体は存在しませんので、連絡しないようご注意ください。 
【問い合わせ】住民課住民係 ℡６８－６６９５ 

８８月月のの心心配配ごごとと相相談談 

期日 ８月２４日（水） ８月３１日（水）
受付時間

対象地区 須賀・浜・高山田・久保・新町・上布施
約２５０名

六軒町・岩和田・実谷・七本・御宿台
約２５０名

　【第１便】 　【第１便】
久保区民館入口・・・・・・・・・１３：２０
新町消防庫前・・・・・・・・・・・１３：２０
御宿郵便局向側・・・・・・・・・１３：２０
浜・ホテルニューハワイ前・・１３：２５
浜青年館向側・・・・・・・・・・・１３：２５
須賀・ニュー日の丸前・・・・・１３：２５
保健センター・・・・・・・・・・・１３：３０

岩和田消防庫前・・・・・・・・・・１３：２０
六軒町・越川商店前・・・・・・・１３：２０
六軒町・藤江商店前・・・・・・・１３：２０
保健センター・・・・・・・・・・・・１３：３０

　【第２便】 　【第２便】
上布施消防庫前・・・・・・・・・１３：４０
新久井青年館前・・・・・・・・・１３：４０
石が原旧バス停前・・・・・・・１３：４０
高山田・西琳寺前・・・・・・・・１３：４０
高山田消防庫前・・・・・・・・・１３：４０
保健センター・・・・・・・・・・・１３：５０

御宿台西武不動産案内所前・・１３：４０
広域消防御宿分署前 ・・・・・・・１３：４０
実谷上旧バス停前・・・・・・・・・・１３：４５
御宿浄水場向側・・・・・・・・・・・１３：４５
実谷吉野商店前・・・・・・・・・・・１３：４５
保健センター・・・・・・・・・・・・・・１３：５０

１３：３０～１５：００

送迎バス
運行予定

第第２２２２回回亀亀田田訪訪問問介介護護員員  
養養成成研研修修（（２２級級））のの実実施施 



  
受験案内 
  

千千葉葉県県職職員員（（一一般般任任期期付付職職員員））  
採採用用選選考考案案内内  

 
【募集内容】 
 
 
 
  
【採用予定日】 平成１７年９月以降  
【応募資格】 
①地方公務員法第１６条に定める次の欠格条項に該当しない人 
・・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 
・・禁錮以上の刑に処せされ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 
・・千葉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 
・・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者 

②下記の実務経験を有すること 
・・ＮＧＯ等メンバーとして海外（東南アジア等）での国際協力活

動経験２年以上 
③その他 
・・業務を遂行するに足る英語能力（英語ＴＯＥＩＣ７３０点以上・

英検準１級程度）。 
・・他に中国語、ベトナム語などアジア諸国の言語の一つについ

て日常会話以上の能力があることが望ましい。  
【受付期間】平成１７年８月１日（月）～平成１７年８月１９日（金） 
  受付時間 月～金曜日９：００～１７：００（祝日は除く） 
   ※郵送の場合は、８月１９日（金）までの消印のあるものに限ります。  
【選考方法、選考日時及び場所】 
 
 
 
 
【問い合わせ】 
 総合企画部 企画調整課 総務室 
   〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 
         ℡ ０４３－２２３－２４２５ 
      ｅ‐ｍａｉｌ kityojinj@mz.pref.chiba.jp 
 

   
お知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※印の付いている種類は、それぞれ別袋でお出しください。 
・・町で取り扱わないもの：コンクリート片、農機具、燃料や塗料の入った缶、プロパンガスボンベ、消火器、自動車、タイヤ、毒

劇薬、事業活動により発生したもの等 
・・町の収集時にゴミ収集を依頼される方及び町清掃センターに直接ゴミを搬入される方は、ゴミ処理加入料の納入が必要とな

りますので、環境整備課で手続きをしてください。 
・・ゴミが常時または臨時的に多量発生する場合は、直接清掃センターに搬入してください。 

【ゴミ処理加入料及びゴミ搬入料金】 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】 環境整備課  ℡６８－６６９４ 

採用分野 募集人員 県での職位 任期 主な職務内容

国際協力等の
推進

１名
副主幹級

又は
主査級

２年

国際協力を主体とした国際政策に関する企
画・立案、事業立ち上げのコーディネート
（現地関係機関等との連絡調整や、県内の
国際協力主体の発掘・育成）を行う。

選考区分 選考方法 選考日時・場所
第１次選考 書類審査 　平成１７年８月下旬

第２次選考
面接試験
身体検査

　平成１７年９月上旬　　千葉県庁
　　※第１次選考の合格者が選考考査の対象となります。
　　※選考の時間、場所については別途ご連絡します。

区　　分 ゴミ処理加入料金

一般家庭 　　　２００円／月額 ３円／ｋｇ（粗大ゴミ９０円／ｋｇ）

事業所（者）

臨時事業所（者）

直接搬入受付時間
　　　平　　日　８：３０～１６：００
　第３日曜日　８：３０～１１：００
　　（第３日曜日は７・８月を除く）

　１，０００円／月額 ６円／ｋｇ

ゴミ直接搬入料金

ゴゴミミのの分分けけ方方・・出出しし方方 

種　　　類 分　　　け　　　方 出　　　　　　　　し　　　　　　　　方
燃やせるゴミ 生ゴミ（残飯）・木枝・草・紙くず等 生ゴミは水をよく切り、草は乾燥させてから出す。

飲み物や缶詰の空きカン 中身を捨て、カラにする。
なべ・やかん・針金等 空き缶類と別袋で出す。
乾電池 乾電池のみ別袋で出す。
無色ビン
茶色ビン
その他のビン
せともの類 ビン類と別袋で出す。
蛍光灯・電球類 ビン類と別袋で出す。
ペットボトル
発泡トレー
その他プラスチック類
新聞紙・広告 たたんで束ねて出す。
雑誌 束ねて出す。
ダンボール たたんで束ねて出す。
牛乳パック 水洗いし、乾燥させてからたたんで束ねて出す。
布類 たたんで束ねて出す。

テレビ（ブラウン管式）

洗濯機

冷蔵庫・冷凍庫

エアコン（室内外機一式）

タンス・じゅうたん等燃やせるもの
自転車・電気製品等燃やせないもの

パソコン
（資源有効利用促
進法に基づく処
理）

古　　紙　　等

１．郵便局、電気製品小売店にて、リサイクル料金を支払い、リサイクル券を購入。
　・テレビ＝２,７００円　　・洗濯機＝２,４００円　・冷蔵庫、冷凍庫＝４,６００円
　・エアコン＝３,５００円（消費税別途）（製造メーカーにより多少料金が異なります。)
２．指定引渡し場所（大原町：上総通運　　茂原市：南総通運）への運搬（リサイクル券持参）
・運搬方法①＝電気製品小売店に処理料金を支払い依頼する。（各店に料金確認)
・運搬方法②＝清掃センターへ自己搬入し３円／ｋｇあたり支払い依頼する。
・運搬方法③＝引渡し場所まで自己運搬する。（運搬料金はかかりません。　ただし、各指
　　　　　　　　　　定引渡し場所ごとに引き取るメーカーが異なるため、事前に確認して下さい。）

家電４品目
（家電リサイクル法
に基づく処理）

粗大ゴミ

１．製造メーカーに回収申し込み。（製造メーカーから郵便局へ回収指示→申し込み者へ「エコゆうパック伝票」が郵送されます。）
２．パソコンを簡易包装し、伝票貼付。
３．郵便局に回収を依頼。（郵便局へ持ち込みも可能です。）
◎再資源化料金＝３，０００円～４，０００円　（ただし、平成１５年１０月１日の資源有効利用促進法施行後に購入され、「ＰＣリサイク
　　　　　　　　　　　　ルマーク」がついた物については、再資源化料金はかかりません。）

燃やせるものと燃やせないものとに分別する。
・電気製品は大小を問わず粗大ゴミ扱いとなります。（家電４品目を除く）

※カン・鉄類

※ビ　ン　類

※ペット・発泡 水洗いし、乾燥させてから出す。

フタをはずす。
（コルク製のフタは燃やせるゴミ、金属製のフタは空きカン類、プラスチック製のフタはプラス
チック類で出す。）


