
  
農地対象の電気柵等資材補助について 

町では、イノシシ等による農地や農作物被害を防ぐため、電気柵や
物理柵等の資材購入費補助を行っています。補助を受ける条件は、
御宿町の住民で町内にある農地（過去に防護柵の補助を受けていな
い農地・外周１５０ｍ以上）です。詳細は町ホームページまたは産業観
光課農林水産班へお問合せください。 
また、複数の農地を所有者（又は耕作者）で共同設置した場合、費

用が抑えられ、畦畔等の管理がしやすくなりますので検討されるとき
は、隣の農地所有者とも相談してください。 
町ＨＰ：http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/1/5.html 
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８-２５１３ 
 

公民館文化体験プログラム（第２回） 

親子フットゴルフ体験参加者募集 
フットゴルフとは、サッカーボールを蹴ってゴルフをする新しいスポ

ーツで、６ホールを親子でラウンドできます。 
【日時】８月２５日(金) １５：００～１７：００頃 
【場所】キャメルゴルフリゾート（上布施３３６０） 
【費用】子ども（中学生以下） ５００円※プレイ及び保険代含む 

※３年生以下は大人が１名以上付き添いを必要とし、保険代
として１人につき５０円加算。 

【定員】子ども（中学生以下）２０名※先着順 
【持ち物】タオル、飲み物、サッカーボール５号球 

（ボールのない方はお申し出ください。） 
【服装】ジャージなど動きやすい服装、帽子、運動靴（スパイク不可） 
【申込方法】電話にて住所、氏名、年齢、電話番号を公民館へお知ら

せください。 
【受付期間】８月８日（火）～８月１８日（金） 時間は１０：００～１６：００ 
【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

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１７日（木） ９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
【場所】公民館 ２階クラブ室 
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

２０１８年版県民手帳の予約受付 
千葉県統計協会では毎年県民手帳を発行しており、町で予約を受

け付けています。 ※お渡しは１０月上旬頃を予定しています。  
【価格】５００円（税込） サイズ縦１４５mm×横８５mm、紺色又は黄色 
【申込方法】企画財政課（４階②窓口）又は公民館まで代金を添えて

お申し込みください。お釣りのないようにお願いします。  
【申込期限】８月２４日（木）  
【申込みについての問合せ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２  
【県民手帳についての問合せ】千葉県庁統計課内 千葉県統計協会 

ＴＥＬ ０４３－２２３－２２１７ 

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２９年７月２５日  ＮＯ．７２５ 

 
 
８月３日（木） 

おんじゅく花火大会開催に伴い 

交通規制を行います 
「おんじゅく花火大会」開催のため、交通規制（車両通行止め）を行

います。 
ご迷惑をお掛けしますが、皆さんのご協力をお願いします。 

○花火大会日程 
【日時】８月３日（木）※荒天時は４日に順延 １９：３０～２０：１５（予定） 
【場所】御宿中央海岸 
○規制区間等 
【日時】花火大会当日の１８：００～２１：００ 
【場所】地図内の太線部（月の沙漠記念館周辺道路）です。 

 

※安全確保のため、月の沙漠記念館前広場では観覧できません。 
※当日は車両混雑が予想されるため、車での来場は控えていただく
ようご協力をお願いします。 
【問合せ】おんじゅく花火大会実行委員会 ＴＥＬ ６８－２４１４ 

 

海岸清掃ボランティア募集 
おんじゅく花火大会実行委員会では、花火大会の翌日に、海岸クリ

ーンキャンペーンを実施します。 
白く美しい海岸環境を維持するため、早朝より海岸クリーンに参加

いただける方を募集します。 
ボランティアへの参加をお待ちします。 

【日時】８月４日（金）※花火大会順延の際は５日 ６：００～ 
【集合場所】月の沙漠記念館前広場 
【清掃場所】清水川沿いから御宿中央海岸付近 
【問合せ】おんじゅく花火大会実行委員会 ＴＥＬ ６８－２４１４ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★  
蚊の発生防止にご協力ください 

蚊の発生時期になりました。蚊は人々に害を与える場合がありま
す。蚊の種類によっては病気（デング熱など）を媒介するものもあり、
健康面での影響が考えられます。 
そのため、ご家庭やその周辺において、蚊の発生を抑制するため

の環境づくりに努めてください。 
○蚊の発生を抑制するために 
蚊の卵が孵化し、成虫になるまで通常１週間かかると言われていま

す。蚊は成虫になると飛翔し生息場所が広範囲となり、防除は困難で
す。そのため蚊の防除として、水中にいるボウフラの段階で駆除する
ことが効果的です。 
○対応方法について 

・家庭で繁殖する可能性のある場所（水が溜まったバケツ・鉢受皿等）
があれば、週に１度は点検し溜まった水を捨てましょう。 
・雑草や樹木の繁茂は、蚊をはじめとする虫の発生源となります。土
地や建物、施設等の管理者、所有者は、雑草や樹木等について適
正な管理を行いましょう。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
 

行政書士による無料相談会を実施します 
千葉県行政書士会長夷支部では、心配事をお持ちの方のための

無料相談会を実施します。 

【日時】８月６日（日） １０：００～１４：００ 

【場所】公民館２階中会議室 

【相談内容】○相続手続きと遺言書作成 

○農地法・宅地開発手続き 

○成年後見制度に関すること 

○各種契約書と内容証明郵便の作成 

○法人設立に関すること 

○各種許認可申請に関すること 

その他、なんでもご相談ください。 

予約の必要はありません、当日ご来場できない方につきましては、電

話での相談もできます。 

【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 

無料相談会担当 行政書士 高橋英彦 

ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６ 

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


  
子どもたちの健やかな成長のために… 

里親制度の説明会を開催します 
 子どもの成長には家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を
担っています。ところが今、さまざまな事情で家族と暮らせない子ども
たちがいます。彼らを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい
理解でその成長をサポートする人が、里親です。 
 この制度を広く知っていただくため、説明会を開催します。関心の
ある人はぜひご参加ください。 
【日時】８月２６日（土） １０：００～１１：３０ 
【場所】いすみ市役所 大原保健センター ２階指導室 

（いすみ市大原７４００－１） 
【内容】里親制度の案内、現役里親の体験談 
【費用】無料 
【その他】参加の際は、氏名と参加人数をご連絡ください。 

（当日の参加可能） 
【問合せ】千葉県東上児童相談所 ＴＥＬ ０４７５－２７－１７３３ 
 
「かむ子・のびる子・元気な子」 

料理コンクール作品募集 
県歯科衛生士会では、外食の機会の増加や加工食品への依存の

増加など食生活が多様化する中で、幼児期からの規則正しい食生活
と丈夫な歯でゆっくりかむことへの習慣づくりを奨めるため「健康かみ
かみ弁当」の作品を募集します。 
【応募資格】千葉県に在住・在勤・在学されている方 

      コンクール当日（１１月２６日（日））に参加可能な方 
【応募方法】所定の応募用紙に、お弁当２人分の献立を記入のうえ、

自分で作ったお弁当１個分の写真を添え、返信用封筒
（８２円切手を貼り、宛先を記入）を同封し、応募先まで郵
送してください。 

【応募締切】９月１５日（金）※当日消印有効 
【応募先】 
〒２６１－０００２ 
千葉県千葉市美浜区新港３２－１７ 千葉県口腔保健センター内 
一般社団法人 千葉県歯科衛生士会 

【問合せ】 
一般社団法人 千葉県歯科衛生士会 
ＦＡＸ ０４３－２４１－９９０３ 
ホームページ http://www.chiba-dha.net 

 

あかね園チャリティー歌謡ショーの開催 
社会福祉法人つばさ「つばさ後援会」では、歌手の大月みやこさ

ん・香川みどりさんによるチャリティー歌謡ショーを開催します。 
【日時】９月１８日（月・祝） １３：３０～ （１２：３０開場） 
【会場】いすみ市岬ふれあい会館 
【チケット料金】Ｂ指定席４，５００円、Ｃ指定席４，０００円 
【主催】社会福祉法人つばさ「つばさ後援会」 
【共催】あかね園 
【後援】いすみ市社会福祉協議会 
【チケット販売・問合せ】あかね園 ＴＥＬ ６６－０６００ 

 
危険物取扱者試験を実施します 

【試験の種類】甲種、乙種全類(第１類から第６類)、丙種 
【試験日】１１月１２日(日) 
【試験会場】勝浦市会場（国際武道大学） 
【願書受付期間】 
○書面申請 ９月７日(木)～１０月２日(月) ※土･日･祝日を除く 

受付時間 ９：３０～１６：００ 
○電子申請 ９月４日(月)～９月２９日(金) ２４時間対応 
【願書受付場所】〒２６０－０８４３ 千葉市中央区末広２－１４－１ 

一般財団法人消防試験研究センター千葉県支部
（郵送及び電子メール） 

※詳細は、消防試験研究センターホームページをご確認ください。 
※受験願書等の必要な書類は、御宿、大多喜、夷隅、岬の各分署及
び、消防本部、勝浦消防署、大原消防署に用意してあります。 

【問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 
予防課 予防係 ＴＥＬ ８０－０１３２ 

 

危険物取扱者試験に伴う 
講習会と模擬試験の開催 

〔危険物取扱者試験受験者講習会〕 
【日時】１０月２７日（金） ９：３０～１６：４５ 受付時間９：００～９：２０ 
【会場】茂原市東部台文化会館 
【対象】乙種第４類の取得を目指している方、または危険物関係法

令等を学ぼうとしている方 
【受講料】３，６００円（テキスト代別） 

※受付にて支払い、事前申込不要 
【テキスト】危険物取扱必携「法令編」 １，３４０円 

危険物取扱必携「実務編」 １，３４０円 
例題集「乙種第４類」 １，６６０円 
※テキストは消防本部にて販売、当日会場でも購入可能 

【主催】（一社）千葉県危険物安全協会連合会 
〔危険物取扱者試験受験者模擬試験〕 
【日時】１１月４日（土） ９：３０～１７：００ 受付時間９：００～９：２５ 
【会場】いすみ市岬公民館 
【対象】乙種第４類の取得を目指している方 
【受講料】夷隅郡市防火安全協会会員事務所の方 １，０００円 

会員事務所以外の方 １，５００円 
※受付にて事業所の確認をさせていただきます 
※事前申込不要 

【テキスト】危険物取扱必携「法令編」 
危険物取扱必携「実務編」 
例題集「乙種第４類」 
※テキストは当日販売しませんので、消防本部にて事前
にご購入ください。 

【主催】夷隅郡市防火安全協会 
【申込み・問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

予防課 予防係 ＴＥＬ ８０－０１３２ 

 

平成２９年度 
原爆被爆二世健康診断を実施します 

千葉県では、原爆被爆二世に対する健康診断を実施します。  

【対象者】 

原爆被爆者の実子で、県内に住所を有し、受診を希望される方  

【実施期間】 

平成３０年２月２８日（水）まで  

【申込期限】 

平成３０年１月３１日（水）必着  

【申込方法】 

住所、氏名、生年月日、電話番号及び被爆者である親の住所、氏

名、生年月日、被爆者健康手帳番号を書いて、郵送でお申込くだ

さい。 

※受診書等は後日送付します。なお、検査の種類によっては一部自

己負担が生じることがあります。  

【申込み・問合せ】 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 被爆者援護班 

ＴＥＬ ０４３－２２３－２３４９ 

 
戦没者等のご遺族の皆さまへ 

戦没者等のご遺族に弔意の意を表するために支給される「第十回

特別弔慰金」の申請受付をしています。 

【対象者】 

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準日）に

おいて公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない場合に、次

の順番で先順位のご遺族１名に支給されます。 

【１】基準日までに弔慰金の受給権を取得した方 

【２】戦没者等の子 

【３】戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 

【４】上記以外の三親等内の親族で戦没者等の死亡時まで引き続

き１年以上生計関係を有していた方 

【受付場所】 

税務住民課住民班（３階①窓口） 

【受付期限】 

平成３０年４月２日（月）※土日・祝日を除く開庁日 

９：００～１７：００ 

※前回の受給者の死亡等により、新規対象者となる場合があります

ので、お心あたりの方はお問い合わせください。 

【問合せ】 

千葉県健康福祉指導課  ＴＥＬ ０４３-２２３－２３３７ 

税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８-６６９５ 


