お知らせ

お知らせ

千葉県議会議員選挙のお知らせ

小型特殊自動車の登録はお済みですか
乗用トラクター、乗用コンバイン等の農耕作業用自動車や、
発行日 平成１９年３月１０日 ＮＯ．４７６
フォークリフト等は小型特殊自動車であり、軽自動車税の対象と
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
なります。該当する車をお持ちの方で、登録が済んでいない方は
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
届出をしてください。
【登録時に必要な事項】
お知らせ
・ 所有者の氏名・住所・印鑑
・ 車名・車体番号・総排気量
・ 購入または譲り受けた場合は販売証明・譲渡証明
（以前から所有していて、販売証明・譲渡証明がない場合
は、その旨を登録時に申し出てください。）
町では、「岩和田保育所」と「御宿保育所」の２ヵ所の保育所
また、すでに登録している方で、所有者や登録車両に変更が を設置しています。
あった場合、廃車された場合にも届出をお願いします。
現在、岩和田保育所では生後６か月から就学前まで の児童
の保育を実施しておりますが、１９年度から入所児童の年齢要
【問い合わせ】税務会計課 課税係 ℡６８−６６９２
件を生後６か月から３歳未満までに変更します。
これは、入所児童数の減少による異年齢児混合保育の解消
と、発達程度の大きく異なる乳児と幼児の衝突事故等の回避、
岩和田小学校と御宿小学校の統合により岩和田地区も同学区
【縦覧期間】毎年４月１日から最初の納期限の日
となり、特に保育所を区別する必要がなくなったことによるもので
（土・日・祝日は除く）
（平成１９年度の最初の納期限は５月１日となります。） す。
これに伴い、岩和田地区の３歳以上の児童の皆さんは、御宿
【縦覧場所】役場３階 税務課窓口
【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 保育所へ通所することとなりますので、送迎バスの経路も変更い
産税の納税者及び同居親族、納税者の代理人（要委 たしますが、経路や時間については、入所予定者及び既入所
任状）及び納税管理人（納税通知書や課税明細の提 者の保護者の皆さんに各保育所からお知らせいたします。
示が必要）
平成１９年４月１日から 平成１８年３月３１日まで
【問い合わせ】税務会計課 ℡６８-６６９２

岩和田保育所の入所受入れ児童の
年齢要件が変わります

固定資産課税台帳の縦覧期間

施設名

町民カレッジ

フラワーアレンジメント教室
【日 時】平成１９年３月２５日（日） １３：３０〜１５：３０（予定）
１３：００（受付開始）
【場 所】御宿町公民館 ２階 大会議室
【内 容】簡単おしゃれなアレンジメント
【定 員】先着３０名予定（町内在住の方）
【持ち物】
材料費（１，５００円）、生花用はさみ
【講 師】山本 晴美 氏
【申込み】教育委員会 ℡６８−２５１４ ３月１９日（月）まで

岩和田保育所
御宿保育所

入所児童の年齢要件

入所児童の年齢要件

生後６か月から
３歳未満まで

生後6か月から
就学前まで

３歳以上から
就学前まで

４月８日（日）は、千葉県議会議員選挙の投票日です。
【投票時間】７：００〜２０：００
投票日当日、仕事等で投票に行けない方は、次のとおり期日
前投票または不在者投票ができます。
【期間】３月３１日（土）から４月７日（土）
【時間】８：３０〜２０：００
【場所】御宿町役場 中会議室（２０２会議室）
「つくろうよ みんなのくらしを 選挙から」
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

◆最近、転居して来られた方へ
４月８日の千葉県議会議員選挙において、平成１８年１２月
３０日以降に御宿町に転居して来られた方は、御宿町では投
票できませんが、千葉県内の他の市町村から転居された方
は、旧住所地で投票できる場合があります。
なお、この場合、投票の際には、御宿町長が発行する「引き
続き県内に住んでいることの証明書」の提示が必要となります。
詳しくは、選挙管理委員会にお問合せください。
◆千葉県議会議員選挙における選挙区及び定数の一部変更
について
今回の選挙から、御宿町及び近隣市町の選挙区並びに定数
が次のとおり変更となります。
選挙区名
勝浦市・夷隅郡選挙区
いすみ市 選 挙 区

定数
１

市町村名
勝浦市、大多喜町、御宿町

１

いすみ市

詳しいことは、御宿町選挙管理委員会までお問い合わせく
ださい。 ℡ ６８−２５１１

住民の皆さんへ（お願い）

最近、町内において、道路側溝の鉄製蓋（グレーチング）の
※御宿保育所は、従前どおり３歳以上から就学前までの児童の
盗難が頻発しております。通行上、非常に危険ですので発見
保育を行います。
した場合は次のところへご連絡ください。
※その他の入所要件、保育内容に変更はありません。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班

℡６８−６７１７

○国道・県道の場合

→

○国道・県道以外の場合 →

夷隅地域整備センター
℡６２−３３１１
町建設環境課
℡６８−６６９４

お知らせ

おんじゅく実谷貸し農園入園者募集
緑豊かな里山で野菜づくりにチャレンジしてみませんか？！

お知らせ

お魚ウィークス＆
月の沙漠童謡大会を開催

観光協会では、下記のとおりイベント『お魚ウィークス＆月の
沙漠童謡大会』を開催します。
【募集期間】平成１９年３月末日まで
豪快なカジキマグロの吊るし切りや物産等を販売する青空
（３月以降の申込みにつきましては随時行います。）
市、町内外の合唱グループによる童謡大会、御宿海岸を一望で
【募集区画数】１１区画
きる遊覧ヘリコプター等各種催しを用意しています。
【受 付】平日 ９：００〜１７：００
是非ご来場下さい。
【施設概要】
【開催日程】平成１９年３月２５日（日） ９：３０〜
・場所種目 御宿町実谷地区
【開催場所】月の沙漠記念館前広場
・面積種目 １区画５０㎡
【開催内容】
・入園料種 １区画８，０００円（年間）
９：４０〜 月の沙漠童謡大会
・作付種目 一般野菜及び草花
１０：００〜 するもん汁の無料配布（数量限定）
・入園期間 平成１９年４月から平成２０年３月末日まで
１１：３０〜 カジキマグロの吊るし切り（お刺身の限定販売）
（通常は４月から翌年３月末まで、原則として１年毎再契約）
９：３０〜１６：００ 青空市・
フリーマーケット
・その他／ 先着順で、入園申込みを受付けいたします。
（物産の販売や団体・個人の出店）
【問い合わせ、申込み】産業観光課 ℡６８−２５１３
９：００〜１６：００ 遊覧ヘリコプター体験
（場所：岩和田漁港へリポート）
※遊覧ヘリコプター体験のみ荒天の場合４月１日（日）に延期
※時間につ いては、当日変更になる可能性がありますので、
ご了承下さい。
高齢者を狙う悪質商法の被害を未然に防ぐため、千葉県消
費者センター指導員を講師に招いた消費生活講座を開催しま 【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８−２４１４

消費生活講座を開催します

す。
【日時】平成１９年３月２０日（火） １３：３０〜
【場所】御宿町公民館２階 視聴覚室
【内容】高齢者を狙った悪質商法の手口と対策
【問い合わせ】産業観光課 ℡６８−２５１３

月の沙漠記念館特別企画展

「―房総から世界へ― 石井光楓の軌跡」
後期展開催中
好 評 の前期展に続き、作品を入替して「ヨーロッパそして
日本」後期展を開催しています。ぜひ、ご来館ください
【期間】平成１９年４月１７日（火）まで 水曜日休館
【場所】月の沙漠記念館企画展示室
【時間】９：００〜１６：３０
【問い合わせ】月の沙漠記念館 ℡６８−６３８９

イ ベント 開催 に伴う 車輌通 行止 め
のお知らせ
イベント開催に伴い、以下のとおり車輌通行止めを行います。
ご協力よろしくお願いします。
【通行止め期間】平成１９年３月２５日（日） ８：００〜１６：００
【通行止め区間】月の沙漠記念館周辺道路（地図参照）

お知らせ

平成１９年度
旧役場・駅前・岩和田・六軒町・浦仲
駐車場使用希望者の募集
※申込書提出にあたり、次の事項にご留意下さい。
【申込資格】
原則、御宿町に住所のある方で１人（１法人）１区画
とします。ただし、申込状況により町外者も可。
【申込期間】平成１９年３月９日（金）〜３月２６日（月）
８：３０〜１７：３０（土日、祝日を除く）
※上記期間中同一区画に申込複数の場合、現地にて抽選
となります。以後随時受付
【申込方法】窓口にて、申込用紙に記入していただきますので、
印鑑を持参のうえ、役場４階企画財政課までお越し
ください。
【記入事項】①使用者の住所･氏名 ②車種･ナンバー ③印鑑
※町外者の場合は、車検証・免許証の写を提出
【契約期間】平成１９年４月１日〜平成２０年３月３１日
【使用料金】１区画 ３６，０００円／年（旧役場・駅前駐車場）
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（六軒町駐車場）
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（岩和田駐車場）
【使用料金】１区画 ２４，０００円／年（浦仲駐車場）
【使用料金】１区画 ２４，０００円／年（新町原）
【支払方法】４月１日以降、料金納入通知書を送付いたします。
※駐車場使用区画には、制限がありますので申込をされても
利用できない場合がありますのでご了承ください。
【問い合わせ】企画財政課 ℡６８−２５１２

「まちづくり探検隊」参加募集
町では、訪れる人々に御宿町をＰＲするため、住民の皆様とと
もに、街のイメージアップにつながる様々な点を発見し、町の魅
力を向上させるため、「まちづくり探検隊」
を実施します。わがま
ち再発見のため、皆様の参加をお待ちしております。
【日時】平成１９年３月２４日（土） １３：３０〜１６：００ (予定)
※雨天中止
【場所】御宿町 約１０㎞（約３時間）
【内容】御宿駅をスタート
地点として、約１０㎞を徒 歩で移動し、
空地への植栽など、景観に関する提案や、安全で安心
なまちづくりの 提案など、感じた事柄をそのまま聞かせて
いただきたいと考えています。
【申込期限】平成１９年３月２２日（木）
【問い合わせ】
企画財政課 ℡６８−２５１２

