
東東北北関関東東大大震震災災義義援援金金のの受受付付  
 日本赤十字社及び共同募金会では東北関東大震災義援金の

受付をしています。皆様のご協力をお願いします。 

【受付窓口】日本赤十字社御宿町分区、共同募金会御宿町分会 

共に御宿町地域福祉センター内で受付をしています。 

また、町の各公共機関窓口でも義援金箱を設置しています。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

町総務課 TEL６８－２５１１ 

 

狂狂犬犬病病予予防防注注射射ののおお知知ららせせ  
 狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には、飼い犬の登録及び

狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせることが義務づけられて

います。町では、県獣医師会と連携し、以下のとおり狂犬病

予防注射を実施します。 

【日時等】 
場所

　９：００～１０：００ 御宿町公民館前

１０：１０～１０：５０ 六軒町消防庫前

１１：００～１１：４０ 新町会館前

１３：２０～１４：００ 浜青年館前

１４：１０～１４：５０ 岩和田青年館前

１５：００～１５：４０ 高山田消防庫前

　９：００～　９：４０ 上布施コミュニティ消防センター前

　９：５０～１０：２０ 実谷消防庫前

１０：３０～１１：３０ 御宿台ふれあい広場

　９：００～　９：２０ 御宿町公民館前

　９：３０～　９：５０ 浜青年館前

１０：００～１０：１５ 岩和田青年館前

１０：２５～１０：４０ 六軒町消防庫前

１０：５０～１１：１０ 上布施コミュニティ消防センター前

１１：２０～１１：４０ 御宿台ふれあい広場

４月２０日
（水）

４月２１日
（木）

５月１０日
（火）

日時

 
【料金】３，３５０円   ※おつりの無いよう用意してください。 

（注射費用２，８００円＋注射済票交付手数料５５０円） 

【注意事項】 

○町に登録の無い犬は受けられませんので、登録をしてから受

けてください。 

○会場は混雑しますので、新規登録や他市町村からの転入等

各種手続きは事前に役場で済ませてください。 

○通知（ハガキ）、鑑札、旧注射済票を持参ください。 

○会場での飼い犬のフンは飼い主が責任を持って後始末をし

てください。 

○雨天の場合の実施については当日の朝に防災無線で連絡します。 

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ６８－６６９４ 
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千千葉葉県県議議会会議議員員一一般般選選挙挙ののおお知知ららせせ  
 ４月１０日（日）は 

千葉県議会議員 

一般選挙の投票日です 
【投票時間】７：００～２０：００ 
【期日前投票】 
 投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前
投票または不在者投票ができます。また、病院に入院中の方、
施設等に入所されている方などは、不在者投票ができます。 

期　間 時　間 場　所

４月２日（土）から 午前８時３０分～ 御宿町役場２階

４月９日（土）の毎日 午後８時００分 中会議室  
※目の不自由な方は点字投票ができます。また、手が不自由
など、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に 
よる代理投票ができます。 

◆御宿町で投票できる方は次の要件をすべて満たしている方です 
①日本国民であること 
②平成３年４月１１日以前に出生した者であること 
③平成２２年１２月３１日以前に住民基本台帳に登録されて、
引き続き３ヵ月以上御宿町に住所を有していること 
（転入されてきた方については１２月３１日までに転入届を提出していること） 
④公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと 

※平成２３年１月１日以降、千葉県内の他の市町村から御宿町に転
居して来られた方は、原則として旧住所地で投票となります。
（住所の移転が市町村を単位として１回であることなど、所定の
要件に該当する場合）この場合、投票の際に市区町村長が
発行する「引き続き県内に住所を有することの証明書」の提示
が必要となります。 
 また、あらかじめ旧住所地の選挙管理委員会から投票用紙等
を取得し、御宿町の選挙管理委員会で不在者投票を行うことも 
できます。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。 

『 生かそうよ あなたの権利と 大事な意見 』 
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

【問い合わせ】御宿町選挙管理委員会 TEL０４７０-６８-２５１１ 

４４月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
 町 B＆G 海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を 

実施しています。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 

【日時】各教室とも金曜日１４：００から 1時間程度 

・かんたんエアロビクス  １５日 

・ステップエアロビクス  ２２日 

※保険については各自加入をお願いします。 

【問い合わせ】町 B＆G海洋センター TEL６８－４１４３ 

編集 御宿町企画財政課 ℡６８－２５１２ 

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

駅駅前前、、旧旧役役場場（（公公民民館館前前））駐駐車車場場のの  

                利利用用希希望望者者募募集集  
 駅前駐車場の一般区画を契約区画にすること等に伴い、若干の

空き区画が見込まれるため、利用希望者を以下のとおり募集します。 

【利用期間】平成２３年５月１日～平成２４年３月３１日 

【利用料金】３３，０００円（１１ヶ月間） 

【申込期間】４月４日（月）～４月８日（金） 

【申込方法】企画財政課まで連絡ください。 

【申込書記載事項】①利用者の氏名・住所・電話番号 

②車種・ナンバー  ③印鑑 

※抽選日に記載していただきますので準備しておいてください。 

【注意事項】 

・１人１区画とします。（既に利用されている方の受付できません） 

・利用区画については抽選で決定します。また、申込者多数

の場合についても抽選とします。 

・迷惑駐車防止のため、三角コーンを貸出しますので適正な

管理をお願いします。 

・平成２４年度からは全区画抽選とするため、現利用者の優先

的な更新は行いません。 

【抽選期日】４月１１日（月）１０：００ 町役場４階４０１会議室にて 

※本人が来庁できない場合は代理の方でも抽選が可能です。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 

 

平平成成２２３３年年度度男男のの料料理理教教室室受受講講生生募募集集 
 町社会福祉協議会では、料理を通して栄養・調理・保健・福祉などを

学べる「男の料理教室」の受講生を募集します。 

【対象】６０歳以上の男性 ２０名 

【開催回数】年９回開催 

【時間】９：００～１３：００ 

【場所】町保健センター 

【費用】材料費 年間３，０００円 

【募集期間】４月２８日（木）まで 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

せんきょ君 



平平成成２２３３年年度度農農作作業業標標準準賃賃金金ののおお知知ららせせ  
 平成２３年度農作業標準賃金は以下のとおりです。 

備考

7,500 円
1日あたり実働８時間とする。
（賄いは含まない）

6,800 円
１０アール当たり、人付作業料金とする。
（賄いは含まない）

7,200 円
１０アール当たり、人付作業料金とし、
植え付けできる状態までとする。
（賄いは含まない）

6,300 円
１０アール当たり、人付作業料金とする。
（賄いは含まない）

7,000 円
１０アール当たり、人付作業料金とし、
植え付けできる状態までとする。
（賄いは含まない）

6,500 円
１０アール当たり、人付作業料金とする。
また、箱苗分は含まない。
（賄いは含まない）

17,200 円
１０アール当たり、人付作業料金とする。
また、もみの運搬は含まない。
（賄いは含まない）

1,900 円 １俵６０㎏当たり（運搬は含まない）
800 円 １俵６０㎏当たり（運搬は含まない）

緑化 619 円 １箱当たり（運搬は含まない）
硬化 850 円 １箱当たり（運搬は含まない）

40 円 １ｍ当たり

もみ摺り

項目

畦塗り（機械）

金額

箱苗

一般農作業

耕耘機耕起

耕耘機代かけ

トラクター耕起

トラクター代かけ

機械田植機

コンバイン

もみ乾燥（生）

 
※機械作業は、１ほ場１０アールを標準とし、１０アール未満及び

土地条件や作業条件等についてはお互いに協議決定とします。 
※賄い回数は原則２回とし、その費用は賃金額に含めない。 
【問い合わせ】町農業委員会（産業観光課内） TEL６８－２５１３ 

交交通通安安全全推推進進隊隊のの募募集集  
 千葉県では、ボランティアとして交通安全活動を実践する
「交通安全推進隊」を以下のとおり募集しています。 
【応募資格】平成７年４月１日以前に生まれ、県内に居住又は

勤務・通学している方。 
【活動内容】小学校区ごとにグループで月１回以上の活動 

・通学路での街頭指導や高齢者の自宅を訪問しての啓発、
イベントでの交通安全活動など。 
・隊員登録された方には、安心して活動するためのボラン
ティア保険の加入や帽子の支給などを行います。 

【登録期間】７月１日から 1年間 
【応募締切】５月９日（月）必着 
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、地域振興事務所、

県生活・交通安全課あてに郵送（持参・ファックス可）、
またはホームページの応募フォームで送信。 

※応募用紙は、各地域振興事務所、市区町村交通安全
担当課、各警察署で入手できます。 

【問い合わせ】町総務課 TEL６８－２５１１ 
県生活・交通安全課 TEL０４３－２２３－２２６３ 

FAX０４３－２２１－２９６９ 
ＵＲＬ http://www.pref.chiba.lg.jp/ 

平平成成２２３３年年度度前前期期技技能能検検定定  
 千葉県職業能力開発協会では以下のとおり技能検定を実施します。 

【等級】1級、２級、３級（一部職種）及び単一等級 
【職種】５２職種８７作業 
園芸装飾、造園、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電
加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、仕上げ、
電子機器組立て、電気機器組立て、畳製作、産業車両整備、
建設機械整備、婦人子供服製造、とび、布はく縫製、印刷、
プラスチック成型、左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、
防水施行、フラワー装飾、内装仕上げ施行、熱絶縁施行、
サッシ施行、化学分析、表装、塗装、広告美術仕上げ、

写真、路面表示施行、産業洗浄、３級機器保全 

【受験資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要 
【受験費用】実技１６，５００円 

学科３，１００円 
【受付期間】４月１１日（月）～２０（水） 
【試験日程】６月６日（月）～９月１１日（日）の間の指定する日 
【合格発表】３級職種（金属熱処理及び写真を除く）８月２６日（金） 
１級・２級・単一等級・３級（金属処理及び写真）９月３０日（金） 

【申込・問い合わせ】〒２６１－００２６ 
千葉県千葉市美浜区幕張西４－１－１０ 

千葉県職業能力開発協会 技能検定課 
ＴＥＬ０４３－２９６－１１５０ 
ＵＲＬ http://www.chivada.or.jp 

※詳しくはホームページを参照いただくか、お問い合わせください。 

心心配配ごごとと相相談談所所のの開開設設  
 ４月の心配ごと相談は以下のとおりです。 
 お気軽にご利用ください。 

開催日 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 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

国国民民年年金金のの納納付付猶猶予予制制度度ににつついいてて  
 所得が尐なく、国民年金の保険料を納めることができない２０代
の方や学生の方のため、保険料の納付を猶予する「若年者納付
猶予制度」や「学生納付特例制度」があります。なお、この特例
を受けた期間は、受給資格期間に反映されますが、年金額には
反映されません。ただし１０年以内であれば追納が可能で、追納
することにより年金額に反映されます。 
【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９５ 

千葉年金事務所 TEL０４３－２４２－６３２８ 

平平成成２２４４年年歌歌会会始始のの  

おお題題及及びび詠詠進進要要領領ににつついいてて  
【お題】「岸」と定められました。 
【詠進歌の詠進要領】 
①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人１首とし、 
未発表のものに限ります。  

②書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題
と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、
ふりがなつき)、生年月日及び職業 (なるべく具体的に)を
縦書きで書いてください。  

③用紙は、半紙とし、毛筆で自書してください。ただし、海外から

詠進する場合は、用紙は随意とし（但しサイズは半紙サイズ）、
毛筆でなくても差し支えありません。  

④病気または身体障害のため毛筆にて自書することができない
場合は以下によることができます。  
ア 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名
を別紙に書いて詠進歌に添えてください。  

イ 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。 
この場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて 
詠進歌に添えてください。  

ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 
※詳しくは宮内庁ホームページを参照ください。 

ＵＲＬ http://www.kunaicho.go.jp/ 
【注意事項】以下の場合には、詠進歌は失格となります。  
①お題を詠み込んでいない場合・短歌の定型でないもの
又用紙が縦長の場合  

②１人で２首以上詠進した場合や毛筆でない場合 
③詠進歌が既に発表された短歌と同一または著しく類似した
短歌である場合 

④詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の

出版物、年賀状等により発表した場合  
⑤代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべて
の詠進歌 

⑥住所、氏名、生年月日、職業を書いてないもの、その他詠進
要領によらない場合 

【詠進の期間】９月３０日（金）まで 
※郵送可（９月３０日消印有効） 

【郵便のあて先】〒１００－８１１１ 宮内庁 
※封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は，小さく
折って封入して差し支えありません。 

【問い合わせ】直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、
氏名を書き、切手をはった返信用封筒を添えて、９月２０日（火）
までに問い合わせください。 


