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  新新型型イインンフフルルエエンンザザ予予防防接接種種費費用用  
助助成成制制度度のの申申請請期期限限延延長長  

新型インフルエンザ予防接種費用助成制度の申請期限が平成２２年
９月３０日まで延長されました。３月末までに接種をされた方のうちまだ
申請が済んでいない方及び、４月以降に接種を受けた方は、役場３階
の保健福祉課で申請をしてください。 
 
 
 
 
（※１）優先接種対象者とは 
①妊婦 ②基礎疾患を有する者 ③１歳から高校生に相当する年齢の者 
④１歳未満の小児の保護者及び身体上の理由により予防接種が受け
られない者の保護者等 ⑤６５歳以上の高齢者 
（※２）非課税世帯とは 
家族全員に町民税が課税されていない世帯のことです。 
町民税が非課税かどうかの問い合わせは電話ではお答えできません。 
【申請方法】 

必要書類等を持参のうえ、役場３階の保健福祉課で申請してください。 
【必要書類等】 

領収書、接種済証、印鑑、請求者の金融機関口座がわかるもの 
【問い合わせ】 

保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

国国のの仕仕事事にに対対すするる意意見見やや要要望望ははあありりまませせんんかか？？  
５月１７日（月）から５月２３日（日）は「春季行政相談強化週間」です。

国の仕事などについて、意見や要望などありましたら、お気軽にご相
談ください。 
【総務省行政相談員】川名 勲 TEL６８－２２９２ 久保１３３２－２ 

 
また、町社会福祉協議会で開催している「心配ごと相談」に行政相談員

が出席しています。出席日等詳しくは総務課までお問合わせください。 
次回の「心配ごと相談」は５月２１日（金）です。相談内容は一般相談・

人権相談となります。  
【お問合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

訂正  前前号号ででおお知知ららせせししたた住住民民懇懇談談会会のの日日程程のの訂訂正正    
 平成２２年４月２５日号でお知らせ版掲載記事に誤りがありましたの
で次の通り訂正してお詫びします。 

誤）５月１６日（金） 
正）５月１６日（日） 

正しい日程表は以下の通りです 
 

 
 
 

【問い合わせ】総務課 ＴＥＬ６８－２５１１ 

  

千千葉葉県県税税のの町町会会計計室室窓窓口口ででのの納納付付ににごご協協力力をを  
千葉県税を町会計室で納付いただくと、税額の２％が取り扱い

手数料として町の収入となります。町会計室での自動車税や不動産

取得税の納付にご協力くださいますようお願いいたします。 

平成２１年度は約４６万円の県税取扱手数料が町の収入となりました。

ご協力ありがとうございました。 

【町会計室で納付できる千葉県税】 

 自動車税・不動産取得税・法人県民税・法人事業税・個人事業税 

【問い合わせ】町会計室 TEL６８－６６９１ 

５月３１日（月）は、自動車税（県税）の納付期限です。 
忘れずに納付期限内に納めましょう。 

子子どどももをを支支ええるる地地域域フフォォーーララムムのの開開催催  
子どもたちの成長を支えていく地域活動の活性化を目的に、

「子どもを支える地域フォーラム」を開催します。 

【日時】５月２９日（土） １３：３０～１６：３０ 

【場所】茂原市中央公民館 

【内容】①シンポジウム「子どもの育ちを地域で支える活動」１３：４０～ 

シンポジスト：子育て支援センター保育士、子育てサークル代表等 

②グループ別交流会１５：１０～ 

③まとめのシンポジウム「私ができる活動を考えよう」１６：００～ 

【申込期限】５月２０日（木） 

【申込・問い合わせ】子どもを支える地域フォーラム実行委員会事務局 
中核地域生活支援センター長生ひなた（渋沢）０４７５－２２－７８５９ 

歴歴史史民民俗俗資資料料館館企企画画展展  「「御御宿宿ととぼぼううぼぼううああたたまま」」  
“ぼうぼうあたま”って知っていますか？ドイツでは児童書としても

有名な絵本です。 

御宿とぼうぼうあたまの関係・ぼうぼうあたま紙芝居・ぼうぼうあた

ま関連グッズ販売など見ごたえある展示をしています。 

ぜひ一度ご覧ください。 

【展示期間】６月２９日（火）まで 

【休館日】月曜・祝日（祝日が月曜にあたるときはその翌日） 

【問い合わせ】歴史民俗資料館 TEL６８－４３１１ 
 

「「つつるるしし飾飾りり教教室室」」生生徒徒募募集集  
商工会女性部では、つるし飾りの教室を開催いたします。お気軽に

ご参加下さい。 
【日時】６月３日（木）・７月１日（木）・９月２日（木）・１０月７日（木）・ 

１１月４日（木） 各日共に１２：３０～１６：３０ 
【場所】公民館（但し９月２日（木）は商工会館） 
【内容】２０種類のつるし飾りの制作と吊るし方。 

仕上がった作品は、次回つるし雛めぐり開催の際、メイン会場
に展示いたします。 

【費用】材料代として、１回 1,000 円～1,500 円程度 
【募集人数】２０名（年間４回以上参加できる方） 
【申込・問い合わせ】町商工会 TEL６８－２８１８ 

午前８時３０分～午後５時１５分(土日祝は休) 
※申込された方には、後日詳しく案内をいたします。 

日日墨墨交交流流４４００００周周年年記記念念事事業業  メメキキシシココ友友好好親親善善使使節節団団募募集集  
４００年前の先人たちの尊い行動により、日本とメキシコ合衆国との交流

がはじまり、昭和５３年にはアカプルコ市と姉妹都市協定を締結しました。 
町では平成１９年度から平成２１年度まで、４００周年記念事業を展開

してまいりました。本年度は、メキシコ合衆国で墨日４００周年記念事業
が開催されることから、町国際交流協会ではメキシコ友好親善使節団
を派遣します。 

事業の趣旨に賛同していただける町民の皆様を募集しますので、
是非お申し込みください。 
【派遣期間】平成２２年９月１４日（火）から平成２２年９月２２日（水）まで 
※期間は予定です。飛行機等の都合により前後することがあります。 
【派遣場所】メキシコシティー、アカプルコ、プエブラ州（ドンロドリゴ墓地）等 

※９月１６日のメキシコ合衆国独立記念日の記念行事に参加します。 
【参加費】おおむね３０万円 
※町国際交流協会で共通経費（現地通訳ガイド料、成田空港までの

バス送迎代）を負担します。 
【募集人数】３０名程度 
【参加条件】健康な方。町国際交流協会会員（会員となる見込みのある方）。 

パスポートをお持ちの方。 
【応募方法】以下の申込書に必要事項を記入のうえ、産業観光課へ

提出してください。 
【応募締切】５月３１日（月）午後５時 
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８－２５１３ 
 

―  ―  ―  ―  ―  ―  キ リ ト リ セ ン  ―  ―  ―  ―  ―  ― 
 

メキシコ友好親善使節団申込書 
 
 

 
会場

5月14日（金） 19:00～ 岩和田青年館
10:00～ 公民館大会議室
13:30～ 上布施消防団詰所

5月16日（日）

日時（各日とも1時間半程度） 住所

氏名

電話 　　　　　　　－

生年月日（年齢） （　　　歳）

募集 おしらせ 

課税世帯の方 1回につき1,000円を助成

非課税世帯（※２）の方

上記以外 非課税世帯（※２）の方

優先接種対象者（※１）
及び1歳未満の小児

生活保護世帯の方
接種費用の全額を助成



お知らせ  
【補助制度の概要】  

（1）県内において１年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者及び

公益法人等。 

（2）補助対象車種（ディーゼルバス、トラック、特殊車） 

①県内に使用の本拠があり、補助対象者が保有する車両 

②車両総重量が３．５トンを超える車両 

③対象車両とは下表の要件を満たす車両 
 
 
 
※東京都・埼玉県に乗り入れる車両が対象となります。 

新車時等に装置が装着されている車両があるので注意してください。 

（３）補助対象経費 

①子状物質減少装置本体 

②付属部品及び取付工賃 

（４）補助率 

装置装着に要する経費の１／４以内 

（５）補助限度額 

   車両総重量 ８ｔ超   ７万円以内／台 

８ｔ以下 ５万円以内／台 

【申請期間】平成２２年９月３０日（木）まで 

【問い合わせ】千葉県庁環境生活部大気保全課自動車公害対策室  

TEL ０４３－２２３－３８１０ 
※申請方法等詳細につきましては千葉県ホームページをご参照下さい。 

８８００２２００（（ハハチチママルル・・二二イイママルル））運運動動普普及及作作文文・・標標語語募募集集  
８０歳で２０本の歯を保つ健康づくりの啓発のため、歯科疾患（むし

歯及び歯周疾患）の予防に関する作文を募集します。 
【共通内容】①歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防に関するもの 

②応募作品は創作で未発表のもの 
③著作権は主催者に帰属し、応募された作品は原則とし

て返却しない 
【作文対象者】御宿町に在住・在勤している２０歳以上の方 
【作文について】４００字詰め原稿用紙５枚以内とし、題名・住所・

年齢・氏名・職業・電話番号を明記すること。 
【標語対象者】御宿町に在勤・在住・在学している方 
【標語について】用紙の指定はありません。 

住所・氏名・電話番号を明記すること。 
【提出締切】６月４日（金）（郵送の場合は当日消印有効） 
【提出先・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

      御御宿宿・・メメキキシシココ友友好好ピピアアノノココンンササーートト  
メキシコのクラシック界若き才能として注目されているピアニスト 

ホセ・ルイス・アルタミラーノによるピアノ・ソロ・コンサートを行います。 
繊細で洗練されたピアノ演奏をお楽しみください。 

【日時】５月３０日（日）１３：００～１４：３０  
【場所】公民館 大ホール 
【定員】２３０席 
※定員に限りがありますので、公民館まで事前にお申し込みください。 
【申込・問い合わせ】公民館  TEL６８－２９４７ 
※受付は５月２０日（木）より開始します。  
（主催）町国際交流協会 （協力）在京メキシコ大使館文化部 

第第５５回回「「潰潰瘍瘍性性大大腸腸炎炎ととククロローーンン病病のの患患者者会会」」医医療療講講演演会会  
第１部：医療講演会「潰瘍性大腸炎とクローン病の外科手術について」 

講師：東邦大学医療センター佐倉病院 岡住 慎一先生 
第２部：患者同士の交流会 
【日時】６月６日（日）１３:００～１６:００ 
【会場】市川市男女共同参画センター・ウィズ 
【定員】先着１００名（事前申込が必要） 
【資料代】５００円（当日支払い、同伴家族は２名まで無料） 
【申込方法】必要事項を明記の上、電子メール又は往復はがきでお申込

みください 
【必要事項】①〒住所 ②連絡先（電話番号と電子メールアドレス）             

③参加者全員の氏名と年齢 ④病名と発症年  
⑤講師への質問 ⑥交流会参加の有無 

【宛先】はがきの場合：〒２７９-００２１ 千葉県浦安市富岡 2-1-1 
順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院内 
東葛南部地域難病相談・支援センター宛 

メールの場合：chiba_ibd@yahoo.co.jp 
【申込締切】５月２３日（日）（郵送の場合は当日消印有効） 
※詳細につきましては、『ちば IBD』 ホームページをご参照下さい。 

http://chiba-ibd.com/ 
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

  
水水道道メメーータターー器器のの交交換換をを行行いいまますす（（無無料料））  

一定期間を過ぎた水道メーター器は、交換が義務づけられています。
町では、町管工事組合に委託して、対象となるメーター器の交換を
行います。 

交換期間は以下のとおりですので、ご協力をお願いします。 
また、交換の対象となっている方には別途連絡させていただきます。 

【交換期間】５月２４日（月）から６月２５日（金） 
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８－６６９３ 
 

お知らせ   
【実施方法】 

１．受付期間及び収集実施期間は７・８月を除き、通年です。 

２．収集を希望される方は、以下の「粗大ごみ収集申込書」に必要事

項を記入のうえ、ファックスまたは持参にて建設環境課へ申し込んで

ください。 

３．収集日については、決定次第申込者に連絡します。 

（収集場所の確認も行います。） 

４．申込者は、収集当日、積み込みできるよう準備し、搬出の際は必ず

立ち会い、処理料金（手数料）を支払ってください。 

５．処理料金（手数料）は、１kg 当たり９０円です。 

積み込みの際に計量を行い、その場で料金をいただきます。 

また、家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・

衣類乾燥機）は、郵便局でリサイクル券を購入してある物のみ 

収集が可能となり、別途に指定引取場所までの運搬料をいただき

ます。（１kg 当たり３円） 

【収集できる物】 

自転車、金属製トタン、ストーブ、扇風機、ガスレンジ等家庭金物粗大ごみ 

机、イス、タンス、応接セット等木製粗大ごみ 

【収集できない物】 

コンクリ－ト片、瓦片、農機具、燃料や塗料の入った缶、消火器、

プロパンガス容器、自動車、オ－トバイ、タイヤ、毒劇薬、 

リサイクル券のない家電リサイクル法該当品 
（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機） 

事業活動により発生したもの等 

※ごみ処理加入料を支払っていることが条件となります。 

※自己搬入の場合は通常どおりとなります。 

【受付時間】平日８：３０～１６：００ 

第３日曜日（７・８月を除く）８：３０～１１：００ 

【問い合わせ】清掃センター TEL６８－４６１３ FAX６８－４６１３ 
建設環境課環境整備班  TEL６８－６６９４ FAX６８－７１８３ 

―  ―  ―  ―  ―  ―  キ リ ト リ セ ン  ―  ―  ―  ―  ―  ― 

粗大ごみ収集申込書 
 
 
 
 
 
 
 
 
※申込者名は、ごみ収集申請書の加入者名を記入してください。 

※場所の確認及び収集日程の連絡のため、必ず電話番号を記入してください。 

募集 

種別 長期規制（平成１０年、１１年規制）の車両
形式 KK－、KL－　等

初度登録年月 平成１５年4月から平成１６年３月まで

粗粗大大ごごみみのの戸戸別別収収集集をを実実施施ししてていいまますす  

氏名 電話 　　　－

住所

粗大ごみの
種類・数量

排出場所 　自宅　・　自宅以外（御宿町　　　　　　　　　）

申　込　者
御宿町　　   　　　   番地（地区名　　　　　）

千千葉葉県県 PPMM 減減少少装装置置装装着着助助成成事事業業 お知らせ 


