
障害のある方のための 
      軽自動車税減免制度について 

 身体障害者、精神障害者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)の移動に利用する
軽自動車で、一定の要件に該当する場合、軽自動車税の減免
制度があります。 
【申込方法】５月２２日（金）までに、以下の書類を役場税務住民 

課税務班（３階⑦窓口）へ提出してください。 
・平成２７年度軽自動車税納税通知書（５月１５日発送

予定） 
・減免申請書（町ホームページからダウンロードできま

す） http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 
・本人または本人の代わりに運転する方の運転免許証 
・身体障害者手帳等 
・印鑑（減免申請書提出の際にお持ちください） 

※減免は、身体等に障害のある方１人につき１台に限られます 
【申込・問い合わせ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 
 

５月の「心配ごと相談所」開設日 
５月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

開設日 場所 相談内容

５／２２（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

５／１（金） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

相談時間は、９：００～１２：００です。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５ 
 

介護職員初任者研修受講料を助成します 
町では、高齢者等の介護に従事する人材を育成するととも

に、就業促進による地域経済の活性化と定住化の推進を目的
に、介護職員初任者研修を修了した方に対し、当該研修に係る
受講料の助成事業を新たに創設しました。 
【対象者】介護職員初任者研修を修了した方で、次の要件を満 

たす方 
・町内に住所を有し、申請時に満５０歳未満の方 
・御宿町に５年以上居住することを確約できる方 
・御宿町における税に未納がないこと 

【助成額】介護職員初任者研修に係る受講料（テキスト代、実習 
に要した費用等を含む。）とし、１人当たり１０万円を上 
限（千円未満の端数は切り捨て）とする。 

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の受給資格がある場 
合は、受講料から教育訓練給付金の額を控除した額 

※受講料助成金の交付を受けようとする場合は、事前に申請書 
の提出が必要です。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 
TEL ６８－６７１６ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２７年４月２４日  ＮＯ．６７１ 

平成 27 年度夷隅郡市手話奉仕員養成講座（前期）

の受講者を募集します 

聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度につい

ての理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うために

必要な手話語い及び手話表現技術を習得することを目指し、以

下のとおり養成講座を実施します。 

※奉仕員養成講座は、「前期」「後期」があり、平成２７年度は

「前期」の募集となります。 

【実施期間】平成２７年６月１９日（金）～平成２８年２月１２日（金） 

全２７回 １３：３０～１５：３０ （修了条件有り） 

【対 象 者】・手話通訳者を目指す方 

・手話奉仕員養成講座「前期」を修了していない方 

・夷隅郡市に住民登録のある方 

【会 場】いすみ市文化会館 ２階研修室 

【募集人数】２０名 

【募集期間】平成２７年５月１日（金）～平成２７年５月２２日（金） 

【受 講 料】無料（ただし、実技・講義テキスト代(DVD 付)3,240 

円、新・手話奉仕員養成講座フォローアップテキス 

ト 1,080 円は実費負担、その他参考資料として日本 

聴力障害新聞 3,900 円(振込手数料別)） 

【申込・問い合わせ】〒２６０－００２２ 

千葉県千葉市中央区神明町２０４－１２ 

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 

千葉聴覚障害者センター 川出・只野 

TEL ０４３－３０８－６３７３ 

FAX ０４３－３０８－６４００ 

 

ダイオキシン類測定結果について 
平成２６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内でした。 

測定日 測定結果 基準値

排ガス 平成26年12月9日   　  0.13ng 10ng

焼却灰 平成26年12月9日 0.0098ng   3ng

ばいじん
（飛灰）

平成26年12月9日      0.056ng   3ng

清掃
センター
焼却炉

最　終
処分場

  1pg

測　　定　　場　　所

地下浸透水
（観測井）

平成27年1月13日      0.028pg

※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】町清掃センター TEL ６８－４６１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

要介護（要支援）認定調査員を募集します 
町では、次のとおり要介護（要支援）認定調査員を募集します。 

【勤務内容】要介護（要支援）認定申請者の心身状況などの調 

査と調査後の書類整理など 

※勤務場所は役場２階 保健福祉課 

【募集人数】１名 

【応募要件】年齢不問（６５歳定年）で、次の要件を満たす方 

・普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有する方 

・介護職員初任者（旧ホームヘルパー２級）、保健 

師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のい

ずれかの資格を有する方 

【勤務期間】介護認定調査員養成研修が修了していない方は 

平成２７年５月１４日(木)調査員研修日より勤務開始 

※研修修了者は７月以降勤務開始（応相談） 

【勤務時間】月～金曜日 原則８：３０～１７：１５ 

勤務時間・勤務日数は応相談 

【申込方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、５月８日 

（金）までに役場総務課（４階③窓口）に提出してく 

ださい。※郵送可 締切日必着 

【試験内容】面接 平成２７年５月１１日（月） 

※詳細は申込者に後日連絡します。 

【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 

御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 総務課 行政班 

TEL ６８－２５１１ 
 

「おんじゅく広報６０年のあゆみ」展開催中 
 町では、合併６０周年記念事業として、「おんじゅく広報」の表

紙を飾った写真を選考し、歴史民俗資料館で５月３１日（日）ま

で写真展を開催しています。当時の催し、暮らし、風景の様子

をご覧ください。 

【問い合わせ】町公民館 TEL ６８－２９４７ 

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/soumuka/reiki_int/reiki_honbun/k104RG00000942.html#e000000051
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


 

松くい虫防除の実施について 
保安林を守るため、千葉県では薬剤散布による松くい虫防除

を実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 
【実 施 日】平成２７年６月１日（月）・２日（火） 

予備日：平成２７年６月３日（水）・４日（木） 
【散布時間】４：００～６：４５、８：１５～１２：００ 

終了は、町防災無線でお知らせします。 
※雨天・強風の場合は、順延となります。作業については、１日 

で終了することがあります。作業中、風が強くなった場合、 
作業を一部延期することがあります。 

【実施区域】六軒町・須賀地区の一部（地図参照） 
【注意事項】散布中は、散布区域付近の通行は避けてくださ

い。万一、体調を崩された場合は、夷隅健康福祉
センター（ＴＥＬ ７３－０１４５）又は、医療機関にご
相談ください。 

【問い合わせ】千葉県南部林業事務所 森林管理課 
ＴＥＬ ０４－７０９２－１３１８ 

高齢者よい歯のコンクールの 
参加者を募集します 

夷隅郡市内市町と歯科医師会では、毎年「高齢者のよい歯

のコンクール」を開催しています。以下のとおり、御宿町の代表

を決める一次審査を実施しますので、歯に自信のある方は、ぜ

ひご参加ください。 

【対 象 者】平成２７年４月１日現在、８０歳以上（昭和１０年４月 

１日以前の生年月日の方）で、自分の歯が２０本以 

上ある方（かぶせた歯・さし歯も可） 

【応募締切】５月１４日（木） 

【審査受付】５月１９日（火） １４：００～１４：１５ 

【審査会場】町保健センター 健康診査室 

【審査内容】問診・歯科健診 

【応募・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 

TEL ６８‐６７１７ 

平成 27 年度甲種防火管理新規講習を開催します 
防火管理者として必要な資格を取得するため、甲種防火管

理新規講習を以下の日程で実施します。 
【講習日】平成２７年６月１８日（木）、１９日（金）の２日間 
【講習場所】ホテル一宮シーサイドオーツカ 

長生郡一宮町一宮１００００ 
【受講料】６，１７０円（テキスト代含む） 
【定員】２００人（先着順） 
【申込期間】５月２１日（木）～２２日（金） 
【申込方法】一般社団法人千葉県消防設備協会の窓口に提出 

又はＦＡＸ送信 
申込書は次の場所で配布しています。 
・夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 
大多喜町船子７３番地２ TEL ８０－０１３２ 
（各消防署及び分署にも用意してあります） 

・一般財団法人日本防火・防災協会ホームページ
http://www.n-bouka.or.jp/ 

【問い合わせ】・一般社団法人 千葉県消防設備協会 
〒２６０－０００５ 
千葉市中央区道場南１丁目９番１５号 
TEL ０４３－３０６－３８７１ 
FAX ０４３－２２３－６６１０ 
HP http://www.c-ssk.or.jp/ 

・一般財団法人 日本防火・防災協会 
〒１０５－０００１ 
東京都港区虎ノ門２-９-１６ 日本消防会館５階 
TEL ０３－３５９１－７１２１ 

 

いすみ医療センターの文書料、 
室使用料等が変わりました 

 いすみ医療センターでは、平成２７年４月１日から、下表のとお

り料金を改定しました。 

※詳しくは、いすみ医療センターのホームページをご覧になる
か、直接お問い合わせください。 

【問い合わせ】いすみ医療センター 
TEL ０４７０－８６－２３１１ 
HP http://www.kuniyoshi-hp.jp/ 

 

使用料等
の名称

単位 料金

1日につき 6,480円

1日につき 5,400円

1日につき 4,320円

1通につき 3,240円
健康診断書
普通診断書及び証明書

項目

文書料

室使用料

個室(ユニットシャワートイレ付)

個室(トイレ付)

個室

 

森林病害虫等防除法に基づく 

平成２７年度松くい虫防除の為の薬剤散布区域 

 

実施区域 

六軒町 

須賀 

多目的広場 

ウォーター 
パーク 月の沙漠 

記念館 

http://www.n-bouka.or.jp/
http://www.c-ssk.or.jp/

