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お知らせ 

  

「「行行政政相相談談週週間間」」ののおお知知ららせせ  
 
１０月１６日（月）～２２日（日）は、行政相談週間です。 

 行政相談は国や独立行政法人などの仕事について、総務大
臣から委嘱された行政相談委員が相談に応じる制度です。 
 御宿町では、月に１度、地域福祉センターで相談を受け付けて
います。 

相談は無料で、秘密は厳守されます。 
お気軽にご相談ください。 

詳しくは、町総務課（℡６８－２５１１）までお問い合わせください。 
  

愛愛情情とと責責任任ををももっってて  
動動物物をを飼飼いいままししょょうう  !!!!  

最近、犬の放し飼いが目立ちます。他人への迷惑になりますの
で、必ずリード等でつなぎ散歩し、フンの後始末も必ず行ってく
ださい。また、犬や猫などを捨てると『動物の愛護及び管理に関
する法律』により、罰せられます。 
 

犬・猫の不妊手術費用の一部を助成します 
 １頭（匹）   ３，０００円 

 町では、動物の保護を目的に、犬及び猫の飼育限度を超えた
繁殖や不必要な生命の処分、苦情・被害を減少させるため、犬
及び猫の不妊手術を奨励し、飼い主の方に手術費の一部を助
成しています。 
【助成対象者】 

○飼養者が御宿町に住所を有し、犬及び猫を町内で飼養して
いる。 

○当該年度において、１飼養者につき、犬及び猫各１頭（匹）
とします。 

○犬又は猫が健康で、指定獣医師が手術することを適正と認
めたとき。 

犬 …… 狂犬病予防法に基づく登録、予防注射済み 
猫 …… 首輪に名前をつけている 

（飼い猫である証明の為） 
【申請方法】 

建設環境課（３F）にある申請用紙に必要事項を記入して申請
してください。 

【助成費用】 
不妊去勢手術完了後、補助金交付請求書及び不妊手術証明
書を提出いいただいた上、飼養者の口座へ振込みします。 

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班  ℡６８－６６９４ 

募 集 

「「ヘヘルルシシーー減減量量教教室室」」参参加加者者募募集集  
糖尿病、高血圧等の生活習慣病と深く関わりのある「肥満」。

町では、この肥満を改善することにより生活習慣病の予防を図
ることを目的に、以下のとおり「ヘルシー減量教室」を実施しま
すので、ご参加くださるようお知らせいたします。 

なお、この教室は美容を目的とするダイエット教室ではありま
せんので、ご注意ください。 
【日時】全６回コース   

１１/１３（月）、１１/２２（水）、１２/６（水）、１２/２０（水）、 
１/１９（金）、１/２９（月）   １３:３０～１６:００ 
※内容により午前中に実施することもあります。 

【場所】保健センター 健康診査室 
【対象】４０～６４歳で、ＢＭＩが２５．０以上の方 
   ※疾病等により、運動制限または食事制限のある方は対象

となりません。 
【内容】講義及び実習 
【申し込み】平成１８年１０月３１日（火）までに、ご連絡ください。 

※定員は３０名（先着順）です。ただし、申込みが５名以下の
場合は個別面接等に変更することがあります。 

【持ち物】健康手帳、筆記用具、電卓、メガネなど 
【参加費用】１，５００円（テキスト代、食材料費） 
【服装】運動ができる服装 
【申込み・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ℡６８－６７１７ 
 
お知らせ 

千千葉葉県県のの最最低低賃賃金金がが  
６６８８７７円円にに改改正正さされれままししたた  

千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート、アルバイト
を含む）及びその使用者に適用される地域別最低賃金が平成 
１８年１０月１日から時間額６８７円（従来は６８２円）になりました。 
詳しくはお問い合わせください。 
【問い合わせ】千葉労働局労働基準部賃金室 

℡０４３－２２１－２３２８ 

 
お知らせ    

粗粗大大ごごみみのの戸戸別別収収集集ををごご存存じじでですすかか！！ 
 
【実施方法】 

１．「受付期間」「収集実施期間」は全地区通年（７，８月を除
く）です。ただし、年間１世帯１回のみとします。 

２．収集を希望される方は、下記「申込書」に必要事項を記
入のうえ、ファックスまたは持参にて町建設環境課へ申し
込んで下さい。 

３．「収集日」については、決定次第申込者に連絡します。
（収集場所の確認も行います。） 

４．申し込み者は、収集当日、積み込みできるよう準備し、搬
出の際は必ず立ち会い、処理料金（手数料）を支払ってく
ださい。 

５．処理料金（手数料）は、１ｋｇ当たり９０円です。積み込み
の際、計量を行い、その場で料金をいただきます。また、
家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機）
は、郵便局でリサイクル券を購入し貼付された物のみ収集
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）をいただきます。  

【収集できる物】 
自転車・金属製トタン・スト－ブ・扇風機・ガスレンジ等家庭
粗大金物 机・イス・タンス・応接セット等木製粗大ごみ  

【収集できない物】 
コンクリ－ト片・瓦片・農機具・燃料や塗料の入った缶・プロ
パンガス容器・消火器・自動車・オ－トバイ・タイヤ・毒劇薬・
家電リサイクル法該当品（リサイクル券のない冷蔵庫・テレ
ビ・洗濯機・エアコン）、事業活動により発生したもの等 

※一般廃棄物処理加入料（ごみ手数料）の加入が条件です。 
※自己搬入の場合は通常どおりできます。 

受付時間平日 ８：３０～１６：００  
第３日曜日（７，８月を除く） ８：３０～１１：００  

【問い合わせ】建設環境課 ℡６８－６６９４  FAX６８－７１８３ 
清掃センター ℡６８－４６１３  FAX６８－４６１３ 

 
 
 
 
 氏　名 電話 　　 　－

住　所

粗大ごみの
種類・数量

排出場所

※場所の確認及び収集日程の連絡のため、必ず電話番号を記入してください。

キリトリセン

粗大ごみ収集申込書

申　込　者
御宿町　　　　　　　         　　番地

※申込者名は、ごみ収集加入申請者名を記入してください。



  
お知らせ 

「「夷夷隅隅地地域域ググリリーーンン・・ブブルルーー  
ツツーーリリズズムム推推進進大大会会」」のの開開催催  

 夷隅地域農林業振興協議会では、都市住民等との交流を促
進し、地域や農林水産業の活性化を図るため、推進大会を開催
します。 
【期日】１１月１９日（日） 
【会場】大多喜町中央公民館 
【内容】 

○「昭和の香り」写真展＆農機具等展示 １１:００～１６:００ 
【】○農林産物直売 １１:００～１６:００ 
【】○水稲新品種「ちば２８号（ふさこがね）」試食会 

（先着２５０名）       １１:３０～１２:４５ 
【】○開会（ホール） １３:００～ 

・郷土芸能 ①神楽・囃子（大多喜町上原神楽囃子保存会） 
・郷土芸能 ②民話劇（大多喜町立老川小学校） 
・講演    「農山漁村の魅力を活用した都市住民との交流」 

          （財）都市農山漁村交流活性化機構 
           びれっじ編集長 永田麻美 氏 
【参加費】無料 
【問い合わせ】夷隅地域農林業振興協議会事務局 

（夷隅農林振興センター） ℡８２－２２１３ 
※講演終了後、講演聴講の方に水稲新品種「ちば２８号」を  

無料配布します。（３００名まで） 
 
募 集 
 
 
  
【出願資格】大学入学資格を有する者 で、平成１９年４月１日  

現在において、満２０歳以上の者 
【出願期間】平成１８年１１月１日（水）～７日（火） 
【試験日】平成１８年１１月１８日（土） 
【試験場所】千葉大学教育学部 
【合格発表】平成１８年１２月１日（金） 
【募集要項請求方法・問い合わせ等】 

郵送を希望する場合は、郵便番号・氏名を明記し、１４０円分の郵便切
手を貼り付けた返信用封筒（角型２号・約３３ｃｍ×約２４ｃｍ）を同封の
上、「社会人特別選抜募集要項請求」と朱書きし、請求してください。  

千葉大学教育学部教務係 
〒２６３－８５２２ 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 
℡０４３－２９０－２５１４   Ｅ‐mail hai2514@office.chiba-u.jp 

  
お知らせ 

交交通通事事故故無無料料相相談談  
（社）日本損害保険協会では、交通事故にあったときなどの自

賠責保険や自動車保険の内容、保険金請求手続きなどの相談
に、専門の相談員や弁護士が無料でお答えします。 
【相談電話番号】千葉自動車保険請求相談センター 
           ℡０４３－２８４－７９５５ 
【相談日】月曜日から金曜日（祝日を除く） 

      ９：００～１２：００、１３：００～１７：００ 
【弁護士相談日】毎週水曜日 １３：００～１６：００ 

（予約制で面談のみ） 
 

欠欠陥陥建建築築トトララブブルル・・法法律律相相談談  
【共催】千葉県建築相談協議会・千葉県弁護士会 
【日時】平成１８年１１月１８日（土） １０：００～１７：００ 
【場所】建築会館 ８階 
    千葉市中央区中央４－８－５（フコク生命ビル隣） 
【相談内容】欠陥建築に関するトラブル 

契約や請負、瑕疵などの金銭債務トラブル 
一般建築相談 

【相談方法】弁護士と建築士が面談にて行います。 
５～８組で対応予定 （１組 １時間程度） 

【料金】無料 
【申込方法】前日までに電話予約を受け付けます。 

電話予約なしでも受け付けますが、予約された方を
優先とします。また、相談内容を事前に FAX してい
ただけると相談がスムーズに運びます。 

【申込先】千葉県建築相談協議会事務局（千葉県建築家協会） 
      ℡０４３－２２５－５５７５  FAX０４３－２２７－７８６７ 
 
国立歴史民俗博物館 企画展 

歴歴史史ののななかかのの鉄鉄炮炮伝伝来来  
―種子島から戊辰戦争まで― 

【料金】一般        ８３０円（２０名以上の団体５６０円） 
高校生・大学生 ４５０円（２０名以上の団体２５０円） 
小・中学生    ２５０円（２０名以上の団体１３０円） 

【問い合わせ】国立歴史民俗博物館 
        〒２８５－８５０２ 佐倉市城内町１１７ 
        ℡０４３－４８６－０１２３  FAX０４３－４８６－４２１１ 

ホームページ http://www.rekihaku.ac.jp 

 
お知らせ 

知知っってていいまますすかか？？  建建退退共共制制度度  
 この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職
金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。 
 事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界
で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわ
ば業界全体での退職金制度です。 
【加入できる事業主】建設業を営む方 
【対象となる労働者】建設業の現場で働く人 
【掛金】日額３１０円 
【特徴】 
 ・国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。 
 ・経営事項審査で加点評価の対象となります。 
 ・掛金の一部を国が補助します。 
 ・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要

経費として扱われ、税法上全額非課税となります。 
 ・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されま

す。 
 

ホームページ（http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）に、
退職金の試算・パンフレット請求等、建退共制度の知りたい情報
が記載されています。 
【問い合わせ】建退共千葉支部 ℡０４３－２４６－７３７９ 
 

航航空空科科学学博博物物館館かかららののおお知知ららせせ  
やさしい航空のはなし～客室乗務員のおはなし～ 
   客室乗務員は、単に機内をなごやかにするだけでなく、航空機

の安全運航に重要な役割を果たしています。客室乗務員の業務内
容などについて、体験談をまじえて説明します。 
【日時】１０月２９日(日) １３：００～ 

 
「航空キッズアート展」 

機体のデザイン、旅客機のスケッチ、飛行機の工作など、応募い
ただいたすべての作品を展示します。 

【期間】１１月１日(水)～２６日(日) 
 
【入館料】大人５００円、中学生・高校生３００円、 

４才以上小学生以下２００円 
【問い合わせ】航空科学博物館 

〒２８９－１６０８ 山武郡芝山町岩山１１１－３  
  (月曜日休み、月曜日が祝日･振替休日の場合は翌日休み)  
  ℡０４７９－７８－０５５７  HP http://www.aeromuseum.or.jp 

平平成成１１９９年年度度  
千千葉葉大大学学教教育育学学部部生生涯涯教教育育課課程程
社社会会人人特特別別選選抜抜学学生生募募集集  


