
町内医療機関の年末年始の診療状況 

町内医療機関
12月28日
（金）

12月29日
（土）

12月30日
（日）～
平成25年
1月3日
（木）

1月4日
（金）

1月5日
（土）

1月6日
（日）

1月7日
（月）

吉野外科医院 ○ 午前中○ 休 ○ 午前中○ 休 ○

青葉クリニック ○ 午前中○ 休 休 午前中○ 休 ○

ラビドール
クリニック ○ 休 休 休 休 休 ○

田口整形外科
クリニック ○ 休 休 ○ ○ 休 ○

 
 

（○…診療予定） 
※いすみ医療センターの小児科外来診療は、１２月３０日（日）
および平成２５年１月２日（水）の９時から１６時までです。 

※その他夷隅郡市内では、輪番制で夜間・休日診療を行う予定
です。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

平成２５年度臨時職員登録制度 
平成２５年度に町臨時職員として働くことを希望される方は、

事前登録が必要です。年度ごとの登録となりますので、現在登録が

ある方も再度登録が必要になります。 

※登録された方すべてが採用されるものではありません。 

※登録された方の中から書類選考を実施する場合もあります。 

【登録条件】６５歳未満（定年の年齢は６５歳）であること。 

希望する職種に必要な資格を有していること。 

健康状態が良好であること。 

【登録方法】『平成２５年度臨時職員登録申込書』を総務課 

行政班へ提出してください。 

※申込書は総務課窓口での受領のほか、町ホーム

ページからもダウンロードできます。 

     （平成２５年度様式は１月４日以降ダウンロード可能です。） 

【受付開始】平成２５年１月４日（金） 

８：３０～１７：１５ （土日祝日を除く） 

【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

       総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 

 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２４年１２月２５日  ＮＯ．６１５ 

～ご当地グルメ開発に向けた～ 

農商工連携・地域資源活用研修会 
町では、県および（公財）千葉県産業振興センターとの共催

により、農商工連携・地域資源活用研修会を以下のとおり開催
します。この研修会では、ご当地グルメの開発に向け、商品
企画開発の専門家を招き、講義をしていただくほか、県による
農商工連携の支援制度説明や専門家を交えてのディスカッション
などを行います。費用は無料です。一緒に御宿のご当地グルメ
について考えましょう。 
【日時】平成２５年１月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 
【場所】役場大会議室 
【対象】農業・漁業・宿泊業・飲食業に関係する団体または個人 
【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ６８‐２５１３  

緊急通報装置の交換 
町では高齢者等が安心した生活を送ることができるように、

設置要綱に基づいて、緊急通報装置の設置を行っています。  
平成２５年２月２５日をもって、夷隅郡市消防司令室での通報

受付が終了することに伴い、旧装置の使用ができなくなることから、
新しい緊急通報装置への交換が必要となります。現在、緊急通報
装置をご利用中の方には、今月下旬から順次交換作業を行う
予定です。詳しくはお問い合わせください。 
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６ 

 

１月のＢ＆Ｇ健康運動教室 
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 ４日・１８日 
○ステップエアロビクス  １１日・２５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 
 

後期高齢者医療保険料の納期 
第６期 第７期

12月25日 1月31日
後期高齢者医療保険料

　（普通徴収）  
納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 
お体の不自由な方は、お電話いただければお伺いします。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

心配ごと相談所の開設 
１月の心配ごと相談所を以下のとおり開設します。 
お気軽にご利用ください。 

開催日 会場 相談内容

１月7日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１月２２日（火） 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 

編集 御宿町企画財政課  ℡６８－２５１２ 

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

公共施設の年末年始休業日 

施設名 休業日

御宿町役場 １２月２９日～平成２５年１月３日
御宿町公民館 　　   ２９日～                  ３日
Ｂ＆Ｇ海洋センター 　　   ２９日～                  ３日
歴史民俗資料館 　　   ２９日～                  ３日
御宿町営野球場 　　   ２９日～                  ３日
御宿町営テニス場 　　   ２９日～                  ３日
旧岩和田小学校体育館 　　   ２９日～                  ３日
御宿児童館 　　   ２９日～                  ３日
岩和田児童館 　　   ２９日～                  ３日
地域福祉センター 　　   ２９日～                  ３日
月の沙漠記念館 　　   ２９日～                  ３日
御宿台公園テニス場       ３１日・平成２５年１月１日
御宿パークゴルフガーデン       ３１日・平成２５年１月１日
清掃センター １２月２９日・３０日・１月１日～１月３日  
※戸籍・住民票の発行は１２月２８日までですが、戸籍の届出
（死亡・出生・婚姻・離婚等）は閉庁日でも役場で受け付けます。 

※いすみ市大原聖苑の休業日は平成２５年１月１・２・３日です。 
※町民バスは、１２月２９日から平成２５年１月４日まで運休です。 
※１２月３１日は、全区域で燃やせるごみの臨時収集日です。 
清掃センターへの持ち込みも可能です（８：３０～１６：００）。 

※御宿駅前観光案内所については、年末年始は臨時で休まず
開所します。 

【問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 

 

野焼き（野外焼却）は原則禁止です 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物の不法投棄は
当然のことながら、野焼き行為も原則として禁止されており、
違反者に対しては、法律に基づき罰則が課せられることがあり
ます。家庭からのごみは自家処分せず、町のごみ収集日に
出すか、直接清掃センターに搬入してください。ビニールやプラ
スチックなど塩素を含んだものを低い燃焼温度で燃やすと、
ダイオキシンが発生しやすくなり、生活環境の悪化につながります。 
 また、法律で焼却禁止の例外とされているものもありますが、
むやみに焼却してよいというわけではありません。煙やにおいが
隣近所の迷惑になることもありますので、周囲に声を掛けるなど
できるだけトラブルにならない配慮をお願いします。 
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL６８－６６９４ 
 



農業用ビニールの回収受付について 
 
使用済みのビニールをリサイクルし、再活用しましょう！ 

 
★環境にやさしい農業生産の推進を図るため、使用済み農業用ビニール回収を 

以下のとおり受付します。 

【受付日時】平成２５年１月３０日（水） ９：００～１１：３０ 

【受付会場】いすみ農業協同組合御宿支所 

【受付種類】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋 

【処理費用】１㎏当たり１１円（計量後、現金にて窓口でお支払いください。） 

○荷造りの規格等 

＊塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。 

＊排出するビニールは、同じ素材の紐で結束してください。 

また、１梱包は１５㎏程度で長さ８０㎝程度に束ねてください。 

＊石、ゴミ、土等を取り除き極力水分を付着させないようにしてください。 

◎持込み時に０．２３μｓｖ／ｈを超えた場合は受け入れできません。 

右のイラストを参考に各自で整えてから持込をお願いします。 

（状態によってはその場で折りたたみ直していただく場合もあります。） 

【問い合わせ】 

町廃プラスチック対策協議会事務局（役場産業観光課内） ＴＥＬ６８－２５１３ 

いすみ農業協同組合大原御宿地区購買店舗 ＴＥＬ６６－１７１２ 

いすみ農業協同組合御宿支所 ＴＥＬ６８－２４２４ 

 

 

 

 

 

 ※平成２３年３月に展張されていた物は、廃ビニールＡ、それ以外のビニールは、 

廃ビニールＢです。 

※廃ビニールＢは、廃ビニールＡほど厳密な洗浄は求めませんが、土などの 

付着物をできる限り除去してください。 

 

  

                      できるだけ洗浄する。 

                      妻側・側面は、土を落とす。 

                    

                      側面の土に近い部分で切り離し 

                      水圧ブラシ等で必ず洗浄する。 

 

 
 

 

 

40cm以内 

 
 70ｃｍ 

 80ｃｍ 

 ８0ｃm 

 50ｃm 

対象品目 

規格 

(重さ 15kg  

程度まで） 

結 束 

その他 

塩化ビニールフィルム 

つづら折り  

ハウスから取り外した被覆資材と同種類のものを 

紐にする。 

登録番号記載 

ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系） 

同左または杭を利用したグルグル巻き 

同左またはマイカー線 

 

登録番号記載不要 

 

  

 

ハウスから取り外した被覆資材と同種類のものを 

紐にする。 

 

同左またはマイカー線 

 

登録番号記載不要 登録番号記載 

千葉県狩猟免許取得に係る助成 

近年、イノシシやアライグマ、ハクビシンなどによる農作物や家庭菜園への被害が増え

ています。自分で農地等を守る方法として、捕獲駆除を行う方法がありますが、捕獲駆除

を行うには免許が必要です。町では免許取得に対する補助制度により、試験および講習費

用の２/３の助成を行っています。 
 

試験の日程等は以下のとおりです。 

【試験日】平成２５年２月２１日（木） 

※詳細については県ホームページをご覧ください。  

（http://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/siken.html） 

【受付期間】平成２５年１月２４日（木）～１月３１日（木） 

【提出先】夷隅地域振興事務所（夷隅郡大多喜町猿稲１４） ＴＥＬ０４７０－８２－２４５１ 

【問い合わせ】産業観光課 農林水産班  ＴＥＬ６８－２５１３ 

 

上から 

参考イラスト 


