
 

犬及び猫の不妊手術助成事業の 
対象を拡充します 

町では、犬や猫が不必要に繁殖することを防止し、処分され

る不幸な子犬・子猫を出さないために、不妊・去勢手術にかかる

経費の一部を補助しています。要綱の一部改正により、１０月１

日から助成対象を拡充します。改正内容は以下のとおりです。 

改正前：千葉県獣医師会員の獣医師により手術を受けた場合 

改正後：獣医師免許証をもっている者により手術を受けた場合 

【補助金額】３，０００円 

一世帯につき、当該年度（４月から翌年３月まで）

に飼われている犬及び猫の各１頭(匹)   

※手術を受ける前に申請をしてください。申請前に手術を受け

た場合は補助を受けられません。ご注意ください。 

 詳細や申請方法等は建設環境課 環境整備班にお問い合わ

せください。また、町ホームページにも掲載しています。 

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 
 

郷土料理を作ってみませんか 
～町公民館 文化体験プログラム～ 

 町公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため

様々なプログラムを企画しています。今回は地魚を使った郷土

料理教室を開催します。ぜひご参加ください。 

【日時】８月３０日(土) ９：３０～１２：００頃 

【費用】５００円程度 

(材料の価格によって変更となる場合があります。) 

【募集人員】２０人程度 

【持ち物】エプロン、マスク、三角巾、包丁 

【申込方法】８月２６日（火）までに町公民館へお電話ください。 

【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

御宿小学校正門前が 
通行止めとなります 

 御宿小学校の擁壁改修工事のため、以下の期間通行止めと

なります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

【期間】８月１８日（月）～９月３０日（火）（予定） ８：００～１７：００ 

※日曜を除く。 

【場所】御宿小学校正門から国道までの区間 

【問い合わせ】町教育委員会 ＴＥＬ ６８－２５１４ 
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おお知知ららせせ版版  
発行日 平成２６年８月８日  ＮＯ．６５４ 

 

登校時の避難訓練を実施します 
 町・布施学校組合教育委員会では、小中学生を対象として、

登校時における大地震の発生及び津波警報の発令を想定した

避難訓練を実施します。訓練を安全に実施するため、子どもた

ちの見守りにご協力ください。 

当日は訓練用の防災行政無線を放送します。 

【日時】９月５日（金） 登校時 ※雨天実施 

【場所】各小中学校通学路 

【問い合わせ】町・布施学校組合教育委員会 TEL６８－２５１４ 
 

自動車税(県税)の 
会計室窓口での納付状況 

役場会計室での自動車税の納付につきまして、多くの皆さん

にご協力いただき、ありがとうございました。 

町での取り扱い状況は、以下のとおりです。 

【取扱件数】４９６件 

【納付額】１８，３４０，２００円 

【県からの手数料交付見込額】３６６，８０４円 

【問い合わせ】会計室 TEL６８－６６９１ 
 
各種手当を受給中の方は 
現況届・所得状況届を提出してください 

次の手当を受給中の方は、８月以降の手当の受給資格を審

査しますので、お送りした現況届・所得状況届等に必要書類を

添えて保健福祉課 福祉介護班（役場２階②窓口）へ提出して

ください。 

期間内に提出がない場合は８月以降の手当の受給が遅れる

場合があります。ご注意ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 
 

後期高齢者医療保険料の納期 

※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。金融機

関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１7 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 
 

総合防災訓練を実施します 
町及び町消防団では、地域の防災体制を継続的に充実・強化

するために、総合防災訓練を実施します。皆さんひとりひとりの力

が地域の防災力向上に繋がります。 

第２部 総合防災訓練では、様々な催しを用意しています。ご

家族で参加できます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

【日時・内容等】９月７日（日） 

●第１部 避難訓練 ９：００～１０：００ 

訓練開始の合図があったら、各区指定の避難場所へ避難を開

始してください。 

●第２部 総合防災訓練 １０：００～１３：００ 

 避難訓練終了後、旧御宿高校で総合防災訓練を行いますの

で、会場へお集まりください。 

総合訓練の内容：①水消火器を使用した消火訓練三角巾の

応急救護 

②エアーテント設営 

③交通事故を想定した人命救助の演技 

④陸上自衛隊防災講話 

⑤海上保安署防災講話 

⑥大声大会 

⑦バケツリレー 

⑧ホース展張 

⑨水圧体験 

⑩防災炊出し（カレー試食限定３００食） 

⑪消防操法演技 

⑫防災用品展示（協力団体） 

※天候等で中止となる場合は防災行政無線でお知らせします。 

訓練は動きやすい服装でご参加ください。また、訓練当日は気

温が高くなることが予想されますので、熱中症対策を忘れずに

行ってください。 
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

手当の名称 提出期間
児童扶養手当 ８月　１日（金）～８月２９日（金）
特別児童扶養手当 ８月１１日（月）～９月１０日（水）
特別障害者手当 ８月１１日（月）～９月１０日（水）
障害児福祉手当 ８月１１日（月）～９月１０日（水）

第２期 第３期

９月１日（月） ９月３０日（火）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

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


 

野焼きは原則禁止です 
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（野外焼却）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。塩素を含んだビニールやプラスチック

を低い温度で燃やすと、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。煙やにおいが近隣の迷惑になることもありますの

で、周囲に声をかける等、トラブルにならないよう配慮をお願い

します。  

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 

 

所有地内の草木の管理をお願いします 
夏になり、今まで以上に草木が生い茂る時期になりました。草

木が道路にはみ出すと、歩行者や車両の安全な通行を妨げる

場合があります。火災が起きた場合は伸びた木の枝や草を伝

って火が燃え広がる危険性があり、また、見通しの悪化は防犯

上支障をきたす恐れがあります。 

所有地に生えている草木の定期的な草刈り・枝切り等にご協

力をお願いします。 

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 

 

 
オーシャンスイムレースを開催します 
「おんじゅくオーシャンスイムレース」（遠泳大会）を開催しま

す。今回はレース種目以外に、「宝探し」や「綱渡り体験」等、ど
なたでも気軽に参加できる企画を実施予定です。ぜひ会場に遊
びに来て下さい。 
 また、大会ボランティアも募集中です。詳しくはＮＰＯ法人おん
じゅくDE元気までお問い合わせください。 
【日時】９月６日（土） ９：３０～１６：００頃 
【会場】御宿中央海岸 
【出場者数見込み】５００～６００名 
【主催・問い合わせ】NPO 法人おんじゅく DE 元気 

TEL ６８－６３２０ 
 

福祉の職場体験 参加者募集 
 福祉・介護の仕事に興味や関心を持っている方、千葉県内の
社会福祉施設などに就職を希望している方などを対象に、福祉
の職場体験の参加者を募集しています。 
【体験期間】平成２７年３月１３日（金）までの期間で、１日間、２日

間、５日間から選べます。 
【場所】各社会福祉施設・事業所 
【内容】オリエンテーション、座学(福祉現場での必要な知識の習

得)、現場体験(利用者とのふれあい、見学) 等 
【申込方法】申込書に必要事項を記入し、郵送またはファックス

にてお申し込みください。ホームページからの申し
込みも可能です。 

【申込締切】平成２７年２月２０日（金） 
【申込・問い合わせ】（社）千葉県社会福祉協議会 

千葉県福祉人材センター 
TEL ０４３－２２２－１２９４ FAX ０４３－２２２－０７７４ 
HP http://chibakenshakyo.net/ 

 

 
家庭教育相談を受け付けます 

町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を

受け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えしま

す。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】８月２１日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 

【場所】町公民館２階 クラブ室 

【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

 

普通救命講習会を開催します 
普通救命講習会を開催します。あなたの応急手当次第で尊

い命が救われます。この機会に応急手当を覚えましょう。 

※講習修了者には修了証を交付します。 

【日時】９月７日（日） ９：００～１２：００ 

受付 ８：３０～８：５５ 

【会場】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

新棟２階会議室（大多喜町船子７３-２） 

【内容】普通救命講習Ⅰ 

ＡＥＤを含む心肺蘇生法（成人）、大出血時の止血法 

【対象者】中学生以上の方４０名（先着順） 

【費用】無料 

【申込方法】実施日の３日前までに最寄りの消防署（分署）に直

接あるいは電話でお申し込みください。 

【申込・問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合 

消防本部 御宿分署 ＴＥＬ ８０－０１３６ 
 

危険物取扱者保安講習を開催します 
 危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取り扱いに従事

されている方は、決められた期限内（保安講習を受講した日以

降の最初の４月１日から３年以内）に受講しなければなりませ

ん。平成２６年度危険物取扱者保安講習の受講受付を行いま

すので、希望する方はお申し込みください。 

【受講日・場所】１０月１０日（金） 長生村文化会館 

【申込方法】受講申請書に記入し、講習手数料（千葉県収入証

紙４，７００円分）を添えて夷隅郡市広域市町村圏

事務組合 消防本部 予防課（大多喜町船子７３－

２）へ直接提出してください。受講申請書は消防本

部または消防署（分署）で配布しています。 

【受付期間】８月２５日（月）～８月２９日（金） 

【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

予防課 ＴＥＬ ８０－０１３２ 
 

自衛官 募集 
 防衛省自衛隊では自衛官を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※応募資格年齢は平成２７年４月１日現在 
【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階） ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

応募資格 受付期間 入（着校）隊

２次試験：１１月１日（土）、２日（日）

２次試験：１２月９日(火)～１３日(土)
平成２７年１月２１日(水)

～平成２７年１月３０日(金) ２次試験：平成２７年３月１３日（金）
１次試験：１１月１日（土）、２日（日）
２次試験：１２月１７日(水)～１９日(金)
１次試験：１０月１８日(土)
２次試験：１１月２９日(土)または３０日(日)

高卒(見込含)２１歳未満
(高等学校長の推薦等が必要)

高卒(見込含)２１歳未満

平成２７年
４月上旬

９月２７日(土)、２８日(日）

１次試験：１１月８日(土)、９日(日)

１次試験：平成２７年２月２８日（土）

募集種目

推 薦

防衛
大学校

一般(前期）

一般(後期）

９月５日(金)～９月３０日(火)

１次試験：９月２７日（土）

９月５日(金)～９月９日(火)

９月５日(金)～９月９日(火)総合選抜

試験期日（期間）

防衛医科
大学校

看護学科学生

医学科学生 ９月５日(金)～９月３０日(火)

９月５日(金)～９月３０日(火)


