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お知らせ

保育所及び児童館代替職員の
登録の申し込みを受け付けます
保育所及び児童館に勤務する職員が出産等により休暇を要
する場合の代替職員は、あらかじめ登録された方の中から採用
しています。この代替職員の平成２０年度の登録を以下のとおり
受け付けますので、希望者は必要書類を持参のうえ、役場２階
保健福祉課までお申し込みください。
【登録の有効期間】４月１日から平成２１年３月３１日まで
【職種と勤務地】○保育士・調理員
岩和田保育所または御宿保育所
○児童厚生員
岩和田児童館または御宿児童館
【応募要件】
○保育士 ： 保育士の資格を有する方
○調理員 ： 調理師の資格を有する方もしくは民間施設等で
の調理経験３年以上の方
○児童厚生員 ： 保育士の資格を有する方もしくは民間児童
施設等での勤務経験３年以上の方
【応募期間】２月２５日（月） １７：００まで
【必要書類】登録申込書（※）、履歴書、資格証の写し
※登録申込書は町 HP からダウンロードできます。
【問い合わせ】
保健福祉課 TEL６８−６７１７

発行日 平成２０年２月１０日 ＮＯ．４９８
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
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第５次行政改革実施計画（案）
への意見公募について
町では、平成２０年度から平成２２年度の３年間に取り組む
第５次行政改革大綱の具体的な項目をまとめた「第５次行政改
革実施計画」を策定中です。
この実施計画（案）について、皆さまからのご意見・ご提言等
を以下のとおり公募します。
【計画（案）公表場所】町ホームページ、総務課、公民館
【公募期間】２月２２日（金）まで
【公募要件】①町内に住所を有する方
②町内に存する事務所または事業所に勤務する方
③町内に存する学校に在学する方
④①から③までのほか、町が行う事務事業に関し、
利害関係を有する個人及び法人、その他の団体
【意見書等の提出方法】
所定の様式を用いて、役場４階総務課まで持参、郵送、FAX
または電子メールで提出してください。
（
FAX）６８−３２９３
（電子メール）
soumuka@town-onjuku.jp
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１

「後期高齢者医療制度」の
説明会を開催します
４月から新しい高齢者の医療制度（後期高齢者医療制度）
が
始まります。町では、以下の日程で後期高齢者医療制度の説
明会を開催しますので、住民の皆さまの参加をお願いします。
【後期高齢者医療制度対象者】
①７５歳以上の方
（一定の障害認定を受けた６５歳以上の方を含む）
②現在、国民健康保険や社会保険などに加入されている方
【説明会開催日程】
開 催 日
２月１８日 月
２月１９日 火
２月２１日 木
２月２２日 金
２月２７日 水

開 催 時 間
地 区
開 催 場 所
１０：００〜１１：００
須賀
須賀区民館
１４：００〜１５：００
浜
浜青年館
１０：００〜１１：００ 高山田
高山田公民館
１４：００〜１５：００ 御宿台
御宿台集会所
１０：００〜１１：００
久保
久保区民館
１４：００〜１５：００
新町
新町会館
１０：００〜１１：００ 六軒町
六軒町青年館
１４：００〜１５：００ 岩和田
岩和田青年館
１０：００〜１１：００ 実谷・七本
実谷区民館
１４：００〜１５：００ 上布施 上布施消防団詰所

【問い合わせ】住民水道課 TEL６８−６６９５

検診受診状況調査を実施します

平成２０年度の各種がん検診の受診希望の有無を調査する
ため、「検診受診状況調査」を実施します。対象となる方には
個別に調査票を送付しますので、ご協力をお願いします。
【勤務内容】環境整備及び清掃センター作業
【対象者】
（主にごみ収集作業をしていただきます）
①各種がん検診の対象で平成１９年２月１日以降に本町に
【勤務期間】４月１日（火）から
転入された方。
【勤務時間】８：３０〜１７：３０
②昭和６３年生まれの方（女性のみ）
【募集人数】１名
お知らせ
③昭和５３年生まれの方（女性のみ）
【応募要件】年齢不問（６５歳定年）
④昭和４３年生まれの方
普通運転免許を有し、心身ともに健康な方
※平成１９年度に各種がん検診を受診した方及び既に平成２０
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、役場
町社会福祉協議会では、母子・父子家庭の方で、お子さんが
年度の検診希望の申出をされた方は、内容に変更のある場
３階建設環境課へ提出してください。
今年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、母子・父子家
合を除き、提出は不要です。
※面接については別途ご連絡します。
庭入学祝い金を支給します。
【
提出期限】
２月２９日（金）まで
【応募期間】２月２９日（金）まで
該当される方は、２月末日までに、各地区の民生委員児童委員
【提出先】保健福祉課または公民館
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８−６６９４
に申請してくだい。
【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８−６７１７
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５

清掃センター臨時職員の募集について

母子・父子家庭入学祝い金を支給

お知らせ

お知らせ

『ねんきん特別便』
専用出張受付を行います
社会保険事務所では、今までの年金記録の確認を目的とした
ねんきん特別便の専用出張受付を開催します。
ねんきん特別便の加入記録に記載漏れや誤りがないか十分
にご確認いただき、ねんきん特別便及び年金証書をご持参のうえ
ご利用ください。（本人以外の方が来所される場合は、本人が署
名捺印した「委任状」のほか、来所される方の免許書など身分を
確認できるものを併せてご用意ください。）
なお、当日は年金の請求や変更手続きなどの一般の年金相談
はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
【日程】２月２１日（木） １０：００〜１６：００
【場所】勝浦市役所 １階ロビー
【問い合わせ】
年金特別便専用ダイヤル ０５７０−０５８−５５５
（Ｉ
Ｐ電話・ＰＨＳからは０３−６７００−１１４４）

愛護動物を大切にしましょう

お知らせ

軽自動車等をお持ちの方へ

おんじゅく まちかど つるし雛めぐり

軽自動車税は、その年の４月１日現在の登録に基づき課税さ
れます。使用していなくても、廃車手続きをしないで、軽自動車
等に標識を付けてそのままにしていると、いつまでも税金がかか
ります。また、引越し等により定置場所が変わった場合や譲渡
（
名義変更）
、廃車等をされた場合は、３月３１日までに変更の届出
を済ませるようお願いします。
なお、手続きをする場合は以下へ確認をお願いします。

町商工会女性部では、子どもたちの健やかな成長をお祈りす
るとともに、それをご覧になった方々が元気になることをお祈り
し、「おんじゅく まちかど つるし雛めぐり」を開催します。どうぞ
ご覧ください。
【日程】２月１６日（土）〜３月３日（月）
【場所】ハナフジ（メイン会場） 他１６ヵ所の商店内に展示
※メイン会場にて簡単な作り方講習を行います。（材料実費）
どうぞお気軽に遊びに来てください。
【問い合わせ】町商工会 TEL６８−２８１８

車
種
・ 原動機付自転車
（５０ｃｃ〜１２５ｃｃ）
・ 小型特殊車（乗用トラクター等の
農耕作業用自動車を含む）
・ 軽自動車
（貨物／乗用）
・ 二輪車

手続きをするところ
・ 税務課
（転出した場合は、転出先の
市区町村の役所）
・ 軽自動車検査協会
千葉事務所 袖ヶ浦支所
TEL０４３８−６３−２８４４
・ 千葉陸運支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
TEL０５０−５５４０−２０２５
（テレホンサービス）

猫等の愛護動物を虐待したり遺棄することは犯罪であり、違反
すると罰せられます。農作物の被害を防ぐ目的であっても、安易
に罠を仕掛けると誤って愛護動物が掛かる危険性があり、無差 【問い合わせ】税務課 TEL６８−６６９２
別に動物を殺傷してしまいます。なお、動物の捕獲（網・罠等）に
は、免許や許可が必要です。正しい知識を持ち、動物を不必要
に苦しめる行為はやめましょう。
固定資産税は、課税年度の１月１日を要件として、課税します。
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８−６６９４
このため、届出がない場合、課税時においてトラブルの原因とな
ることがあります。所有していた家屋を取り壊した場合は、以下
の手続きをお願いします。詳しくは税務課までお問い合わせくだ
今月の町民無料日は２月１７日（毎月第３日曜日）です。受付 さい。
で、お住まいの地域を申告するだけで入場できますので、是非
建物滅失登記（法務局）
ご来場ください。
※平成２
０年１月１日以前に取り壊しをして、２月以
登記している場合
また、現在「君塚彦四郎展」を開催しています。生き生きと働
降に滅失登記をする（した）場合は、税務課へも
「登記家屋とりこわし届出書」をご提出ください。
く海女や茅葺きの家々、漁港、田園など、日本各地の風景を素朴
登記し
ていない場合
未登記家屋と
りこわし届出書の提出（税務課）
なタッチで描いた作品を展示しています。
【問い合わせ】税務課 TEL６８−６６９２
皆さまの来場をお待ちしています。
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８−６３８９

家屋の取り壊しを行った方へ

月の沙漠記念館からのお知らせ

町民カレッジ

水質検査の廃止について
健康福祉センターで実施している水質検査（飲料水、プール
水）については、民間検査機関が整備されたことにより、４月１日
から廃止となります。検査を希望する方は、検査機関の一覧をご
案内しますので、夷隅健康福祉センターまでご連絡ください。
なお、水質検査結果に関するご相談は引き続きお受けしてい
ますので、ご利用ください。
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター TEL７３−０１４５

フラワーアレンジメント教室
【日程】３月９日（日） １３：３０〜１５：３０ （受付１３：００〜）
【場所】公民館 ２階大会議室
【内容】たくさんの花を使った春のアレンジメント
【定員】先着４０名予定（町内在住の方）
【持ち物】材料費（１，８００円）、生花用はさみ
【講 師】山本晴美 氏
【申込期間】３月５日（水）まで
【申し込み・問い合わせ】教育委員会 TEL６８−２５１４

第１７回わくわくショップ開催
みずほ学園では、第１７回わくわくショップを開催します。知的
障害を持つ方々が日ごろ取り組んでいる作業作品を是非ご覧く
ださい。
【日程】３月７日（金）〜９日（日）
１０：００〜１９：００（最終日は１８：００まで）
【会場】大多喜ショッピングプラザ「オリブ」 センターコート
※駐車場あり（無料）
【展示販売内容】花（パンジー、ビオラ他）、木製プランター、
ビーズ作品、織物マット
【問い合わせ】社会福祉法人いちょうの里 みずほ学園
TEL７６−４３２１

「交通事故死ゼロを目指す日」実施
２月２０日（
水）
は「
交通事故死ゼロを目指す日」
です。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。
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
募

集

県立市原高等技術専門校
４月入校生募集
【募集科目】ビルメンテナンス（６ヶ月コース）
【訓練時間】平日８：５０〜１６：４０
【応募要件】学歴は問いません
【募集人数】１５名
【費用】授業料等無料、テキスト・作業服等各自負担
【応募書類】入校願書（指定様式）
【応募先】雇用保険受給者と４５歳以上の方は公共職業安定所、
その他の方は以下の問い合わせ先まで
【応募期間】２月２７日（水）まで
【試験日】３月７日（金）
【選考方法】職業適性検査、面接
【
問い合わせ】
県立市原高等技術専門校 TEL０４３６−２２−０４０３

