
 
 
 
 
 

発行日 平成１８年７月１０日  ＮＯ．４６０ 改正版 

編集 御宿町企画財政課 ℡６８－２５１２ 

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

 
お知らせ 

夏夏期期特特別別交交通通規規制制のの実実施施  
夏の交通安全対策として、下記区間について交通規制を実施しま

すので、ご協力をお願いします。 
【期間】７月２２日（土）～８月２０日（日） 
【場所・規制】 

地曳橋～ホテルニューハワイ前 
［大型車輌通行禁止］  

月の沙漠記念館前～堺川処理施設（月の沙漠通り） 
［両側駐車禁止］   

岩和田保育所前  ［駐車禁止］ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【問い合わせ】総務課 交通担当 ℡６８-２５１１（内線４１２・４１３） 
 

「「ひひろろええばば海海がが好好ききににななるる運運動動」」  
７月２９日（土）、御宿中央海水浴場で、清掃活動「ひろえば海が好き

になる運動」が行われます。どなたでも自由に参加でき、参加者には記
念品がプレゼントされます。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 
【開催時間】１０：００～１５：００（雨天中止時は翌日７／３０） 
【清掃受付】御宿中央海水浴場イベントステージ 
【主  催】アジア海洋映画祭イン幕張実行委員会 
【問い合わせ】産業観光課 ℡６８－２５１３ 
 

献献血血ににごご協協力力くくだだささいい  《《200ml・400ml・成分献血》  

【日時等】７月２８日(金) 
御宿町保健センター １０：００～１１：４５ １３：００～１４：００ 
御宿町公民館     １５：００～１６：００ 

   ※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証
等）をご持参ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 ℡６８－６７１７ 
  

道道路路沿沿いいのの枝枝切切りりののおお願願いいににつついいてて  
 町では、「協働のまちづくり」として、住民の皆様と協働して道路環境
を整備していきたいと考えています。 

梅雨時になりますと、木々が生い茂り、木の枝が道路にはみ出し、通
行の安全に支障をきたす恐れがあります。 

所有される土地から枝が道路上に出ている場合は伐採するなどの 
ご協力をお願いします。 
【枝切り等をお願いする範囲】 
      道路と接している箇所で高さ４ｍ程度の範囲 

お知らせ 

役役場場のの窓窓口口受受付付時時間間がが変変わわりりままししたた  
 ７月１日から、これまで午後５時１５分までだった役場庁舎の 窓口の
受付時間が、午後５時３０分までとなりました。なお、役場庁舎以外の
公共施設については従来と変わりません。 
 

市市町町村村交交通通災災害害共共済済のの更更新新時時期期でですす  
－各地区出張受付を行います－ 

 現在交通災害共済に加入されている方は平成１８年８月３１日で期
間が満了となります。下記の日程で出張受付を行いますので、先に配
布済みの加入申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申し
込みください。 

年会費（平成１８年９月１日～１９年８月３１日）は 
１人７００円です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま会場

へお持ちください。（印鑑は不要） 
◆町内の保育園児及び小中学校の児童・生徒は、すでに集団加入し

ていますので、申込みの必要はありません。 
◆出張受付以降は、総務課・公民館で随時申込を受付けています。 
【問い合わせ】総務課 交通担当 ℡６８－２５１１（内線４１２） 
 

平平成成１１８８年年夏夏のの交交通通安安全全運運動動実実施施  
～ 思いやる  心ひとつで  事故はゼロ ～ 
～ 行けるカモ わたれるカモが 命とり ～ 

【期間】 平成１８年７月２０日（木）から７月３１日（月） 

 
募 集  

国国民民健健康康保保険険税税率率改改正正ののおお知知ららせせ  
国民健康保険は、みなさんの国保税で支えられています。 
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがなど、もしもの

ときに経済的に心配なく、安心して医療を受けられるよう、日頃から
国保税として負担し、助け合う、相互扶助の制度です。みなさんの国
保税は、みなさんが医療機関等の窓口で支払う一部負担金を除く医
療給付費等の支払い（町から医療機関等への支払い）に充てられて
います。 

医療給付費等を支払うための国保税が不足します。 
国民健康保険会計は、医療給付費が年々増えつづけ、厳しい財

政状況が続いています。これは御宿町に限った問題ではなく、全国
的な問題です。千葉県が発表した平成１６年度の市町村の状況によ
ると、前年度からの繰越金等を除いた単年度収支は県内８０団体中
６６団体が赤字となっています。医療給付費増加の原因は、国保加
入者の増加や高齢化、一人あたり医療費の増加とされており、今後
も伸びる傾向にあります。相互扶助を目的とした国民健康保険事業
は、増加しつづける医療給付費等に見合った税率を改正しなければ
健全な運営が難しくなってきています。それは、国民健康保険会計
の収入が少ないからといって主な支出要因である医療給付費を削減
することができないからです。 

また、介護分についても介護保険の利用増加につれ、介護保険
分として国に納付する｢介護給付費納付金｣が大幅に伸びてきたた
め、平成１７年度は４０歳以上６５歳未満加入者からの介護分保険税
よりも、国からの納付金の請求額が上回っている状況です。 

皆様にご負担をおかけすることとなりますが、下記のとおり税率を
改正します。このような状況をご理解のうえ、ご協力をお願いします。 
 
       改正前                  改正後 
 
 
 
 
 
 

公公民民館館講講座座をを行行いいまますす  
薬局の活用について 

－かかりつけ薬局があると安心－ 
【日時】平成１８年７月２２日（土）  １３：００～１５：００ 
【場所】御宿町公民館 大会議室 
【講師】柳 幸伸 （薬剤師） 

申込み･問い合わせは御宿町公民館へ（℡６８－２９４７） 
 

ＢＢ＆＆ＧＧ海海洋洋セセンンタターー臨臨時時職職員員募募集集  
【職種】海洋センター及び関連施設業務（教室事業の補助等） 
【募集期間】平成１８年７月２５日（火）まで 
【募集要件】・２０歳以上４０歳未満の健康な方 
【募集要件】・週５日勤務できる方 
【応募方法】市販の履歴書に記入のうえ、町教育委員会に  提出し

てください。 
※面接については、別途ご連絡します。 

【問い合わせ】町教育委員会 ℡６８－２５１４ 

大型車通行禁止  
駐車禁止 

受付日 午前 午後
7月18日 高山田地区 実谷・七本地区

（火） 場所　　高山田区民館 場所　　御宿町浄水場
時間　　８：３０～１０：００ 時間　　１３：００～１４：３０

上布施地区 御宿台地区
場所　　上布施消防 場所　　御宿台集会場
　　　　　コミュニティセンター 及び
時間　　１０：３０～１２：００ ラビドール御宿

時間　　１５：００～１６：３０
7月19日 六軒町地区 岩和田地区

（水） 場所　　第３分団消防庫 場所　　岩和田青年館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

7月20日 浜地区 須賀地区
（木） 場所　　浜青年館 場所　　須賀区民館

時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００
7月21日 久保地区 新町地区

（金） 場所　　久保区民館 場所　　新町会館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

医療分 介護分 医療分 介護分
所得割 6.70/100 1.20/100 所得割 7.00/100 1.60/100
資産割 35.00/100 6.70/100 資産割 39.00/100 9.00/100
平等割 26,000円 5,500円 平等割 27,000円 7,500円
均等割 18,000円 7,100円 均等割 19,000円 8,000円

課税限度額 530,000円 80,000円 課税限度額 530,000円 90,000円

国
民
健
康
保
険
税

⇒

国
民
健
康
保
険
税



 
募 集 
 
 
【採用予定人数】若干名 
【試験日時・場所】 
 
 
 
 
 
【採用基準】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受付期間】 

平成１８年７月３１日(月)から平成１８年８月１１日(金)まで 
郵送の場合は、８月１１日消印のものまで受け付けます。 
受付時間 ８：３０～１７：００ 

【試験の方法】 
（１）第１次試験（教養試験、作文試験、体力試験） 
（２）第２次試験（面接試験） 

【提出書類】 
（１）職員採用試験申込書 
（２）健康診断証明書（夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定のもの

又は同様のもの） 
（３）履歴書（第２次試験まで） 
（４）成績証明書（第２次試験まで） 
（５）卒業(見込)証明書（第２次試験まで） 

【申込書の請求先】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（総務課もしくは消防本部） 

【給与】夷隅郡市広域市町村圏事務組合の給与条例により支給 
【問い合わせ・書類提出先】 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合（総務課） ℡０４７０-７０-２０００ 
〒２９９－５２３１ 千葉県勝浦市沢倉５１５－２ 

  
募 集 
 
 

テーマ 「我が家の交通安全」  
歩行者や自転車利用者等、それぞれの立場にある家族の皆さん

が、身近な交通安全の問題を考え、学校や職場等で話し合った内容
や交通安全につながる独自の工夫などの実践例を作文にしてくださ
い。 
【応募方法】 
○小学生及び中学生 

４００字詰め原稿用紙３枚以内（なるべく直筆）で、作品に題名を
つけ、①応募区分、②住所・郵便番号、③氏名（ふりがな）、④学
校名、⑤学年、⑥学校所在地・郵便番号・電話番号を明記してく
ださい。 

○父親・母親、一般、高齢者（６５歳以上） 
４００字詰め原稿用紙 5 枚以内で、作品に題名をつけ、①応募区
分、②住所・郵便番号、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤職業、⑥
電話番号、⑦応募動機を明記してください。 

【応募期限】９月１０日（日）まで 
【応募区分】①小学生の部、②中学生の部、③父親・母親、一般の

部、④高齢者の部（65 歳以上） 
【送り先】（社）日本交通福祉協会 交通安全作文募集係 

〒１０１-００２１ 東京都千代田区外神田２－２－１７ 共同ビル 
【問い合わせ】内閣府政策統括官付 交通安全作文募集係 
          ℡０３－３２５５－２０８１ 
 

お知らせ 

三三洋洋物物産産  イインンタターーナナシショョナナルル    

ラライイフフセセーービビンンググ  カカッッププ  22000066 開開催催  
 ライフセービングの世界大会であるＲＥＳＣＵＥ2006 の「オーシャン
種目」上位国の選抜選手や日本を含めた世界５カ国の代表選手がラ
イフセービング技術を競います。世界でもトップレベルの選手達の活
躍を是非ご覧下さい。 
【大会日程】平成１８年７月１７日（月・祝） ９：３０～ 
【大会会場】御宿中央海岸（ラクダ像周辺） 
【主   催】ＮＰＯ法人 日本ライフセービング協会 
【問い合わせ】産業観光課 ℡６８－２５１３ 
 

「「月月のの沙沙漠漠通通りり車車輌輌通通行行止止めめ」」ののおお知知ららせせ  
 イベント開催に伴い、平成１８年７月１６日（日）１８：００から７月１７日
（月・祝）１８：００まで車輌通行止めを行います。ご協力よろしくお願い
します。 
 
 
 
 
 
 

 
募 集 

  
 
【受付期間】平成１８年７月３１日（月）まで 
【第１次試験日】平成１８年９月１７日（日） 
        教養試験、論（作）文試験、体格・体力検査 
【受験資格及び採用予定時期等】 
 
 
 
 
 
 
 
※採用は、警察官Ａ（男性）の既卒者については平成１９年２月１日以

降、警察官Ａ（男性）の卒業見込者及び警察官Ｂ（男性）・（女性）に
ついては平成１９年４月１日以降の予定です。 

【申し込み方法】 
千葉県警察本部警務課、県内の各警察署・交番・駐在所で受け付

けますので、所定の申込書・受験票を提出してください。 
※申込書・受験票は千葉県警察のホームページからダウンロードで

きます。  ＨＰ http：//www.police.pref.chiba.jp/ 
【問い合わせ・申し込み先】 
千葉県警察本部警務課  千葉市中央区市場町１-２ 

（９：００～１７：００受付） 
フリーダイヤル ０１２０-７６４０３２ 

テレホンサービス ０４３-２２５－５２０５（２４時間：テープによる案内） 
千葉県人事委員会事務局任用課 千葉市中央区都町１-１-２０ 

（９：００～１７：００受付）    ℡０４３－２３１－５８０１ 
 

新新町町原原駐駐車車場場利利用用希希望望者者のの皆皆様様へへ  
【所在地】旧水産加工組合跡地 （総区画数５区画） 
【申込資格】御宿町に住所がある方。１人（１法人）１区画とします。 
【申込受付期間】平成１８年７月１０日（月）～７月２５日（火） 

（土曜、日曜、祝祭日を除く） 申込者多数の場合は抽選 
【利用期間】平成１８年８月１日～平成１９年３月３１日 

（本年度は、８か月の契約となります。） 
【利用料金】１区画 １ケ月 ２，０００円  １年 ２４，０００円 

（本年度 １６，０００円／８か月） 
【申し込み先・問い合わせ】 

企画財政課 ℡６８－２５１２ （８：３０～１７：３０） 
(注)申込書に記載する際、必要となる事項 

利用者の住所・氏名、車種・ナンバー、電話番号、印鑑 
 

お知らせ「「市市町町村村合合併併をを考考ええよようう！！」」  
～県市町村合併審議会との意見交換会開催～ 

【開催日時】７月２６日（水）１７：３０～ 茂原市役所市民室 
【参加申込方法】事前に電話、ＦＡＸ、Ｅメールにより、住所・氏名・連絡先

電話番号をご連絡ください 
【問い合わせ】千葉県総務部市町村課市町村合併支援室 
         ℡０４３－２２３－２１４７  ＦＡＸ０４３－２２１－０３１０ 

ｅ-ｍａｉｌ：gappei_2@mz.pref.chiba.lg.jp 

試　験 日　　　時 試験会場

平成１８年９月１７日(日) 大多喜町中央公民館

１０：００～ 夷隅郡大多喜町大多喜４８６－３

（受付　９：００～）

第２次試験 平成１８年１１月上旬 第１次試験合格者に別途通知

第１次試験

受験資格
高等学校卒業程度の学力を有する者
昭和５７年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた者

身 長 おおむね１６０cm以上
体 重 おおむね５０kg以上

視 力
矯正視力を含み、両眼で０.８以上、かつ、一眼でそれぞれ０．５
以上で赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴 力 左右とも正常であること。
握 力 左右とも３５kg以上

１． 身体の各関節が正常であること。
２． 言語が明瞭で充分発音ができること。
３． 神経機能及び神経系統に異常がないこと。
４． 結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患がないこと。
１．日本国籍を有しない者
２．成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）
３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執
　　行を受けることがなくなるまでの者
４．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該
　　処分の日から２年を経過しない者
５．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその
　　下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ
　　の他の団体を結成し、又はこれに加入した者

身
体
状
態

その他

不適格基準

区　分
学　力
年　齢

平平成成１１８８年年度度夷夷隅隅郡郡市市  
広広域域市市町町村村圏圏事事務務組組合合消消防防職職員員採採用用試試験験

平平成成１１８８年年度度交交通通安安全全
フファァミミリリーー作作文文のの募募集集

平平成成１１８８年年度度第第２２回回  
千千葉葉県県警警察察官官採採用用試試験験

車
両
通
行
止
め
区
間 

試験職種 学　　歴 年齢・性別 採用予定数

警察官Ａ（男性）

①大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は
平成１９年３月末日までに卒業見込みの者②
人事委員会が①に該当する者と同等の資格が
あると認める者

昭和５１年４月２以降に生まれ
た男性

１１０名程度

警察官Ｂ（男性）
昭和５１年４月２日から平成元
年４月１日までに生まれた男性

７５名程度

警察官Ｂ（女性）
昭和５１年４月２日から平成元
年４月１日までに生まれた女性 １４名程度

警察官Ａ（男性）に該当しない者


