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お知らせ

平成２１年度町臨時職員を
登録制により募集しています

発行日 平成２１年２月２５日 ＮＯ．５２３
町では登録制により臨時職員を募集しています。この登録制と
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
は、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
ホームページ
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
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人を選考し、採用する制度です。保育士や お知らせ
保健師、大型自動車免許などの資格をお持ちの方、登録してみませ
んか？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。
「火の始末 君がしなくて 誰がする」
【登録条件】６５歳未満であること（定年年齢は６５歳）
【実施期間】３月１日（日）〜７日（土）
希望する職種に必要な資格免許を有していること
住宅防火 いのちを守る７つのポイント（
３つの習慣・
４つの対策）
健康状態が良好であること
３つの習慣
【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
○寝たばこは、絶対にやめる。
ください。（郵送可）
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
※申込書は、町ホームページからダウンロードする
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
か、総務課窓口にてお受け取りください。
４つの対策
【受付期間】平成２１年１２月３１日まで
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置する。
※８：３０〜１７：３０（土日、祝日を除く。）
○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
【問い合わせ】
総務課 ＴＥＬ６８−２５１１
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
お知らせ
体制をつくる。
【問い合わせ】総務課 ＴＥＬ６８−２５１１

平成２１年春季全国火災予防運動

軽自動車等をお持ちの方へ

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
します。使用していなくても、廃車手続きをしないで、軽自動車等
にナンバープレートを付けたままにしていると、いつまでも税金が
かかり続けます。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
後期高齢者医療保険料は、「年金からの支払い」から「口座
の届出を済ませるようお願いします。
振替での支払い」へ変更することができます。
なお、各車種の手続きについては以下のとおりです。
「口座振替での支払い」を希望される方は、金融機関にて、
車
種
手続きをするところ
後期高齢者医療保険料の口座振替の申請を行い、本人控えを
・ 原動機付自転車
・ 税務住民課
持って保健福祉課の窓口にて手続きください。
（５０ｃｃ〜１２５ｃｃ）
（
転出した場合は、転出先の
【手続きに必要なもの】①振替口座の預金通帳
市区町村の役所）
・ 小型特殊自動車（乗用トラクター等の
②通帳の届け印
農耕作業用自動車を含む）
③後期高齢者医療保険制度の保険証
・ 軽自動車
・ 軽自動車検査協会
（貨物／乗用）
千葉事務所 袖ヶ浦支所
【申請に関する注意事項】
TEL０４３８−６３−２８４４
「年金からの支払い」を「口座振替での支払い」に変更する
・ 二輪車
・ 千葉運輸支局
場合は、３ヶ月前までに申請してください。
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
（例：６月の「年金からの支払い」を「口座振替での支払い」に
TEL０５０−５５４０−２０２５
（テレホンサービス）
変更する場合は、３月末までの申請が必要となります。）
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８−６７１７
【問い合わせ】税務住民課税務班 TEL６８−６６９２

後期高齢者医療保険料の
支払い方法について

町ホームページに掲載する
有料広告を募集します
町ホームページに掲載する有料広告を募集します。
事業所、企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。
【掲載位置及び規格】
町トップページ バナー広告
(1) 大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル
(2) 容量 ４キロバイト以内
(3) 形式 GIF又はJPEG形式（アニメーションGIFを除く。）
【募集枠】１０枠（申込先着順）
【掲載料金】１枠月額 町内８，０００円
町外１０，０００円
※６か月分で申し込みいただいた場合、掲載料金は 1 回あたり
５００円を減じた額となります。また、１２か月を越えて継続し
て掲載する場合についても、1 回あたりの掲載料金から５００
円を減じた額となります。更に２枠以上で６か月分を申し込ま
れた場合は、１回あたり５００円を減じた額となります。
【掲載期間】平成２１年４月１日〜
月の初日から末日までの１か月単位で、最大６か月連続して
申し込みできます。
※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。
申し込みについては必要書類がありますので、詳細につい
てはお問い合わせください。
【問い合わせ】企画財政課 ＴＥＬ６８−２５１２

消費生活講座

「悪質商法の手口とトラブル対処法」
頻発する悪質商法。予防のためにぜひ聴講下さい。
【日時】３月５日（木）
１３：３０〜１５：００
【場所】公民館２階大会議室
【問い合わせ】
産業観光課商工観光班 ＴＥＬ６８−２５１３

講演会中止のお知らせ
まるごとミュージアムで紹介いたしました、３月１６日（月）予定
の鈴木大地氏講演会は中止となりました。
【問い合わせ】商工会 ＴＥＬ６８−２８１８

お知らせ

光ファイバーインターネットの
誘致活動を実施します！

お知らせ

お知らせ

３月のＢ＆Ｇ健康運動教室

○かんたんエアロビクス：
６日（金）
、２７日（金）
１４：００〜１５：
００
○ステップエアロビクス：２０日（
金）
１４：００〜１５：００
光ファイバーを用いたインターネットは通信速度や安定性に
※傷害保険等については、各自で加入をお願いします。
優れるとともに、NTT 局舎からの距離の影響を全く受けませんの
すでに加入されている方は必要ありません。
で画像や映像などの伝送に適しています。
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８−４１４３
しかしながら、光ファイバーを引くための工事等に業者側は多
額の費用を要するため、提供地域は都市部などの 多くの利用
者が見込めるところ に限られています。
リズム体操教室発表会（Ｂ＆Ｇ財団助成事業）を以下のとおり
主な業者に御宿町へのサービス提供を確認したところ、「提供
の見込はない。」との回答を得ておりますが、 NTT 東日本 につ 実施します。ぜひ、ご来場ください。
いては、「住民の要望が高ければ提供地域に加えることもあり、 【日時】３月１４日（土） ９：３０〜
【受付】９：００〜
誘致活動によりサービス提供が実現した地域もある。」として
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
います。
Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８−４１４３
町では都市部との情報格差の是正は、今後地域活性化の核 【問い合わせ】

リズム体操教室発表会

を成すものとして是非とも提供地域に加えたいと考え、商工会と
ともに今回の誘致活動を実施することとしました。
光ファイバーインターネット「フレッツ光」要望書兼仮申込書
を各世帯に配布いたしますので、誘致に賛同いただける方は、
３月２７日までに必要事項を記入のうえ役場、公民館又は商工会
の回収箱に投函してください。（
ＦＡＸ可）
必要な時に光ファイバーを使用できる環境をあらかじめ整備
しておくことは大切です。
皆さまの熱意により早期提供が実現できるようご協力をお願い
します。
※お配りする 光ファイバーインターネット「フレッツ光」要望書
兼仮申込書 は、地域のニーズ調査であり本契約ではあり
ません。
※ 光ファイバーインターネット「フレッツ光」要望書兼仮申込
書 の提出にあたり金銭的な負担は生じません。
※本件に対して町職員、商工会職員が金銭の要求をすること
は絶対にありません。
※類似の事業を語る詐欺などの犯罪に充分ご注意ください。
※御宿台地区は２００８年１月から光サービスの提供地域とな
っております。
【問い合わせ】
企画財政課 ＴＥＬ６８−２５１２ ＦＡＸ６８−３２９３
商工会
ＴＥＬ６８−２８１８ ＦＡＸ６０−３００８

バレーボール大会開催！！
体育協会主催により、男女混合(女性のみでも可)９人制バレー
ボール大会を開催します。
参加希望の方は、公民館・海洋センターにて申請用紙を提出
し、申し込みください。
【日時】３月１５日(日) ９：００〜
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
【締め切り】３月１１日(水)まで
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８−４１４３

３月の心配ごと相談
【日時】２日（月） ９：００〜１２：００ （一般・行政・障害者相談）
２３日(月) ９：００〜１２：００ （一般・人権相談）
【場所】地域福祉センター
【問い合わせ】社会福祉協議会 ＴＥＬ６８−６７２５

南総里見八犬伝２００９
―犬坂毛野 桃華の舞―
県南総文化ホールでは、安房地域を舞台とした滝沢馬琴の
物語「南総里見八犬伝」にもとづく県民参加による創作劇を以下
のとおり実施します。ぜひ、ご来場ください。
【日時】３月２１日(土) １３：３０〜
【場所】県南総文化ホール（館山市北条７４０−１）
【定員】１，２００人
【入場料】１，５００円（全席自由､中学生以下は５００円）
【問い合わせ】
県南総文化ホール ＴＥＬ０４７０−２２−１８１１

御宿駅でＳｕｉ
ｃａがスタート！
３月１４日（土）から、外房線・内房線のすべての駅でＳｕｉ
ｃａが
使えるようになります。Ｓｕｉ
ｃａは一度ご購入していただくと、１枚
でくり返し使えるエコで便利な Ｉ
Ｃきっぷ です。今お使いの
通勤・通学用定期券を、Ｓｕｉ
ｃａに変更することも出来ます。
子ども用のＳｕｉ
ｃａもあります。Ｓｕｉ
ｃａは、道の駅やコンビニなど
街中でも使えるところがたくさんあります。ぜひ、この機会にＳｕｉ
ｃａ
をご購入ください。
これからは、乗るときも降りるときもピッ！とタッチ！！

地球温暖化防止にご協力を！
地球温暖化を防止するため、みなさんが家庭で出来る取り
組み例を紹介します。
・冷房温度は一度高く、暖房温度は一度低く設定する。
・車のアイドリングはしない。
・テレビを見る時間を一日一時間減らす。
・コンセントを抜き、待機電力を抑える。
・
同じ部屋で家族団らんをして、冷暖房や照明の使用量を減らす。
・風呂の残り湯を洗濯に使用する。
・シャワーはこまめに止める。
・マイバッグを使い、レジ袋は断る。
【問い合わせ】勝浦駅 ＴＥＬ７３−００７２
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 ＴＥＬ６８−６６９４

