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募 集 

 
町営住宅の入居者を次のとおり募集します。 
入居を希望する方は、建設環境課にある申込用紙に記入し、

建設環境課へお申し込みください。 
場    所 久保 富士浦団地 1 戸 
構    造 富士浦団地  木造長屋造 1 階（2DK） 

 所得に応じて 
家    賃 

 富士浦団地(月額 9,300～27,200 円) 

場    所 岩和田 岩和田団地 2 戸 
構    造 岩和田団地  簡易耐火長屋造 2 階（3K） 

 所得に応じて 
家    賃 

 岩和田団地(月額 7,900～14,100 円) 

【入居者資格】 
①同居親族がいること。（ただし、60 歳以上の方、障害者等特に

居住の安定を図る必要があると認められる方は、単身での入
居が可能です。） 

② 所定の方法により算出した月収が200,000 円以下 
（障害者等の方は 268,000 円以下） 

③ 税金の滞納がないこと 
※選考には、御宿町在住の方、住居にお困りの方を優先させて
いただきます。 
【申込受付期間】6 月 18 日（月）～6 月 22 日（金） 
【入居時期】平成 19 年 8 月（予定） 
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８－6694 
 
お知らせ 

６６月月１１日日かからら御御宿宿台台公公園園テテニニスス場場及及
びび御御宿宿パパーーククゴゴルルフフガガーーデデンンのの管管理理
運運営営がが指指定定管管理理者者へへ移移行行ししままししたた  
◎指定管理者：宝ゴルフ大原 
【利用時間】8:00～日没（季節によって変わります 17:00～19:00） 
【休業日】1 月 1 日及び 12 月 31 日 
【利用料金】 
○御宿台公園テニス場 1 面 1 時間当たり1,000 円 
○御宿パークゴルフガーデン 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】御宿パークゴルフガーデン TEL68-4148 
         宝ゴルフ大原 TEL62-3441 
         御宿町公民館 TEL68-2947 

 
お知らせ 
 

児児童童手手当当現現況況届届のの提提出出ははおお早早めめにに  
 
児童手当を受給している方は、毎年 6 月に「現況届」を提出し

なければなりません。  
この届は、毎年 6 月 1 日における状況を記載し、児童手当を

引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届出がないと、6 月以降の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。 
 現況届の提出が必要な方には、5 月末に書類を送付していま
す。ご不明な点は、お問い合わせください。 
※前年度に所得制限で児童手当を受給できなかった方、申請を
していない方は、新たに認定請求書の提出が必要となります。 
 

扶養親族の数 所得制限
限度額（万円） 扶養親族の数 所得制限

限度額（万円）
0人 460 0人 532
1人 498 1人 570
2人 536 2人 608
3人 574 3人 646
4人 612 4人 684
5人 650 5人 722

［厚生年金などの加入者の場合、特例により
以下の限度額が適用されます］

平成19年度所得制限限度額

  
【提出締切日】平成 19 年 6 月 29 日（金） 
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 
 

水水道道本本管管洗洗浄浄作作業業ににつついいてて    
町では、夏の水道使用量の増加に伴い発生する赤水防止対

策として、水道本管の洗浄作業を実施します。洗浄を実施する
本管付近のご家庭には、事前に「水道管洗浄のお知らせ」のチ
ラシを配布しますので、ご協力をお願いいたします。  
【作業期間】6 月 11 日（月）～6 月 29 日（金） 
【問い合わせ】住民水道課 TEL６８－6693 

 
お知らせ 
 

ＢＢ＆＆ＧＧ海海洋洋セセンンタターー及及びび  
ププーールル使使用用料料のの改改正正ににつついいてて  

7 月 1 日より以下のとおり使用料が改正されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８－4143 
 
 

平平成成１１９９年年度度毒毒物物劇劇物物取取扱扱者者試試験験    
【試験の種類】（1）一般毒物劇物取扱者試験 

（2）農業用品目毒物劇物取扱者試験 
（3）特定品目毒物劇物取扱者試験 

【試験の期日・場所】（各試験共通） 
期　　日 時　　間 場　　所

集　合　時　刻　13:00
8月1日（水） 試験開始時刻　13:30

試験終了時刻　15:30

千葉経済大学
（千葉市稲毛区轟町3丁目59-5）

  
【願書受付日程・場所】 

期　　日 時　　間 場　　所
9:30～11:30

及び
13:00～16:00

千葉県教育会館608会議室
（千葉市中央区中央4丁目13-10）

7月10日（火）
及び

7月11日（水）   
【問い合わせ】千葉県健康福祉部薬務課 TEL043-223-2618 
 

町町営営住住宅宅入入居居者者募募集集  

午　前 午　後 夜　間
9:00
～

12:00

13:00
～

17:00

17:00
～

21:00
学生（小中高） 100円 100円 －

一般 200円 200円 －
学生（小中高） 200円 200円 －

一般 300円 300円 －
学生（小中高） 1,000円 1,000円 －

一般 2,000円 2,000円 －
学生（小中高） 2,000円 2,000円 －

一般 3,000円 3,000円 －
学生（小中高） 100円 100円 200円

一般 200円 200円 300円
学生（小中高） 200円 200円 300円

一般 300円 300円 600円
学生（小中高） 1,000円 1,000円 2,000円

一般 2,000円 2,000円 3,000円
学生（小中高） 2,000円 2,000円 3,000円

一般 3,000円 3,000円 6,000円

個人使用

団体使用

備　　考
①2以上の時間区分にわたって使用する場合は、そ
れぞれの区分により定めた使用料の合計額とする。
②団体は11人以上とする。

トレーニングルーム
町内 100円
町外 200円

町内

町外

町内

町外

(半面)
体育館

時間区分

使用区分

プール

個人使用
町内

町外

町内

町外
団体使用

利用区分 1日 1回 パスポートパスポート
大人 700円 500円 御宿のみ 宝ｺﾞﾙﾌ共通

小中高生 400円 300円 大人 5,000円 7,000円
貸しボール 小中高生 2,000円

利用区分

100円
※パスポートは1ヶ月間有効な利用券です



  
お知らせ 

第第９９回回「「ううちちのの花花見見ててねね」」ココンンテテスストト  
【開催期間】7 月 1 日（日）～7 月 30 日（月） 
【応募対象】御宿町内の方ならどなたでも 
【応募方法】①本人申し込み ②第三者の推薦 
【応募期間】6 月 30 日（土）まで 
【審査基準】ビデオ撮影にて審査（道行く人が見て楽しめること） 
【問い合わせ】御宿町商工会 TEL68-2818 
         月見草を咲かせる会  TEL68-2204 
 

千千葉葉県県介介護護支支援援専専門門員員実実務務研研修修受受講講試試験験  
【試験日】10 月 28 日（日） 10:00～12:00 
【受験資格】医療・保健・福祉分野の有資格者で一定期間以上の実務

経験のある方 
【受付期間】7 月 2 日（月）～7 月 31 日（火）（当日消印有効） 

※簡易書留による郵送のみの受付になります。 
【申込書配布場所】県社会福祉協議会、県保険指導課、県健康福祉

センター、町保健福祉課、町社会福祉協議会 
【応募先・問い合わせ】〒260-8508 千葉市中央区千葉港 4-3 

千葉県社会福祉協議会介護支援専門員養成班 
TEL043-204-1610 

 

無無料料法法律律相相談談ののおお知知ららせせ  
千葉県弁護士会所属の弁護士による無料法律相談を以下のとおり

実施します。 
【日時】6 月 28 日（木） 午前の部 10:00～（受付 9:30～） 
               午後の部 13:00～（受付 12:30～） 
【場所】千葉県教育会館本館303号室 （千葉市中央区中央4-13-10） 
【相談時間】1 人 20 分程度 
【相談内容】法律問題全般（現在裁判所において係争中の事件は不可） 
【問い合わせ】千葉地方裁判所事務局 TEL043-222-0165 
 

公公開開講講座座ののおお知知ららせせ  
 アメリカデューク大学教授で、脳神経外科手術で「神の手」と称され
世界的に有名な福島孝徳先生による公開講座を開催します。 
【日時】6 月 30 日（土） 17:00～ 
【場所】茂原市民会館（定員 1,030 名） 
【演題】21 世紀の脳神経外科 
【入場料】無料（15:00 から入場整理券を配布します） 
【問い合わせ】医療法人公明会塩田病院 TEL73-1221 
 

特特定定疾疾患患医医療療受受給給者者票票のの更更新新ににつついいてて  
 特定疾患医療受給者票をお持ちの方は、更新手続きが必要です。
更新の書類は送付済みですが、紛失の場合やご不明な点がありまし
たら、ご相談ください。 
【受付期間】8 月 31 日（金）まで 
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） TEL73-0145 

   
お知らせ 

乳乳ががんん検検診診をを実実施施ししまますす（（時時間間予予約約制制））  
 
【実施期間】7 月 3 日（火）・4 日（水）・6 日（金）・9 日（月）の 4 日間（7 月 9 日は午前のみの実施） 

※検診時に検診費用（1,000 円）が必要となります。 
 
【検診方式・検診予約時間】 

エコー（超音波）検診 マンモグラフィー検診 
30 歳代（S.43.1.1～S.52.12.31 生まれ） 40 歳代（S.33.1.1～S.42.12.31 生まれ） 
50 歳代（S.23.1.1～S.32.12.31 生まれ）の方 

  

60 歳以上（S.22.12.31 以前生まれ）  の方 
7/3（火） 7/4（水） 7/6（金） 7/9（月）   7/3（火） 7/4（水） 7/6（金） 7/9（月） 

【1】 【6】 【11】 【16】 9：00～9：30 【19】 【24】 【29】 【34】 
【2】 【7】 【12】 【17】 10：00～10：30 【20】 【25】 【30】 【35】 
【3】 【8】 【13】 【18】 11：00～11：30 【21】 【26】 【31】 【36】 
【4】 【9】 【14】   13：00～13：30 【22】 【27】 【32】   
【5】 【10】 【15】   14：00～14：30 【23】 【28】 【33】   

 ○定員各 12 名      ○各定員 25 名  

※年齢の基準日は、平成 19 年 12 月 31 日です。 
 
 
 
 

・9:00～16:00 の間にお願いします。土・日および時間外の電話予約は受付できません。 
また、6 月 11 日は、電話がかかりにくくなることが予想されますので、ご了承ください。 

・予約の際には、検診方式・住所・氏名・生年月日・電話番号をお知らせください。 
ご希望の時間に予約できない場合もありますが、調整にご協力ください。 

・昨年度検診を受診した方及び事前に申し込みをいただいた方には、「申し込み票」と「問診票」を送付しておりますが、それ以
外で受診を希望する方は、予約の際に申し込み票等をお持ちでない旨をお知らせください。 

 
【バス運行予定】7 月 3 日（火）～7 月 6 日（金）は以下の予定でバスを運行します。 
 

７月 3 日（火） 7 月 4 日（水） 7 月 6 日（金） 
久保・新町・須賀・浜方面 御宿台・七本・実谷・上布施方面 高山田・岩和田・六軒町方面 

久保区民館入口（タバコ店前） 西武不動産販売 高山田 西琳寺前 

新町消防庫前 御宿台営業所駐車場 高山田 消防庫前 
13:20 

御宿郵便局向側 

13:35 

広域消防 御宿分署前 

13:20 

保健センター到着 13:30 

浜ホテルニューハワイ前 実谷上旧バス停前 岩和田 消防庫前 

浜青年館前 
13:40 

御宿町浄水場向側 
13:30 

六軒町 越川商店前 

須賀ニュー日の丸前 13:45 実谷 吉野商店前 六軒町 藤江商店前 

13:40 

保健センター到着 13:50 石が原旧バス停前 
13:40 

 

保健センター到着 13:50 

  

 

新久井青年館向側     

     上布施（新宿）     

   井上理容店脇 

13:50 

    

   保健センター到着 13:55      

予約受付開始は・・・6 月 11 日（月）9:00 からです！！ 

★電話予約は・・・保健福祉課 68-6717 


