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お知らせ

集

水稲病害虫の航空防除を実施

月の沙漠記念館臨時職員

水稲の病害虫を防除するため、須賀・高山田・久保・上布
施・実谷・七本地区の水田において、ヘリコプターによる農薬の
航空防除を実施します。
防除が安全に行われますよう皆様のご協力をお願いします。

【業務内容】入場券等の販売、入館者案内、施設管理等
【資
格】１８〜３０歳まで（高校生不可）
【募集人数】１名
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１２日
(火)までに商工観光課へ提出してください。
【面接試験】応募者に別途ご連絡いたします。
【問合せ先】商工観光課 ℡６８−６７１５

○日時 ７月１４日（木）
５：００〜９：３０予定

発行日 平成１７年６月２５日

ＮＯ．４３５

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
お知らせ

７月の心配ごと相談

※天候不良等により散布作業等が順延となった場合、また散布 【開催日】 １日（金）（一般・行政・障害者相談）
２２日（
金）（一般・
人権相談）
作業が終了したときは防災無線でお知らせします。

【場所等】 地域福祉センター ９：００〜１２：００
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８−６７２５

Ｂ＆Ｇ海洋センター臨時職員

【業務内容】各種教室指導・施設管理等
【資
格】２０〜４０歳まで
①航空防除中の通行は避けてください。
【募集人数】１名
②ヘリコプターの音がしている間は窓を閉め、屋外に出ないよう
７月のＢ＆Ｇ健康運動教室
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１２日
にしてください。
○ステップエアロ ５日、１２日 １４：００〜
(火)までに教育委員会へ提出してください。
③航空防除中は、洗濯物を屋外に出さないようにしてください。
○かんたんエアロ １日、８日 １４：００〜
④飲料用井戸の蓋の不完全なものは、ビニール等をかけておい
【面接試験】応募者に別途ご連絡いたします。
○中高年のはじめてレク ６日 １０：００〜
てください。
【問合せ先】教育委員会 ℡６８−２５１４
⑤池に鯉・金魚などがいる方は、水のかけ流しやビニール等をか ※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で室内
履き・
飲み物を持参してください。
けておいてください。
⑥畑の野菜は、前日に収穫しておきましょう。
○アクアビクス＆水中ウォーキング １７日、２４日、３１日 １４：３０〜
⑦屋外駐車の自動車等には、カバーをかけておいてください。 【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
【業務内容】プール監視及び施設管理等
⑧散布作業終了後、２４時間以内は水田に入らないでください。
【雇用期間】７月２３日（土）から９月１８日（日）まで
募 集
町 内巡回 バス の運行 時刻変 更
【資
格】１８歳〜５０歳まで
水稲病害虫航空防除の実施に伴い、町内巡回バスの運行時
千葉県職員(一般任期付職員) の
１日３時間以上、週４日程度勤務できる方
刻を変更します。
【募集人数】２名
採用選考のご案内
【日時】７月１４日（木）
【そ の 他】水泳技能等を有する方、プール監視業務経験者、
【募集内容】
救急法受講済の方を優先
募集
七本バス停発７：２５は、運休になります。
採用分野
県での職位 任期
主な職務内容
人員
【
応募方法】
市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１２日
七本バス停発９：００は、９：３０に変更となります。
障害者の地域生活を支える地域資源のネットワークや
(火)までに教育委員会へ提出してください。
障害者の
副主幹級又は
関係機関との課題共有の仕組みづくり等の施策を企
２年
※天候不順により水稲病害虫航空防除が順延の場合は、通常運行と 地域生活支援 １名 主査級
画・立案、実施し、障害者がその人らしく地域で生活
【問合せ先】B&G 海洋センター ℡６８−４１４３
することのできる社会づくりを推進する。
特に次の事項には十分ご注意ください。

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール監視員

します。（順延の場合は、６：３０に防災無線により放送します）

【問い合わせ】
御宿町航空防除事業協議会（農林水産課）
℡６８−２５１３
募 集
メキシコ少年野球チームの来町に伴い

ホストファミリーを募集します
【日程】
７月１６日（土）から２４日（日）
【受入人数】 一家庭に２、３名
【締切り日】 ７月７日（木）
【問い合わせ】 御宿町国際交流協会事務局（商工観光課）
℡６８−６７１５

【応募資格】日本国籍を有し、障害者支援業務経験 ５年 以 上
【採用予定日】平成１７年８月以降
【受付期間】平成１７年７月８日（
金）まで
【受付時間】月〜金曜日 ９：００〜１７：００
※郵送の場合、締切日当日の消印有効
【選考方法等】第１次選考 書類審査（７月中旬）
第２次選考 面接試験・身体検査（７月下旬）
【提出書類】応募書、業務経歴書、論文、選考結果通知用の
封筒１通（本人のあて先を記入し、８０円切手を貼付）
【問い合わせ・
書類提出先】千葉県健康福祉政策課 人事班
〒２６０−８６６７ 千葉市中央区市場町１−１
℡０４３−２２３−２６０５ ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ
：kfj@mz.pref.chiba.jp

環境整備臨時職員
【業務内容】海岸清掃及び清掃センター内作業
【雇用期間】７月１９日（火）から８月２２日（日）まで
【勤務時間】８：００〜１８：００（休憩時間２時間）
【資
格】１８歳〜６５歳まで
【募集人数】４名
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月５日
(火)までに環境整備課へ提出してください。
【問合せ先】環境整備課 ℡６８−６６９４

お知らせ

お知らせ

障害基礎年金（２０歳前の障害
など）を受けている方
― 現況届 は７ 月３１ 日まで にー
毎年７月は、障害基礎年金を受けている方のうち、次の方たちが現
況届を提出する時期です。
①２０歳前に初診のある傷病による障害基礎年金を受けている方
②障害福祉年金から移行した障害基礎年金を受けている方
この届は、あなたやご家族の状態に変化がないか確かめて、引き続
き年金を支給すべきかどうかを決定する、年に一度の大切なもので
す。
現況届の用紙は６月下旬に送付されていますので、正しくご記入の
うえ７月末日までに役場住民課の国保年金係へ提出してください。
ただし、年金を受けられるようになって１年未満の方や、他の公的年
金を受けていることにより引き続き障害基礎年金の支払いが全額停止
となる方は提出する必要がありません。
なお、このほかの年金（老齢福祉年金は除く）は、「誕生月の末日」
が、現況届を提出する期限になっています。
【問い合わせ】
住民課 国保年金係 ℡６８−６６９５

届出駐車場に関するお知らせ
都市計画区域（御宿町は全域が都市計画区域です）で、次の条件
をすべて満たしている有料駐車場は届出が必要となります。ただし、
月極め駐車場など、利用者が限られている場合は届出の必要はあり
ません。
【条件】１．自動車の駐車の用に供する面積が５００㎡以上。
（通路等は含まない）
２．不特定多数の者に利用させている。（だれでも駐車できる）
３．料金を徴収している。（例 １日１０００円 ）
【提出物】・屋外駐車場設置（変更）
届出書 １部（
届出書の用紙は
企画財政課窓口にありますで、ご利用ください。）
・管理規定 １部
・図面等
※ 提出にあたっては、駐車場として利用される前までに必ず届け出
てください。
【問い合わせ】 企画財政課 ６８−２５１２

イベント

７／ ９(土) 海開き
７／１０(日) プール開き
プール開き １０：３０〜１４：３０無料開放 ※通常９：００〜１７：００
【問い合わせ】 商工観光課 ℡６８−６７１５

戦没者等のご遺族の皆様へ

お知らせ

特別ゴミ収集の申込受付を行 います

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第八回特別弔慰金） 収集を希望される方は、下記のとおりお申し込みください。
が支給されます。
受付日
７月１２日（火）
御宿岩和田漁業協同組合
【対象者】平成１７年４月１日において、恩給法による公務扶助料
場 所
岩和田青年館
御宿支所
や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける
時
間
９
：
０
０
〜１
０
：
３
０
１１：００〜１２：００
方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番によ
７月１９日(火)〜８月１８日(木)
る先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
収集期間
日曜日の収集は行いません
戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．平成１７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法によ ○臨時的事業所（者）の収集加入料金は、月額１，０００円
（７、８月の場合は２か月分）です。
る弔慰金の受給権を取得した方
※ただし、すでに年間１２，０００円で加入している場合を除きます。
２．戦没者等の子
○収集運搬料については、排出者と業者との個人契約になりま
３．戦没者等と生計関係を有していた①父母 ②孫
③祖父母 ④兄弟姉妹
すので、直接業者に支払いしてください。
（戦没者等と生計関係を有していなかった方、平成１７年 ○運搬業者等による清掃センターへの搬入料金については、
４月１日において婚姻により姓が変わっている方又は遺 戸別計量し、後日１ｋｇあたり６円で町より送付の納付書により納
族以外の方と養子縁組をしている方はのぞかれます。） 付してください。
４．上記３以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
○申込用紙は、環境整備課または、当日の受付場所に用意し
５．上記１から４以外の3 親等内の親族
てあります。記入・押印のうえ料金とともにお申し込みください。
（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 ※夏期においては、町ごみ収集の追加日程がありますので、環境カレン
いた方に限られます。）
ダーをご覧ください。
【支給内容】額面４０万円、１０年償還の記名国債
【問い合わせ】環境整備課 ℡６８−６６９４
【請求期間】平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日まで
【問い合わせ】住民課住民係 ＴＥＬ ６８−６６９５ （内３４１）
募 集

浦仲駐車場使用希望者の皆様へ
町では、新たに六軒町字浦仲地先に町営駐車場を整備いた
しましたので、駐車場を使用したい方は、申込書記載の上、役
場企画財政課までお申込み下さい。
【申込資格】御宿町に居住している方。（区画予定数３０区画）
原則として 1 人（１法人）１区画とします。
ただし、申込状況により調整いたします。
【申込受付期間】平成１７年６月２９日（水）〜７月８日（金）
（土曜、日曜を除く） 申込者多数の場合は、抽選となります。
【使用期間】平成１７年７月１１日〜平成１８年３月３１日
以降１年ごとの契約となります。（本年９か月）
【使用料金】 １区画 １ケ月 ２，０００円 1 年 ２４，０００円
【問い合わせ】企画財政課 財産管理係
℡０４７０−６８−２５１２ （８：３０〜１７：００）
(注) 申込書に記載する際、必要となる事項
使用者の住所・氏名、車種・ナンバー、電話番号、
印鑑、使用期間、

パラソルマーケット出店者募集
商工会では、月の沙漠記念館前広場にて開催されるパラソル
マーケットへの出店者を募集しています。
何らかのショップを営んでいる方、若しくは商業活動等に夢を
持ちチャレンジ精神旺盛でユニーク・オシャレな商品の開発や
サービスの提供を試みる方々の出店をお待ちしております。
【開催日時】７月１７日（日）・８月６日（土）・８月１３日（土）
いずれも１８：００〜２１：３０
【出店内容】主催側にて用意するパラソルを使用して、パラソル
内での各種商品の販売、サービスの提供等。飲食、食品・飲
物の販売はお断りしています。お申し込みの内容により、不適
切と判断した場合はご遠慮いただく場合もございます。
【出店申請】それぞれの開催日の７日前まで「出店申込書」を提
出して下さい。御宿町商工会のホームページからでも申請で
きます。
【出店料金】パラソル使用料等無料です。
【申請先】おんじゅくパラソルマーケット事務局（御宿町商工会）
℡６８−２８１８ Fax６０−３００８ ＨＰhttp://www.onjuku.or.jp

