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お知らせ 
 
【開催日】 ３日（月）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２１日（金）（一般・人権相談） 
【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 
 

「「胃胃ががんん検検診診」」をを実実施施ししまますす 
 町では、老人保健法に基づく「胃がん検診」（バリウム造影検
査）を実施します。 
     
 
 
 
 
 
 
 
※対象地区以外の日程で受診していただいても結構です。 
【対象】４０歳以上の方（昭和４１年１２月３１日までに生まれた方） 
【受付時間】８：００～１０：００ 
【持ち物】①問診票 ②健康手帳 ③検診費用（１，０００円） 
※平成１８年度から検診費用の一部を徴収させていただくことになりました。 

【注意事項】①検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は
食事・水・茶など飲食をしないでください。 

②胃腸の薬を内服している方や経過観察の方は、
主治医とご相談ください。 

※なお、問診票は「検診状況調査」に基づき、町の検診を希望し
ている方に４月上旬にお送りします。届かない方で新たに受診
を希望される場合は、町保健福祉課までお申し込みください。 

【申し込み・問い合わせ】保健福祉課 ℡６８－６７１７   
募 集 

環環境境整整備備・・清清掃掃ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー臨臨時時職職員員急急募募  
【業務内容】町内清掃及び清掃センター内作業 

並びに収集分別業務 
【勤務時間】８：３０～１７：１５（夏季等勤務変動あり） 
【資格】１８歳～６５歳まで 
【募集人数】２名 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項記入のうえ、４月１４日

（金）までに環境整備課（３階）へ提出してください。 
【問い合わせ】環境整備課 ℡６８－６６９４ 
       （※４月１日以降、建設環境課） 

お知らせ 

平平成成１１８８年年４４月月１１日日かからら  
    町町のの組組織織がが変変わわりりまますす  

町では、簡素で効率的な組織とするため、組織の見直しを行
いました。４月１日から名称や役場の配置が次のように変わりま
す。（詳しくは、４月上旬の「お知らせ版 臨時号」でお知らせし
ます。）  
【４月１日からの課の編成】 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
※ また、「御宿町収入役を置かない条例」の施行に伴い、平成

１８年４月１日から、これまでの収入役の事務を町長が執ること
となりました。 

  

固固定定資資産産課課税税台台帳帳のの縦縦覧覧期期間間  
【縦覧期間】毎年４月１日から最初の納期限の日 

（土・日・祝日は除く） 
（平成１８年度は評価替えに伴い発送日が５月１５日と
なるため、最初の納期限は５月３１日） 

【縦覧場所】役場３階 税務会計課 税務班窓口 
【対象者】御宿町内に所在する、土地又は家屋に対する固定資

産税の納税者及び同居親族、納税者の代理人（要委
任状）及び納税管理人（納税通知書や課税明細の提示
が必要） 

【問い合わせ】税務課 ℡６８－６６９２ 
        （※４月１日以降、税務会計課） 

 
お知らせ  

福福祉祉タタククシシーー券券をを交交付付ししまますす  
身体障害者手帳（１・２級）や療育手帳をお持ちの方に、福

祉タクシー券を交付します。ぜひご利用ください。  
○福祉タクシー券ってなに？・・・・・タクシー利用するときに１回

につき６５０円が助成される券です。１人につき年間で
最高２４枚交付します。  

○利用できるタクシー会社・・・・・外房タクシー(有)、南総タクシ
ー㈱、南総交通㈱、勝浦合同自動車㈱、大原自動車
㈱、浪花タクシー(有)、大多喜タクシー㈱、山本観光
㈱、東洋交通㈱、介護タクシーなの花、早川タクシー、
介護タクシーNOAH、介護タクシーまんちゃん、㈱ヤック
スケアサービス  

○申請方法・・・・・身体障害者手帳または療育手帳と印鑑をお
持ちのうえ、保健福祉課までお越しください。なお、２４
枚のタクシー券の交付を希望する方は、４月２８日まで
に保健福祉課（電話６８－６７１６）に申請してください。
※５月以降に申請された場合は、徐々にタクシー券の
交付枚数が少なくなりますのでご注意ください。 

（例）５月申請の場合は２２枚 ６月申請の場合は２０枚 
   

４４月月かからら、、学学校校敷敷地地内内がが  
全全面面禁禁煙煙ととななりりまますす！！！！  

 
平成１８年４月１日から、児童・生徒の健康増進を図り、喫煙

防止教育における環境づくりを進めるため、管内小中学校の
学校敷地内全面禁煙を実施いたします。 

学校施設を利用される方、用事でお越しいただく方など、全
ての皆様が学校敷地内での禁煙をお守りくださるよう、ご理解
とご協力をお願いいたします。  
【問い合わせ】各小中学校 

御宿町・布施学校組合教育委員会 
℡６８－２５１４ 

 
 

期　日 場　所 対象地区 検診車台数
４月１４日（金） 上布施消防団詰所 上布施・実谷・七本 2
４月１５日（土） 岩和田消防団詰所 岩和田 2
４月１７日（月） 御宿台集会所 御宿台 2
４月１８日（火） 浜青年館 浜 1
４月１９日（水） 公民館前 久保 2
４月２０日（木） 公民館前 新町 2
４月２１日（金） 公民館前 高山田・六軒町 2
４月２２日（土） 公民館前 須賀 2

４４月月のの心心配配ごごとと相相談談 

ご協力をお願いします 

学
校
敷
地
内 

全
面
禁
煙 

課名 階数 統　　合　　内　　容
総務課

企画財政課
産業観光課 農林水産課と商工観光課の業務を統合
教育委員会
住民水道課 住民課と水道事業の業務を統合
建設環境課 環境整備課と建設班・都市計画班の業務を統合
税務会計課 税務課と収入役室の業務を統合
保健福祉課
議会事務局

４階

３階

２階



  
お知らせ 

平平成成１１８８年年春春のの全全国国交交通通安安全全運運動動
実実施施ののおお知知ららせせ  

春の全国交通安全運動が実施されます。 
交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通安全

に努めましょう。 
【期間】平成１８年４月６日（木）から４月１５日（土）まで 

スローガン 

～ 思いやる 心ひとつで 事故はゼロ ～ 
～ 手を上げて しっかり見よう 右左 ～  

 

ススククーールルゾゾーーンン規規制制をを守守りりままししょょうう  
児童生徒の通学時における安全確保のため、以下の区域は

午前７時から午前８時３０分まで車両通行止めの規制（スクール
ゾーン規制）となっております。スクールゾーン規制の趣旨をご
理解のうえ、ご協力ください。 
御宿中学校付近 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国道 128 号線～六軒町 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】総務課 ℡６８－２５１１ 
         いすみ警察署 ℡６２－０１１０ 

  
お知らせ 

危危険険物物取取扱扱者者のの試試験験をを実実施施ししまますす 
【種類】甲種・乙種全類（第１類から第６類）、丙類 
【試験の日時】平成１８年６月１１日（日） １０：００～ 
【試験会場】勝浦市 国際武道大学 
【願書受付期間】平成１８年４月１１日（火）～４月１８日（火） 

９：００～１７：００ 
【願書受付場所】夷隅広域消防本部 大多喜町船子７３－２ 
※受付願書等の必要な書類は、御宿分署または夷隅郡市内の

各消防署に用意してあります。 
【問い合わせ】広域消防本部予防課・予防係 ℡８２－４５４５ 
 

民民事事調調停停ををごご存存じじでですすかか  
民事調停は、民事訴訟と並ぶ民事に関する紛争の解決方法

の一つで、当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って紛争を
解決することを目的とした制度です。手続は非公開で、誰でも安
心して行うことができます。 

この民事調停は、民間から選ばれた良識のある調停委員が
手続に関与しています。調停委員は、公正中立を旨とし、双方
の言い分を十分に聞き、当事者の合意に向けた斡旋をします。 

民事調停を扱う簡易裁判所の窓口には、民事調停に関する
各種リーフレットのほか、よくあるトラブルのパターンに応じた調
停申立書のひな型が備え付けられ、手続に関する相談や説明
も行われていますので、特別の法律知識がなくても簡単に民事
調停を申し立てることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

企企業業等等受受託託講講座座  
 従業員の職業能力開発・向上のための各種教育訓練を、事業
主や団体の方々とご相談の上、企画・実施しています。個々の
業種・業務形態に応じて研修訓練が進められ、従業員の自己啓
発や職場の活性化につながります。 
【申込方法】電話(申込先着順) 
【会場・申込先・問い合わせ】 

〒２６１－００２６ 千葉市美浜区幕張西４－１－１０ 
   千葉県テクノピラミッド(月曜日、祝日休み) 
℡０４３－２７４－７７７１  HP  http://www.techpyra.jp/ 

 
お知らせ 

平平成成１１８８年年度度調調理理師師試試験験のの実実施施  
 
【試験日時】平成１８年７月１９日（水）１４：００～１６：００  
【試験場所】幕張メッセ 
        千葉市美浜区中瀬２丁目１番  
【受験願書の受付期間及び提出先】 

平成１８年５月１６日（火）から１８日（木）までの３日間 
受付は、住所地を管轄する健康福祉センター（保健所）で行

います。  
【願書配付開始日】 
        平成１８年４月１０日（月） 
        ※願書は保健所へ早めに取りに来てください。  
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） 
         ℡０４７０－７３－０１４５ 
 
 
募 集 

｢｢日日本本航航空空技技術術協協会会写写真真展展｣｣  
・・｢｢航航空空キキッッズズアアーートト展展｣｣  

 
●日本航空技術協会写真展 
 航空技術協会の創立５０周年を記念して、｢翼のある風景(国内
外の航空すべてを含む)｣をテーマに応募された作品の中から、
優秀作品を展示します。 

【開催期間】４月１日(土)～５月２８日(日) 
 
●航空キッズアート展 
 最新ジェット旅客機Ａ３８０のイラストに、素敵なデザイン、空港
や展示物などの自由なスケッチ、紙や粘土で作る飛行機の工作
などの作品を募集します。 
 応募作品はすべて館内に展示し、優秀な作品には、表彰やプ
レゼントを用意しています。 

【募集期間】 ４月１日(土)～９月３０日(土) 
【展示期間】１１月１日(水)～２６日(日) 

 
【入館料】大人５００円、中学生・高校生３００円、 

４歳以上小学生以下２００円 
【問い合わせ】〒２８９－１６０８ 山武郡芝山町岩山１１１－３ 
       航空科学博物館  ℡０４７９－７８－０５５７ 
                ＨＰｈｔｔｐ://www.aeromuseum.or.jp 

(月曜日休み、月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日休み) 

御宿中学校 

国道128号線 

商工会 

御宿変電所 

国道128号線 

御宿小学校 

新町会館 

スクールゾーン 

スクールゾーン 

民事調停についてさらに詳しくお知りになりたい方は、裁判所の
ウェブサイトの「裁判手続の案内／裁判所が扱う事件／民事事件
／簡易裁判所の民事事件について」をご覧いただくか、千葉一宮
簡易裁判所（℡０４７５－４２－３５３１）にお問い合わせください。 
（離婚、遺産分割といった家庭内に関する紛争については、家庭
裁判所の家事調停をご利用ください。） 


