募

集

募

夏季清掃員募集

集

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール監視員募集

【勤務内容】プール場内での監視業務（水着着用）、
【勤務内容】海岸清掃、公衆トイレ清掃、清掃センター作業
受付業務、施設管理
【勤務期間】７月１８日（金）〜８月１９日（火）
発行日 平成２０年６月２５日 ＮＯ．５０７
※救急法の講習を受講していただきます（
有資格者除く）
※土日勤務あり（週休２日）
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
【勤務期間】７月１９日（土）〜９月７日（日）
【勤務時間】８：００〜１８：００（休憩時間２時間） ８時間勤務
※土日勤務あり（週休２日）
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【募集人数】４名
【勤務時間】８：３０〜１７：３０（休憩時間１時間） ８時間勤務
【応募要件】６５歳未満（定年６５歳）で健康な方
【募集人数】３名
お知らせ
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１０日（
木）
【応募要件】６５歳未満（定年６５歳）で健康な方
までに役場４階総務課へ提出してください。
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１０日（木）
【応募先・問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
平成２０年１２月２３日任期満了に伴う御宿町長選挙の日程を
までに役場４階総務課へ提出してください。
お知らせします。
【応募先・問い合わせ】
総務課 TEL６８−２５１１
お知らせ
【選挙期日】１２月７日（日）
【告 示 日】１２月２日（火）
お知らせ
【基準日・登録日】１２月１日（月）
Ｂ ＆Ｇ海 洋セ ンター プール 開設
水稲の病害虫防除のため、須賀・
高山田・久保・上布施・実谷・七本
※選挙権
【
開設期間】
７月１９日（土）〜９月７日（日）
・転入者 平成２０年９月１日以前に住民票が作成された方
地区の水田において、ヘリコプターによる航空防除を実施します。
【開設時間】９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００
・年 齢 昭和６３年１２月８日以前に生まれた方
防除が安全に行われるよう、皆さまのご協力をお願いします。
※昼休み（１２：００〜１３：００）は閉鎖します。
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８−２５１１
【休館日】毎週月曜日及び祝日の翌日
○日時 ７月１４日（
月）
【その他】小学生以下は、保護者の付き添いが必要です。
午前５時から午前９時まで（予定）
※都合により入場制限をする場合があります。ご利用の際は
※天候不良の場合は、順延となります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険証をお持ちで
電話で確認をしてください。
※航空防除が順延となる場合、また航空防除が終了したときは 以下に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票ができ 【問い合わせ】
B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
防災無線でお知らせします。
ます。この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付が
必要です。必要な方は、町選挙管理委員会まで お問い合わせ 夏期の特別ごみ収集の申込受付を行います
特に次の事項には十分ご注意ください
ください。
①航空防除中の通行は避けてください。
夏期の臨時的事業所や民宿・旅館等一時的にごみの排出量
○両下肢、体幹または移動機能の障害が、1級または2級
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害が、 が増える方を対象に特別ごみ収集の申込受付を行いますので、
②ヘリコプターの音がしている間は窓を閉め、屋外に出ないように 障害者手帳を
お持ちの方
1級または3級
収集を希望される方は、以下のとおり申し込みください。
してください。
○免疫の障害が、1級から3級
受付日
７月１０日（
木）
○両下肢または体幹の障害が特別項症から第２項症
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。 戦傷病者手帳を
お持ちの方
○内臓の障害にあっては、特別項症から第３項症
御宿岩和田漁業協同
④飲料用井戸の蓋が不完全なものは、ビニール等をかけておいて 介護保険被保険者証 ○要介護状態区分が要介護５
場 所
岩和田青年館
組合御宿支所
をお持ちの方
ください。
時
間
９
：
０
０
〜１
０
：
３
０
１１：００〜１２：００
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８−２５１１
⑤屋外で鯉・金魚等を飼っている場合は、水のかけ流しをするか、
７月２２日（
火）
〜８月２０日（水）
収集期間
※日曜日の収集は行いません。
ビニール等をかけておいてください。
○収集加入料金は月額１，０００円（７、８月の場合は２ヶ月分）
⑥畑の野菜は、前日に収穫しておいてください。
【
海
開
き】
７
月１
２
日（
土）
です。ただし、既に年間１２，０００円で加入している場合を
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。
除きます。
⑧航空防除終了後、２４時間以内は水田に入らないでください。 【開設期間】７月１２日（土）〜８月３１日（日）
○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
※遊泳者は監視員の指示に従い、安全を守りましょう。
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８−２５１３
ますので、直接、業者に支払いしてください。
町内巡回バスの運行時刻変更
○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、
７月１４日（月）の町内巡回バスの運行時刻を以下のとおり変更しま
戸別計量し、後日町より送付の納付書により納付してくだ
す。また、天候不良により順延となった場合は通常運行となります。
さい。（１kg あたり６円）
七本バス停発 ７：２５→運休
【開設期間】７月１９日（土）〜８月３１日（日）
○申込用紙は建設環境課または当日受付場所に用意してあり
七本バス停発 ９：００→９：３０に変更
【開設時間】９：００〜１７：００
ます。申込用紙の※欄に必ず記入・押印のうえ、料金とともに
※７
月１
９
日は１
０
：
３
０
から
１
４
：
３
０
ま
で無料開放です。
【問い合わせ】御宿町航空防除事業協議会（産業観光課内）
お申し込みください。
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８−２５１３
TEL６８−２５１３
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 TEL６８−６６９４

御宿町長選挙の日程について

水稲病害虫の航空防除を実施します

郵便等による不在者投票制度ついて

海開き（海水浴場開設）のお知らせ

御宿ウォーターパーク開設のお知らせ

募

集

お知らせ

お知らせ

町身体障害者福祉会
「日帰り旅行」参加者募集

第３回御宿台地区地区計画に関する
説明会の開催について

町身体障害者福祉会では、以下のとおり日帰り旅行の参加者
を募集します。本会未入会で、障害者手帳をお持ちの方も参加
可能ですので、是非ご応募ください。
【期日】７月２３日（水） ８：３０〜１８：００（予定）
【内容】千葉ポートタワー・木下大サーカス見学（車イスでも可）
【対象者】障害者手帳所持者（付き添いの方の参加も可）
【費用】４，０００円（昼食及び見学料等を含む）
（会員は３，５００円）
【締め切り】７月１０日（木）
【応募先・問い合わせ】町身体障害者福祉会事務局
（社会福祉協議会内） TEL６８−６７２５

町では、御宿台地区における建築協定が平成２０年１２月３１日
をもって期間満了することに伴い、現在の住環境を維持保全
するための施策として、地区計画の導入に向けて検討しています。
このことから、住民や地権者等の皆さんからご意見等をいただく
ため、以下のとおり住民説明会を開催します。
【期日】７月５日（土） １４：００〜１６：００
【場所】御宿台集会所 大ホール
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８−６６９４

お知らせ

NHK 朝のラジオ体操おんじゅくの仲間たち実行委員会では、
「健康で笑顔あふれる暮らしのために、自分の健康は自分で
守って生き生きまちづくり」を目指し、健康の保持・増進を目的と
して夏休み期間の子どもたちを対象に、以下のとおりラジオ体操
に参加する方を募集します。
【期間】７月２０日（日）〜８月３１日（日）
【時間】６：２０〜６：４０
【場所】御宿台中央公園噴水広場（雨天中止）
【参加方法】保護者同伴で期間中自由
【問い合わせ】
NHK 朝のラジオ体操おんじゅくの仲間たち実行委員会
TEL６８−５７５５

ハンセン病を正しく理解する週間
ハンセン病を正しく理解していただき、ハンセン病の方々が
安心して生活が送れるようご協力をお願いします。
【期間】６月２２日（日）〜６月２８日（土）
○ハンセン病は、らい菌によって引き起こされる慢性の細菌性
感染症の一種ですが、人に対して毒性を持ちません。
○感染力は極めて弱いので感染しにくい上、発病することは
まれです。
○仮に発病した場合であっても、治療法が確立されている現在
では、早期発見と早期治療により、短期間で治癒する病気です。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

早起きして朝のラジオ体操に
参加しませんか

知っていますか？ 建退共制度
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金
共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数
に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で
働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば
業界全体での退職金制度です。
【加入できる事業主】建設業を営む方
【対象となる労働者】建設業の現場で働く方
【掛金】日額３１０円
【特徴】
○国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
○経営事項審査で加点評価の対象となります。
○掛金の一部を国が助成します。
○掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では
必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
○事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
ホームページ（http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/ ）に
退職金の試算・パンフレット請求等、建退共制度の詳しい情報
が記載されています。
【問い合わせ】建退共千葉支部 TEL０４３−２４６−７３７９
募

集

若ものを考えるつどい２００８
作文募集

（社）日本勤労青少年団体協議会では、「勤労青少年の日」
記念事業として、以下のとおり作文を募集します。
【応募について】
○若者の部（１５歳から３４歳までの方）
○かんたんエアロビクス ４日（金）１４：００〜１５：００
テーマ：特に問いません。仕事に対する思いをお書きください。
県では、御宿町所在の県有財産を入札により売却します。 ○ステップエアロビクス １１日（金） １４：００〜１５：００
○一般の部（３５歳以上の方）
入札には、個人・法人を問わず、どなたでも参加できます。
○アクアビクス ２０日（日）、２７日（
日）１４：３０〜１５：３０
テーマ：「若ものとしごと」について、考え、思いをお書きください。
なお、入札案内書は、千葉県総務部管財課及び県民センター ※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入 ※応募上の注意
にて配付しています。県のホームページで物件情報をご覧に
・作品は未発表のものに限ります。
されている方は必要ありません。
なれますので、是非ご検討ください。
・形式は問いません。（
作文、エッセイ、メッセージ、詩、短歌等）
【問い合わせ】
B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
【入札期間】６月２５日（水）〜７月８日（火）
・原則として横書きで１，５００字以内。（A４用紙を縦長に使用
【物件情報】
してください）
用途地域
・氏名（フリガナ）、年齢、性別、住所及び電話番号を必ず明記
所在地
地積（㎡）
開札日時
（建ぺい率/容積率）
【期日】 ２日（水）［一般・行政・障害者相談］
してください。
第一種住居地域 7月16日（
水）
御宿町新町字仙人塚345-2 542.92
２
２
日（
火）
［
一般・
人権相談］
【締め切り】７月２４日（木）必着
（60% / 200%）
10:30
【
場所等】
地域福祉センター
９
：
０
０
〜１
２
：
０
０
【応募先・問い合わせ】（社）日本勤労青少年団体協議会
（http://www.pref.chiba.lg.jp/koumoku/ken-yuuchi）
【
問い合わせ】
町社会福祉協議会
TEL６
８
−６
７
２
５
〒１６４−８５１２ 東京都中野区中野４−１−１（サンプラザ８F）
【問い合わせ】
千葉県総務部管財課財産管理室
TEL０３−３３８９−１８０２ FAX０３−３３８９−１９５６
TEL０４３−２２３−２０７８・２０９２

県の不動産を売却します

７月のＢ＆Ｇ健康運動教室

７月の心配ごと相談

