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お知らせ   

公公共共施施設設のの年年末末年年始始のの休休業業日日   
施 設 名 休 業 日 

御宿町役場 １２月２７日～平成２１年１月４日 

御宿町公民館 ２９日～          ３日 

Ｂ＆Ｇ海洋センター      ２９日～          ３日 

歴史民俗資料館      ２９日～          ５日 

御宿町営野球場      ２９日～          ３日 

御宿町営テニス場      ２９日～          ３日 

旧岩和田小学校体育館      ２９日～          ３日 

月の沙漠記念館      ２９日～          ３日 

地域福祉センター      ２７日～          ４日 

御宿台公園テニス場      ３１日～          １日 

御宿パークゴルフガーデン      ３１日～          １日 

清掃センター 
１２月３０日及び 
平成２１年１月１日～     ４日 

 
①公民館での住民票の発行は１２月２７日（土）までです。 

※戸籍の届出（死亡・出生・婚姻・離婚等）は閉庁日を問わず役
場で受け付けます。 

②町民バスは、１２月２９日（月）から平成２０年１月３日（土）まで運休です。 
③１２月２９日（月）は通常の収集は行いませんが、清掃センターへの持ち込

みは可能です。（８：３０～１６：００） 
１２月３１日（水）は、全区域燃やせるごみの臨時収集を行います。 
清掃センターへの持ち込みも可能です。（８：３０～１６：００） 

 

地地デデジジ（（地地上上デデジジタタルル放放送送））でで  
    ああななたたををだだまますす詐詐欺欺にに注注意意！！  

テレビの地デジ対応やアンテナ交換などを口実にした詐欺が発生し
ています。身におぼえのない工事や代金請求にはご注意ください。 

地デジ対応で、総務省やテレビ局、その他関係機関がお金を請求
することは一切ありません。このような請求を受けたときは、すぐに支払
わず以下の機関へご相談ください。 
【地上デジタル放送全般に関する相談先】 

総務省コールセンター ＴＥＬ０５７０－０７－０１０１ 
        平日９:００～２１:００ 土・日・祝日９:００～１８:００ 

【身におぼえのない請求があった場合の相談先】 
総務省関東総合通信局 ＴＥＬ０３－６２３８－１９４４ 
いすみ警察署生活安全課 ＴＥＬ６２－０１１０ 
千葉県消費者センター ＴＥＬ０４７-４３４-０９９９ 
企画財政課 TEL６８－２５１２ 

募 集  

登登録録制制度度にによよりり平平成成２２１１年年度度  
町町臨臨時時職職員員をを募募集集ししまますす  

登録制度とは、町で臨時職員として働くことを希望される方にあらか
じめ希望する職種や勤務時間等を登録していただき、必要に応じて
登録者の中から条件に合う方を選考し、採用する制度です。なお、
登録された方すべてが採用されるわけではありませんのでご了承ください。 
【登録条件】６５歳未満の方（定年年齢は６５歳） 

希望する職種に必要な資格免許を有している方 
健康状態が良好な方 

【登録方法】『臨時職員登録申込書』を総務課庶務係へ提出してくだ
さい。（郵送可） 

※申込書は、町ホームページからダウンロードするか、
総務課窓口で取得できます。 

【受付期間】平成２１年１月５日～１２月３１日 
８：３０～１７：３０（土日、祝日を除く。）  

【問い合わせ】総務課 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 
お知らせ 

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度のの保保険険料料のの  
    支支払払いい方方法法ににつついいてて  

来年度から、「年金からの支払い」と「口座振替」の選択制となります。 
(対象者は、特別徴収（年金から天引き）の方です。） 

 平成２１年４月分の年金からの支払いを口座振替にする場合は、 
平成２１年１月３０日（金）までに手続きをしてください。 
 なお、口座振替開始は、平成２１年７月からとなります。 
※この期間を過ぎても随時受付できます。 
この制度の保険料につきまして、口座振替での支払いを希望される
方は、保健福祉課の窓口で手続きをしてください。 
【手続きに必要なもの】①振替口座の預金通帳 
               ②通帳のお届け印 
               ③後期高齢者医療保険制度の保険証 
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７ 
 

平平成成２２１１年年１１月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○かんたんエアロビクス：９日（金）、２３日（金） １４：００～１５：００ 
○ステップエアロビクス：１６日（金）、３０日（金） １４：００～１５：００ 
※ 傷害保険等については、各自で加入をお願いします。 

すでに加入されている方は必要ありません。 
【問い合わせ】 Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 

 
お知らせ 
 

家家屋屋をを取取壊壊ししたた方方へへ  
平成２１年度固定資産税（家屋分）は、平成２１年１月１日（賦課期

日）に存在する家屋に課税されます。平成２０年中に家屋を取壊し
た方は、「家屋取壊し届出書」を税務住民課税務班に提出してく
ださい。 

（法務局で家屋の滅失登記をした場合は、届出は不要です。） 
【問い合わせ】税務住民課税務班 ＴＥＬ６８－６６９２ 
 

確確定定申申告告書書のの早早期期提提出出ににつついいてて  
平成２０年分確定申告期間は平成２１年２月１６日(月)から３月   

１６日(月)ですが、期間中は税務署が大変混み合います。 
以下のような方で、平成２０年分の所得税として源泉徴収された 

税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、平成２１
年１月から還付申告をすることができます。 
・年末調整済の給与所得者が、医療費控除や住宅ローン控除など
を受ける場合 

・公的年金を受給していて、それ以外に申告すべき所得がない場合
（所得控除等の関係で、税金が還付される場合と納税となる場合が
あります。） 

・平成２０年の中途で退職し、年末調整を受けなかった場合 
 茂原税務署では、平成２１年１月５日（月）から、土日・祝日を除き、
申告相談と確定申告書の受付を行っています。また、署外での申告
相談と確定申告書の受付を以下の日程で行います。 

◎年金受給者等のための申告指導相談 
月　　日 会　　場 時　　間

9：30～12：00
13：00～16：00

2月9日(月) 勝浦市役所 【受付は15：00まで】

平成21年2月4日(水)・
5日(木)・6日（金） 茂原市総合市民センター

 
◎税理士による小規模納税者の方などのための無料申告相談 

月　　日 会　　場 時　　間
 9：30～12：00
13：00～16：00

2月12日(木)・13日(金) いすみ市役所(岬庁舎) 【受付は15：00まで】

平成21年2月10日（火） いすみ市役所

 
※ 小規模納税者の所得税・消費税、年金受給者・給与所得者の 

申告を対象としています。 
（ただし、土地・建物・株式等の譲渡所得のある方を除きます。） 

【問い合わせ】茂原税務署個人課税第１部門 
ＴＥＬ０４７５－２２－２１６６（自動音声２を選択） 

 

児児童童・・生生徒徒のの安安全全ににごご協協力力をを！！  
児童・生徒の安全確保のため、交通違反や不審者、危険な場所

への立入り等を見かけたら、声をかけるなどのご協力をお願いします。 
【問い合わせ】教育委員会 ＴＥＬ６８－２５１４ 



お知らせ  

新新病病院院  いいすすみみ医医療療セセンンタターー  
講講演演会会・・内内覧覧会会ののおお知知ららせせ  

 平成２１年２月１日より「国保国吉病院」は「いすみ医療センター」に
名称変更し、開院する予定です。開院に伴い、地域医療に関しての
講演会・新病院の内覧会を以下のとおり行います。多数の方のご来場
をお待ちしています。 
◎講演会 演題 「地域医療の崩壊を防ぐために」 

千葉県立東金病院長 平井愛山 先生 
【期日】平成２１年１月１０日（土） 受 付 １２：３０～ 
                     講演会１３：００～１４：００ 
【場所】新病院 いすみ医療センター （いすみ市苅谷１１７７番地） 
※会場の収容人数に限りがありますので先着１００名程度とさせていただきます。 
◎内覧会 講演会終了後、１４：３０頃から予定しています。 
【問い合わせ】国保国吉病院 ＴＥＬ８６-２３１１ FAX８６-４８７７ 

ホームページ http://www.kuniyoshi－hp.jp/ 
 

町町内内診診療療所所のの年年末末年年始始のの診診療療状状況況      
                                    （○…診療予定） 

町内診療所 12月27日(土) 12月28日(日) 12月29日(月) 12月30日(火) １２月31日(水)～
平成２１年1月４日(日)

吉野外科医院 午前中○ 休 ○ 午前中○ 休

青葉クリニック 休 休 午前中○ 休 休

ラビドール
クリニック 休 休 ○ 休 休  

※救急指定病院は塩田病院と国吉病院です。なお、国吉病院の小児
科外来診療は１２月２７日（土）、１２月３０日（火）と、平成２１年１月 
２日（金）の９：００から１７：００です。 

【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７ 

お知らせ 
 

御御宿宿台台地地区区地地区区計計画画がが施施行行さされれまますす  
地区計画が施行されると、平成２１年１月以降、地区計画の区域内

で建物等を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の３０日
前までに町長への届出が必要となります。地区計画に関する届出書
の様式は、町ホームページからダウンロードするか、建設環境課窓口
で取得できます。 
【届出を必要とする行為】 
・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築又は工作物の建設 
・建築物等の用途の変更 ・建築物等の形態又は意匠の変更 
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 ＴＥＬ６８－６６９４ 
 

夷夷隅隅地地域域チチェェーーンンソソーー講講習習会会  
夷隅郡市林業改良普及協会は、以下のとおりチェーンソー講習会

を開催しますので、参加希望の方は以下までご連絡ください。今回は
終了証の取得が可能です。 
【期日】平成２１年１月２９日（木）、３０日（金） ９：００～１６：００ 
【場所】大多喜県民の森研修室及び大多喜町有林 
【募集人数】２０名（定員になり次第締切） 
【参加費】１３，０００円（傷害保険等） 
【持参品】チェーンソー、チェーンオイル、燃料、付属工具、 
      ヘルメット、昼食、印鑑、写真２枚（３ｃｍ×２．４ｃｍ） 
【問い合わせ】夷隅農林振興センター振興普及部改良普及課 
         TEL８２－２２１３ 

募 集 

地地球球温温暖暖化化防防止止活活動動推推進進員員募募集集！！  
 千葉県では、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対
策に関する知識の普及、並びに地球温暖化対策の推進を図るための
活動に取り組む「地球温暖化防止活動推進員」を募集します。 
【活動概要】 ◎ボランティアとして 
・自ら日常生活において、地球温暖化対策を実践する 
・地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について地域住
民の理解を深めるため、あらゆる機会を捉えて、国及び県等が作成
するパンフレット等の資材を活用した普及啓発活動に努める 

・国、県、市町村、千葉県地球温暖化防止活動推進センターが主催、
又は後援・協力する地球温暖化対策等の推進活動に協力する 

【委嘱期間】平成２１年４月～平成２３年３月 
【募集期間】平成２１年１月２３日（金）まで 
【問い合わせ】千葉県地球温暖化防止活動推進センター 

ＴＥＬ０４３－２４６－２１８０ 
千葉県環境生活部環境政策課温暖化対策推進室 
ＴＥＬ０４３－２２３－４６４５ 
 

お知らせ 

平平成成２２１１年年１１月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【期日】 ６日（火）（一般・行政・障害者相談） 

２２日(木）（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】 社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

お知らせ  
町町有有地地売売却却ののごご案案内内  

町では、町有地を売却します。御宿町に定住できる方で、土地を

お探しの方は、以下の応募要領によりお申込みください。 
売却地 面積 価格 

六軒町字浦仲 
４８８番８１ 

３３８㎡ ８，０３１，０００円 

【応募資格】定住用の宅地をお探しの方 

        （法人の応募は出来ません） 

【応募要領】企画財政課窓口で公募抽選案内書を配布します。 

        また、町ホームページでも確認できます。 

【応募方法】町有地買受申請書に必要事項を記入の上、提出してください。 

募件数は、１世帯につき1 件とします。 

【受付期間】平成２１年１月９日（金）～３０日（金） （土日・祝日は除く） 

【抽選期日】平成２１年２月３日（火） １３：３０～ 

【抽選会場】役場２０２会議室 

【申し込み・問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２ 

＜位置図＞ 
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売却地 


