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「
春一番！おんじゅく海の花祭り」
開催
及び交通規制の実施について

町営住宅入居者募集（１戸）
町営住宅の入居者を以下のとおり募集します。入居を希望する
方は、建設環境課にある申込用紙に記入し、お申し込みください。
場

所

久保 矢田団地 １戸

構

造

家

賃

簡易耐火長屋造（３DK）
所得に応じて
月額１３，５００〜２０，０００円

発行日 平成２２年２月１０日 ＮＯ．５４６
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
募

集

平成２２年度採用予定の町職員を
募集します

【入居者資格】
①同居親族がいること（ただし、６０歳以上の方、身体障害者等、
特に居住の安定を図る必要があるとして政令で定める方は、 【採用予定人員等】
単身での入居が可能です）
試験区分
採用予定
受 験 資 格
②所定の方法により算出した収入月額が１５８，０００円以下である
昭和４０年４月２日以降に生まれた方で、普通自動
車免許を有し、次のいずれかの要件を満たす者
こと（身体障害者等の方は２１４，０００円以下）
主任介護支援専門員
①主任介護支援専門員研修を修了している者
③現在、住居に困窮していること
１名
または保健師
②専任の介護支援専門員として従事した期間が
④住所または勤務先が御宿町内であること
通算して５年以上ある者
③保健師資格を有する者
⑤入居申込者または同居予定者が「
暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律第２条第６項」に規定する暴力団員で 【応募期間】２月２５日（木）まで ※郵送可 ２月２５日必着
ないこと
【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
⑥税金の滞納がないこと
総務課まで提出してください。
※申し込まれた方の困窮度により選考します。また、御宿町在住
※申込書は総務課で配布しています。
の方を優先します。
（町ホームページからもダウンロードできます）
【応募期間】２月２３日（
火）
まで ※土・
日・
祝日を除く
※郵送を希望する方は、１２０円切手を貼った返信用封筒を
【入居時期】３月中旬（予定）
同封し、『採用試験申込書希望』と明記して総務課まで送付
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８−６６９４
してください。
【
試験期日】
３月４日（木） ９：３０から（受付９：００から）
お知らせ
【試験会場】役場会議室
【試験科目】一般教養、個人面接
平成２２年度の各種がん検診の受診希望の有無を調査するため、 【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
「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。
お知らせ
【対象者】
①各種がん検診の対象（２０歳以上の女性または４０歳以上の
男性）
で平成２１年２月２日以降に御宿町に転入された方
②平成２年生まれの方（女性のみ）
町では、低所得者への新型インフルエンザ予防接種費用を
③昭和５５年生まれの方（女性のみ）
全額助成する
助成制度を用意しています。助成制度を利用する
④昭和４５年生まれの方
※平成２１年度に各種がん検診を受診した方及び既に平成２２年度 場合は、以下を持参のうえ、保健福祉課（保健事業班）窓口で
の検診希望の申出をされた方は、内容に変更のある場合を除き、 申請してください。
（低所得者：家族全員が住民税非課税の世帯員）
提出は不要です。
【
窓口へ持参するもの】○予防接種済証 ○領収書 ○印鑑
【提出期間】２月２６日（金）まで
○振込先金融機関口座番号
【提出先】保健福祉課または町公民館
※住民税の課税内容については、
電話ではお答えできません。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

検診受診状況調査を実施します

低所得者への新型インフルエンザ
予防接種の助成制度について

「春一番！おんじゅく海の花祭り」
を２月２１日（日）午前１０時
より開催します。会場（月の沙漠記念館前広場）では、カジキ
マグロの吊るし切りやするもん汁の無料配布等を実施します。
また、会場内を菜の花やスプレーストックで飾り、一足早い
御宿の春でお客様をお出迎えしますので、お誘い合わせのうえ、
ご来場ください。
なお、当日は、海の花祭り開催に伴い、以下の区域が車輌
通行止めとなります。ご協力をお願いします。
【交通規制期日】２月２１日（日） ７：３０〜１６：００
※荒天時は２月２８日（日）に延期

※太線部車輌通行止め
【問い合わせ】町観光協会 ＴＥＬ６８−２４１４

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
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。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。
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
・ 税務住民課
（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
袖ヶ浦支所
TEL０４３８−６３−２８４４
・ 千葉運輸支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
TEL０５０−５５４０−２０２５
（テレホンサービス）

【問い合わせ】税務住民課 TEL６８−６６９２

お知らせ

お知らせ

お知らせ

男女混合バレーボール大会について 「地上デジタル放送」受信説明会
【期日】３月２８日（日） 開会式９：００
を開催します

【場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター
【主催】町体育協会バレーボール部
【参加資格】御宿町在住・在勤者で編成された男女混合９人制
バレーボールチーム
※チーム登録人数は何名でも構いませんが、コート内の男性
選手は３名以内となります。（女性のみでも参加可能）
【申込期間】３月２０日（土）まで
【申し込み・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８−４１４３
町公民館 TEL６８−２９４７

全国健康保険協会（協会けんぽ）

保険料率の上昇のお知らせ

現在のテレビ放送（地上アナログ放送）は平成２３年７月２４日
までに終了し、地上デジタル放送に移行します。
地上デジタル放送をご覧いただくために、「総務省 千葉県
テレビ受信者支援センター（デジサポ千葉）」では、以下のとおり
受信説明会を開催します。（２月中旬から下旬にかけて説明会
の案内パンフレットを町内全戸に配布いたしますので、こちらも
ご参照ください）
説明会では、地上デジタル放送を受信するために必要な
情報を提供するとともに、ご自宅で地上デジタル放送を受信する
ための具体的な質問にお答えします。
総務省が開催する無料の説明会です。機器の販売や契約の
勧誘などは一切ありません。

開催時間
協会けんぽは、平成２０年１０月に設立され、社会保険庁で運営
各回
会場
開催日
定員
１回目 ２回目 ３回目
していた旧政府管掌健康保険の業務を実施しています。主に
３月 ７日（日）１０：３０ １３：００ １５：
００
町公民館
中小企業に勤務されている方とそのご家族に加入いただいており
２００名
大ホール
３月１２日（金）１０：３０ １３：００ １５：
００
ますが、協会けんぽの財政状況は非常に厳しく、千葉支部の
当日、直接会場へおいでください。先着順です。
加入者の皆様については、３月分（４月納付分）保険料から保険
【問い合わせ】
料率が８．１７％から９．３１％に上昇することとなりました。
総務省テレビ受信者支援センターデジサポ千葉説明会事務局
保険料率については、国庫補助増額の要請等により、当初の見込み
より約０．６％抑えることができましたが、保険料収入の落ち込みと TEL０４３−３０８−０４６１ （平日１０：００〜１８：００）
医療費支出の増加により、１．１４％の大幅な引き上げとなりました。
加入者の皆様の医療を支えるため、今後は健診事業の効果的な
推進やジェネリック医薬品の普及促進に向けた努力等をしてまいり
ます。非常に厳しい経済状況の中ではありますが、事業主・
加入者
町社会福祉協議会では、母子・父子家庭の方で、お子さんが
の皆様には、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。
今年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、母子・父子家庭
ジェネリック医薬品：新たに開発された薬（新薬）は、特許により、一定
期間、独占的に製造・販売ができます。この特許期間が切れた後に、
入学祝い金を支給します。
新薬と同じ有効成分・
効用でつくられる後発薬がジェネリック医薬品です。
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
【問い合わせ】全国健康保険協会千葉支部
に申請してください。
TEL０４３−３０８−０５２１
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５

社会福祉法人九十九会

教育講演会のお知らせ
【期日】３月６日（土） （開場）１３：００ （開演）１３：３０
【場所】槇の木学園体育館（長生郡睦沢町上市場６９３）
【演題】病気のこども教えてくれた幸福のレシピ
【講師】藤井あけみ（チャイルド・ライフ・スペシャリスト）
【入場料】無料 （保育あり）
※予告なく中止・変更する場合があります。詳しくはお問い合わせ
ください。
【問い合わせ】つくも幼児教室 TEL０４７５−４４−１２１３

第１８回僕らはみんな生き活き展開催
長生・夷隅地区の障害者施設及び特別支援学校で製作した
製品の展示・販売会を以下のとおり行います。
【期間】２月２５日（木）〜２月２８日（日）
【場所】茂原アスモ センターコート
【主催】長生夷隅地区福祉施設連絡協議会
【
問い合わせ】
社会福祉法人九十九会ときわぎ工舎
TEL０４７５−４４−２２９９
募

集

電気通信サービスモニター募集

総務省関東総合通信局では、電気通信サービス利用者の
ご意見、ご要望等を電気通信行政に反映させるため、以下の
とおり電気通信サービスモニターを募集します。
【応募要件】電話、インターネット等の電気通信サービスに関心の
ある２０歳以上の方で、総務省及び電気通信事業者に勤務経験
のある方並びにその家族を除きます。
【活動内容】①アンケート調査（年２回）
②会議への出席（年１回）
【委嘱期間】６月１日（火）から１０ヶ月間
【募集人数】１５０名
【応募方法】はがき、封 書 、FAX または電 子 メールの表題に
「モニター希望」と記入のうえ、①郵便番号、②住所、③電話
（
社）
日本損害保険協会では、交通事故にあったときなどの自賠責
《
２００ｍｌ
・
４００ｍｌ
》
番号、④メールアドレス（携帯電話不可、任意）、⑤氏名（フリ
保険や自動車保険の内容、保険金請求手続きなどの相談に専門
【期日等】２月１８日（木）
ガナ）、⑥性別、⑦年齢、⑧職業、⑨応募の動機、⑩応募を
の相談員や弁護士がお答えする無料相談を行なっています。
町保健センター
１０：００〜１１：４５
知ったきっかけ を記入してご応募ください。
【電話相談日】毎週月〜金曜日（祝日を除く）
特別養護老人ホーム外房 １３：３０〜１４：１５
【応募期間】４月２日（金）まで （当日消印有効）
９：００〜１２：００、１３：００〜１７：００
町公民館
１５：００〜１５：４５
【応募先・問い合わせ】
総務省関東総合通信局 電気通信事業課
【弁護士相談日】毎月第１・２・３水曜日
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険
東京都千代田区九段南１−２−１
１３：００〜１６：００（予約制で面談のみ）
証等）をご持参ください。
TEL０３−６２３８−１６７６ FAX０３−６２３８−１６９８
【相談先・問い合わせ】千葉自動車保険請求相談センター
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
メール monitor-kanto@soumu.go.jp
TEL０４３−２８４−７９５５

母子・父子家庭入学祝い金の支給
について

交通事故の無料相談について

献血にご協力ください

