町営住宅入居者募集
町営住宅の入居者を次のとおり募集いたします。
入居を希望する方は、役場３階の建設環境課にある申込用紙
に必要事項を記入し、お申し込みください。
【場所】久保２６３番地４
矢田団地 １戸
【場所】
【構造】簡易耐火長屋造
（３DK）
【構造】
【家賃】所得に応じて（月額１２，７００円～２０，０００円）
【家賃】
【入居時期】１０月初旬を予定
【入居時期】
【入居資格】
○同居親族がいること
※但し６０歳以上の方、身体障害者等、政令で定める方は単身でも可
○収入月額が１５８、０００円以下（所定の算定方法による）
※身体障害者等の方は２１４，０００円以下（所定の算定方法による）
○現在住居にお困りの方
○住所又は勤務先が御宿町内であること
○入居申込者又は同居予定者が『暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律』に規定する暴力団員でないこと
※詳しい入居資格についてはお問い合わせください
【申込期限】８月２７日（金）まで
（土曜・日曜・祝日は除く）
【申込期限】
【問い合わせ】建設環境課建設水道班
ＴＥＬ６８－６６９４
【問い合わせ】
◆申し込みをされた方の状況を総合的に判断し選考いたします。
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自動車税（県税）の会計室窓口での納付状況
役場会計室窓口での自動車税の納付につきまして、多くの皆
さまにご協力をいただき、ありがとうございました。
７月３０日現在の町での取り扱い状況は次のとおりです。
【取扱件数】５４０件
【取扱件数】
【納 付 額】２０，１０７，３００円
額】
【県からの手数料交付見込額】４０２，１４６円
【県からの手数料交付見込額】
【問い合わせ】役場会計室
TEL６８－６６９1
【問い合わせ】

生ごみ肥料化・減量化のための補助金

町では、土地土壌の活性化及び生ゴミの減量を図るため、コン
ポスト及び生ゴミ処理機の購入費用の一部を補助しています。
【補助内容】
○コンポストについては、容器購入１個当たりの代金の１/２以内とし、
３，０００円を限度とします。また、１世帯当たり２個までです。
○生ゴミ処理機については、購入代金の１/２以内とし３０，０００円
合併浄化槽の適正な管理のお願い
を限度とします。また、1 世帯当たり１基までです。
合併浄化槽は、トイレの排水だけでなく、台所や風呂等の
生活排水も合わせて処理する浄化槽です。汚れた水を微生物 ※詳しくはお問い合わせください
ＴＥＬ６８－６６９４
【問い合わせ】
の力を借りて浄化していますので、法定検査を受け適正な管理 【問い合わせ】建設環境課環境整備班
を行ってください。
危険物取扱者保安講習会
また、町では環境保護の観点から合併浄化槽への設置替えを
平成２２年度危険物取扱者の保安講習会が１０月１３日（水）に
推進しております。単独浄化槽や汲取浄化槽をお使いの方で、
長生村文化会館で行われます。
設置替えする方に対し、設置費用の一部を補助しています。
危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取り扱いに従事さ
【補助内容】
れている方は、３年に１度この講習を受けなければなりません。
○単独浄化槽から合併浄化槽に変換の場合
受講しない場合は、消防法違反になり免状の返納を命ぜられ
５１２，０００円～７２８，０００円
る場合がありますので、ご注意ください。
○汲取浄化槽から合併浄化槽に変換の場合
夷隅広域消防本部又は御宿分署にある申込用紙に必要事項
４３２，０００円～６４８，０００円
を記入の上、夷隅広域消防本部へ提出してください。
※槽の対応人数によって補助額が決定いたします。
９：００～１７：００
【受付期間】
※自 ら が 居 住 す る 建 物 の 単 独 浄 化 槽 又 は 汲 取 浄 化 槽 を 【受付期間】８月２３（月）～８月２７（金）
【講習手数料】４，７００円（県収入証紙で納入）
【講習手数料】
５～１０人槽の合併浄化槽に設置替えする方に限ります。
【申込・問い合わせ】
※別荘や事業所、販売目的で建物を建設する方などは、対象 【申込・問い合わせ】大多喜町船子７３－２
夷隅広域消防本部予防課
となりません。詳しくはお問い合わせください。
ＴＥＬ８０－０１３２
【問い合わせ】建設環境課環境整備班
TEL６８－６６９４
【問い合わせ】

秋野菜の栽培について市民講座の開催
千葉県生涯大学校外房学園園芸科では野菜の栽培に関する
市民講座を以下のとおり開催いたします。
【日時】平成２２年９月１２日（日）、２６日（日）
【日時】
１０：００～１２：００
【場所】千葉県生涯大学校外房学園園芸科
【場所】
勝浦市串浜１８３６－１
【内容】秋野菜の栽培について
【内容】
ハクサイ、ブロッコリー、ダイコン、キャベツ等
【対象】御宿町、いすみ市、勝浦市にお住まいの２０歳以上の方
【対象】
【定員】３０名（定員になり次第締め切らせていただきます）
【定員】
【参加費】５００円（材料費・資料代・保険代等）
【参加費】
【応募方法】
往復はがきに「野菜栽培市民講座希望」
「野菜栽培市民講座希望」と「自宅の電話番号」
「野菜栽培市民講座希望」 「自宅の電話番号」
を明記のうえ生涯大学までお申し込みください。
【申込・問い合わせ】〒299-5226
勝浦市串浜１８３６－１
【申込・問い合わせ】
千葉県生涯大学校外房学園園芸科
TEL７３－８２７１

平成２３年度千葉県農業大学校推薦入試
千葉県立農業大学では以下のとおり学生を募集いたします。
【募集人員】農学科約４０名、研究課約１０名
【募集人員】
【受験資格】
農学科：高等学校を卒業した者又は平成２３年３月卒業見込み
の者で学校長の推薦がある者
研究課：都道府県の農業大学校の農学科を卒業した者又は
平成２３年３月に卒業見込みの者で学校長の推薦がある者
【選考日程】平成２２年１０月２７日（水）
【選考日程】
【選考方法】書類審査、小論文、面接
【選考方法】
【願書受付】平成２２年９月２１日（火）～１０月８日（金）
【願書受付】
【合格発表】平成２２年１１月９日（火）
【合格発表】
【申込・問い合わせ】
〒２８３－０００１ 千葉県東金市家之子１０５９
千葉農業大学校
TEL０４７５－５２－５１２１ FAX０４７５－５４－０６３０

商工会臨時職員募集
町商工会では、以下のとおり臨時職員を募集いたします。
【仕事内容】休憩所での来客対応・湯茶接待・店舗案内等
【仕事内容】
【勤 務 地】御宿町新町５０６－１
ハナフジ店舗（おんじゅく屋）
地】
【勤務時間】９：００～１７：００（休憩
1 時間） ※時給７５０円
【勤務時間】
【雇用期間】平成２３年３月３１日まで
（週休２日）
【雇用期間】
【募集人数】２名
【募集人数】
【申込】ハローワーク（公共職業安定所）へお申し込みください。
【申込】
【問い合わせ】町商工会
TEL６８－２８１８
【問い合わせ】

自衛官募集

生垣・樹木・植込等の管理のお願い

防衛省では、以下のとおり自衛官を募集しています
募集種目

応募資格

自衛官候補生

航空学生
（ﾊﾟｲﾛｯﾄ）

一般曹候補生

高卒(見込含)
21歳未満

18歳以上
27歳未満

男子
平成23年3月
高等学校等
卒業予定者

1次試験
9月23日(木)
2次試験
10月16日(土)
～21日(木)
試験期日
の内1日

1次試験
9月18日(土)
2次試験
10月7日(木)
～14日(木)
の内1日

随時受付

受付時に
お知らせ

3次試験
11月13日(土)
～12月16日(木)
の内1日
1次試験
10月8日(金)

1次試験
10月1日(金)

2次試験
空自：11月4日(木)
及び
海自：11月8日(月)

最終合格発表
11月10日(水)

男子

18歳以上27歳未満

9月10日(金)まで

受付期限

合格発表

女子

試験後に
お知らせ

9月26日(日)
～29日(水)
の内1日

11月12日(金)

受付時に
お知らせ

試験後に
お知らせ

最終合格発表
23年1月21日(金)
入

隊

入隊後約6年で
待
遇
3等海･空尉
そ の 他
(幹部)に任官

平成23年3月下旬から4月上旬
入隊後2年9ヶ月
経過以降、
選考により
3等陸･海･空曹
に昇任

町では、道路整備（草刈等）を実施しておりますが、生垣・ 町公民館では、城西国際大学との共催により、『どう生きる超
植込・樹木等が育ち道路側にでている箇所が見受けられます。 高齢社会』をテーマに、公開講座を開催いたします。
ご自宅や管理されている土地の生垣・植込・樹木など、剪定の 入場は無料です。ぜひご参加ください。
【日時】
ご協力をお願いいたします。
○９月１１日（土）１４：００～１５：３０
【問い合わせ】建設環境課環境整備班
TEL６８－６６９４
【問い合わせ】
「楽しく・活き活き・遊びリテーション～認知症予防～」
○９月２５日（土）１４：００～１５：３０
巡回型特定健診のお知らせ
「高齢者の健康と運動～エイジレスをつくる楽しい運動遊び～」
協会けんぽ、健保組合及び共済の各被扶養者の巡回型特定
○１０月９日（土）１４：００～１５：３０
健診を以下のとおり行います。
「医療情報の探し方」
【日時】８月２１日
９月１１日 １０月１６日 １１月１３日（すべて土曜日） 【場所】町公民館２階大会議室
【日時】
【場所】
健診受付 ８：４０～１０：３０
【申込・問い合わせ】町公民館
TEL６８－２９４７
【申込・問い合わせ】
※予約制
『２０１１年版』県民手帳予約受付中
【場所】塩田病院（Ｂ棟９階）
【場所】
【対象】４０歳から７４歳の協会けんぽ、健保組合及び共済の
【価 格】５００円（税込）
【対象】
格】
【サイズ】縦１４５㎜、横８５㎜
色は紺色と黄色の２色
【サイズ】
各被扶養者（家族）
【申込期限】９月７日（火）
【申込期限】
【持物】保険証、特定健康診査受診券
【持物】
【申込方法】役場４階の企画財政課まで代金をそえてお申し込
【申込方法】
【料金】基本６，８２５円（金額は保険者により異なります）
【料金】
みください。
※事前に受診券にて負担金を確認してください。
※おつりのないようお願いいたします
【申込・問い合わせ】
※１０月上旬納品予定
塩田病院 TEL７０－１２２１ （平日９：００～１７：００）
【問い合わせ】企画財政課
TEL６８－２５１２
【問い合わせ】

電話無料相談のご案内
約3ヶ月の教育終了後
2等陸･海･空士に任用

公民館公開講座のお知らせ

キリトリセン

創作こめ粉料理をつくってみよう

千葉県行政書士会では、許認可・登録申請・遺言や相続・
契約・届出の書類作成など、暮らしの困りごと電話相談を行って 御宿で穫れたお米を使って、こめ粉料理を創作してみませんか。
町では、お米の利用増進とこめ粉の普及のため、こめ粉料理
※詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。 います。お気軽にご利用ください。
を創作していただける方を募集します。
【問い合わせ】
【日時】毎月第２火曜日
１０：００～１６：００
【日時】
参加いただける方は、参加申込書に必要事項を記入し、役
自衛隊茂原地域事務所 茂原市町保３－２１７ シティビル２階 【相談・問い合わせ】千葉県行政書士会
【相談・問い合わせ】
場４階の産業観光課まで提出してください。
TEL０４７５－２５－０４５２
TEL０４３－２２７－８００９
また、参加者には新米のこめ粉を配布いたします。
第５回 いすみ歌の祭典
ラッコくらぶ（発達教育相談）
※創作こめ粉料理は、文化祭などでレシピと共に公表した
【日時】８月２８日（土）
１３：００～１６：１５
【日時】
いと考えています。
夷隅健康福祉センターで、発達教育相談を行っています。
【場所】夷隅文化会館
【場所】
【申込期限】９月１０日（金）
【申込期限】
相談は無料です、お気軽にご利用ください。
【内容】国吉中学ブラスバンド部の演奏
【内容】
【申込・問い合わせ】産業観光課農林水産班
【申込・問い合わせ】
【日時】９月１７日（金）
１０：００～１５：００
【日時】
各施設利用者の歌の発表と表彰
TEL６８－２５１３
※予約制
（審査委員長：たきのえいじ先生）
【場所】町公民館
【場所】
参加申込書
ゲスト歌手の歌謡ショー（歌手：藤森 美伃）
【申込・問い合わせ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所）
【申込・問い合わせ】
住所
氏名
電話番号
入場は無料です。皆様のご来場をお待ちしております。
地域保健福祉課 ＴＥＬ７３－０１４５
【問い合わせ】いすみ学園
ＴＥＬ８６－３４１２
【問い合わせ】

