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お知らせ   

役役場場開開庁庁時時間間延延長長のの試試行行ににつついいてて  
４月１日から６月３０日まで、役場開庁時間延長(１９：００まで）の

試行を行いましたが、試行期間中の利用状況などを踏まえ検討
した結果、税務住民課の業務（戸籍、印鑑証明、納税証明など）
のみ、試行期間を９月３０日まで延長することとなりました。 
 なお、税務住民課の業務以外は、８月１日以降１７：３０までと
なりますのでご注意願います。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 

市市町町村村交交通通災災害害共共済済のの新新規規受受付付  
（（各各地地区区出出張張受受付付））をを行行なないいまますす  

市町村交通災害共催の新規受付（期間：平成２１年９月１日～
平成２２年８月３１日）に際し、以下の日程で出張受付を行います。
加入される方は、申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えて
お申し込みください。なお、現在交通災害共済に加入されている
方は、平成２１年８月３１日で期間が満了となります。 
年会費（平成２１年９月１日～平成２２年８月３１日）  １人７００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま

会場へお持ちください。（印鑑不要） 
◆町内の保育園児及び小中学校の児童・生徒は、すでに集団

加入していますので、申し込みの必要はありません。 
◆出張受付以降は、総務課及び公民館で随時申込を受け付け

ます。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 
募 集  

平平成成２２２２年年度度採採用用予予定定のの  
町町職職員員をを募募集集ししまますす  

 
【採用予定人数等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【応募期間】８月３日（月）～８月１４日（金） 

※郵送可 ８月１４日消印有効 
【応募方法】所定の申込書に必要事項を記入のうえ、役場４階

総務課まで提出してください。 
※申込書は総務課で配布しています。 

郵送を希望する方は、１２０円切手を貼った返信用封筒を
同封し、『採用試験申込書希望』と明記して総務課まで送付
してください。 

【１次試験】９月２０日（日） 御宿町役場２Ｆ会議室 
      （受付時間９：００～９：３０  試験開始１０：００） 
 
 
 
 
 
 
【２次試験】１０月下旬から１１月上旬に面接試験を実施予定 
    ※詳細については、１次試験合格者に別途通知します。 
 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 
お知らせ   

福福祉祉車車両両のの貸貸しし出出ししににつついいてて  

町では、障害者や高齢者等の社会参加を促進し、福祉の向上
を図るため、福祉車両「ゆうあい号」を新しくしました。車椅子を
乗せることができ、４人まで乗車可能です。是非、ご利用ください。 
【利用開始】７月１５日（水）から ※土・日・祝日利用可能 
【利用方法】利用日の５日前までに地域福祉センターへ申し込み

ください。（利用料金は無料ですが、燃料代は
負担していただきます。） 

【申し込み・問い合わせ】地域福祉センター TEL６８－６７２５ 
 

親親とと子子のの料料理理教教室室のの開開催催ににつついいてて  
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おい
しく」食べることの大切さを見直してみましょう。みなさんの参加を
お待ちしています。 
【期日】８月２３日（日） ９：００～１３：００ 
【場所】町公民館 
【内容】講義・調理実習  ※テーマ：スペイン料理 

（献立：スペインオムレツ、ボカディージョ、鶏のチリンドロン） 
【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 
【定員】先着１５組 
【費用】無料 
【持ち物】エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、室内用くつ 
【申込期間】７月１０日（金）～８月７日（金） 
【申し込み・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

アアカカウウミミガガメメのの産産卵卵がが始始ままりりままししたた  

６月中旬から７月下旬に、浜海岸から浦中海岸にかけて、
アカウミガメが産卵のため上陸します。産卵から約２ヶ月程度
（８月下旬から９月中旬）でふ化し、子ガメは海に帰ります。 

上陸した親ガメや卵は、無断で採取することはできません。
町では、産卵場所が台風などで冠水する可能性が高い場合、
千葉海区漁業調整委員会から承認を受けた職員が、卵を安全
な場所に移すことがあります。しかし、産卵場所は親ガメが
自然に選択した場所なので、原則、卵の移動はしません。 

砂浜でウミガメの産卵を確認した方は、産業観光課までご連絡
ください。 
【問い合わせ】産業観光課農林水産班 TEL６８－２５１３ 

受付日 午前 午後
高山田地区 実谷・七本地区

場所　　高山田公民館 場所　　町浄水場
時間　　８：３０～１０：００ 時間　　１３：００～１４：３０

上布施地区 御宿台地区
場所　　上布施消防 場所　　御宿台集会所
　　　　　コミュニティセンター 及び
時間　　１０：３０～１２：００ 　　　ラビドール御宿

時間　　１５：００～１６：００
六軒町地区 岩和田地区

場所　　第３分団消防庫 場所　　岩和田青年館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１５：３０

浜地区 須賀地区
場所　　浜青年館 場所　　須賀区民館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１５：３０

久保地区 新町地区
場所　　久保区民館 場所　　新町会館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１５：３０

７月２４日
（金）

７月２３日
（木）

７月２２日
（水）

７月２１日
（火）

試験職種 採用予定数 受　　験　　資　　格

行政上級 ４　名 昭和５６年４月２日から昭和６３年４月１日
までに生まれた方。（学歴は問いません）

行政初級 ３　名 昭和６３年４月２日から平成４年４月１日
までに生まれた方。（学歴は問いません）

社会福祉士 １　名

昭和５６年４月２日から昭和６２年４月１日
までに生まれた方で、社会福祉士資格を
有する方又は平成２２年３月末までに資
格取得見込みの方。

試験職種 １次試験科目等

行政上級 一般教養（大卒程度）、専門教養

行政初級 一般教養（高卒程度）、作文

社会福祉士 一般教養（短大卒程度）、専門教養



  
募 集  

いいすすみみ医医療療セセンンタターー職職員員募募集集  
国保国吉病院組合では、平成２１年１０月採用の看護助手を

以下のとおり募集します。 
【採用予定】看護助手 若干名 
【試験日】９月上旬予定（詳細は応募者本人に通知） 
【応募期間】８月３１日（月）まで 
【応募先・問い合わせ】いすみ医療センター総務課 

〒２９８－０１２３ いすみ市苅谷１１７７  TEL８６－２３１１ 
（URL）http://www.kuniyoshi-hp.jp 

   ※詳しくはいすみ医療センター総務課にて配付している募集
要項をご覧ください。なお、募集要項は上記ホームページ
でもご覧になれます。 

 
お知らせ  

ダダイイオオキキシシンン類類測測定定結結果果ににつついいてて  

平成２０年度に実施したダイオキシン類の測定結果について
お知らせします。 

結果はいずれも基準値以下でした。  

測  定  場  所 測定日 測定結果 基準値 

排 ガ ス H20.12.4 0.10ng 10ng 

焼 却 灰   〃 0.016ng 3ng 
清掃センター 

焼却炉 
ばいじん（飛灰）   〃 0.011ng 3ng 

最終処分場 
地下浸透水 
（観測井） 

H120.12.3 0.0021pg 1pg 

※ｎｇ（ナノグラム）は 10 億分の 1 グラム 
※ｐｇ（ピコグラム）は 1 兆分の 1 グラム  

【問い合わせ】建設環境課環境整備班 TEL６８－６６９４ 
 
千葉県教育庁文化財課森宮分室 

  
県教育庁文化財課森宮分室では、県内の発掘調査で発見

された旧石器時代から近世までの貴重な出土文化財約５００点を
間近に見ることができます。また、勾玉つくりの体験を行なって
います。この機会に自分だけのオリジナル勾玉を作ってみませんか。 
【期日】毎週月～金曜日 ９：００～１６：３０ （随時受付） 
     （所要時間の目安：１時間） 
【定員】１５人 
【費用】３００円（勾玉つくり材料費） 
【会場・問い合わせ】県教育庁文化財課森宮分室 

大多喜町森宮８－３ TEL８２－２４２５ 

  
募 集 
 

海海上上保保安安大大学学校校・・学学校校  学学生生募募集集  
海上保安庁では、平成２１年度の海上保安大学校・学校の

学生を以下のとおり募集します。 
【受験資格】大学校学生は平成元年４月２日以降に生まれた者、学校

学生は昭和６１年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 
（１）高等学校を卒業した者及び平成２２年３月までに高等学校

を卒業する見込みの者 
（２）中等教育学校を卒業した者及び平成２２年３月までに

中等教育学校を卒業する見込みの者 
（３）高等専門学校の第３学年の課程を修了した者及び平成２２年

３月までに高等専門学校の第３学年の課程を修了する
見込みの者 

（４）高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定
を含む）に合格した者等、人事院が（１）（２）に掲げる者と
同等の資格があると認める者 

【応募期間】 
（１）郵送又は持参 

○大学校学生 ８月２７日（木）～９月８日（火） ９月８日消印有効 
○学校学生   ７月２１日（火）～８月４日（火）  ８月４日消印有効 

（２）インターネット 
○大学校学生 ８月２７日（木）９：００～９月２日（水）１７：００ 
○学校学生   ７月２１日（火）９：００～７月２８日（火）１７：００ 

【採用予定数】 
○大学校学生 約４５名 
○学校学生  船舶運航システム課程 約１００名 

航空課程 約１０名 
情報システム課程 約４０名 
海洋科学課程 約１０名 

※詳細については勝浦海上保安署に問い合わせください。 
【問い合わせ】勝浦海上保安署 TEL７３－３９９９ 
 
千葉県生涯大学校外房学園 

作作品品展展示示会会のの開開催催ににつついいてて  
県生涯大学校外房学園では、学園の授業内容などを地域の

皆さんに知っていただけるよう、学生が学習を通じて習得した技術
や趣味をいかして製作した作品の展示会を開催します。体験
コーナーやイベントも開催しますので、是非、ご来場ください。 
【期日】８月２１日（金）～８月２４日（月） １０：００～１６：００ 
【展示内容】各科（園芸、陶芸、生活、福祉）企画作品、体験コーナー、

クラブ活動作品、各種イベント 
【会場・問い合わせ】県生涯大学校外房学園 

茂原市小轡３１９－１ TEL０４７５－２５－８２２８ 

 
募 集 
 

平成２１年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合 

消消  防防  職職  員員  採採  用用  試試  験験  
【採用予定人数】３名程度 
【試験日時・場所】 
 
 
 
 
 
【受験資格】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【応募期間】 

８月３日(月)～８月１４日(金) ※郵送可 ８月１４日消印有効 
受付時間 ８：３０～１７：３０ 

【試験の方法】 
（１）第１次試験（教養試験、作文試験、体力試験） 
（２）第２次試験（面接試験） 

【提出書類】 
（１）職員採用試験申込書 
（２）健康診断証明書（夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定

のものまたは同様のもので提出日前３ヶ月以内のもの） 
（３）履歴書（第２次試験まで） 
（４）成績証明書（第２次試験まで） 
（５）卒業(見込)証明書（第２次試験まで） 

【申込書の請求先】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（総務課もしくは消防本部） 

【応募先・問い合わせ】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合総務課 
〒２９９－５２２５ 勝浦市墨名８１５－５６  TEL７０－２０００ 

試　験 日　　　時 試験会場

第１次試験 ９月２０日(日)
１０：００（受付９：００～）

大多喜町中央公民館
夷隅郡大多喜町大多喜４８６－３

第２次試験 １１月上旬 第１次試験合格者に別途通知

受　　験　　資　　格
高等学校卒業程度の学力を有する者
昭和６０年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者

身  長 おおむね１６０cm（女子にあってはおおむね１５５cm）以上
体  重 おおむね５０kg（女子にあってはおおむね４５kg）以上

視  力
矯正視力を含み、両眼で０.８以上、かつ一眼でそれぞれ０．５以上で赤色、青色
及び黄色の色彩の識別ができること。

聴  力 左右とも正常であること。
握  力 左右とも３５kg（女子にあっては２５kg）以上

１． 身体の各関節が正常であること。
２． 言語が明瞭で充分発音ができること。
３． 神経機能及び神経系統に異常がないこと。
４． 結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患がないこと。
１．日本国籍を有しない者
２．成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、またはその執行を受ける
　　ことがなくなるまでの者
４．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
　　２年を経過しない者
５．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した
　　政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
　　これに加入した者

不適格基準

区　分
学　力
年　齢

身
体
状
態

その他

発発掘掘出出土土品品のの展展示示とと勾勾玉玉
まがたま

つつくくりり 


