
  
臨時職員を募集します 

町では、次のとおり臨時職員を募集します。 
≪放課後児童クラブ指導員≫ 
【勤務内容】放課後児童クラブにおける児童への指導等 
【勤務時間】７：３０～１８：４５ ※左記時間内で７時間４５分勤務 

週休２日（日曜・祝日ほか１日） 
【応募要件】保育士、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教

育学校の教諭となる資格、社会福祉士のいずれか
の資格を有する方、年齢不問 

≪保育士≫ 
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での保育業務 
【勤務時間】７：３０～１９：００ ※左記時間内で７時間４５分勤務 

週休２日（日曜・祝日ほか１日） 
【応募要件】保育士資格を有する方、年齢不問 
≪用務員≫ 
【勤務内容】町内学校の環境整備、その他必要な業務 
【勤務時間】８：００～１４：４５ 週休２日（学校休業日ほか） 
【応募要件】心身ともに健康で、普通自動車運転免許（ＡＴ限定

可）を有する方、年齢不問 
≪共通事項≫ 
【募集人数】各１名 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼付

し、５月１５日（月）までに役場総務課窓口（４階③番）
へ提出してください。※郵送可（締切日必着） 

【面接日時・場所】５月１８日（木） 詳細は後日連絡します。 
【応募・問合せ】〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 総務課 行政班 
ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１１ 

 

学校図書ボランティアを募集します 
町教育委員会では、布施小学校の図書室で、本の整理を行う

ボランティアを募集します。 
特別な資格や経験は必要ありません。あなたの力を小学生や地

域のために役立ててみませんか。 
ご協力いただける方は、教育委員会へご連絡ください。 

【期間】平成２９年５月中旬～平成３０年３月 
【日時】要相談（週１回程度） 
※ご都合のつく日だけでも構いません。 
【場所】布施小学校図書室 
【仕事内容】 
① 図書の整理（ラベル貼り、本棚の並べ替え等） 
② 図書の修繕（テープを貼るなど簡単な作業です。） 
③ 廃棄本の梱包 
【申込み・問合せ】教育委員会 ＴＥＬ ６８－２５１４ 
 

公民館休館日に伴い証明書発行を休止します 
４月２９日（土）は祝日のため、公民館休館に伴い、住民票等の

証明書発行は休止になります。 
【問合せ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

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２９年４月２５日  ＮＯ．７１９ 

 
障害のある方のための軽自動車税減免制度 
身体または精神に障害がある方(身体障害者手帳、戦傷病者手

帳、療育手帳、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。 
※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。  
【申込方法】５月２４日（水）までに、必要書類を税務住民課税務班
（３階⑦窓口）へ提出してください。  
【必要書類】 
・平成２９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） 
ＵＲＬ：http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/5/keiji.html  

・本人又は本人の代わりに運転する方の運転免許証  
・マイナンバーカードもしくは通知カード 
・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） 

【申込み・問合せ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 
 

平成２８年度資源ごみの売り払い収入 
平成２８年度において、町民の皆さんが分別排出した資源ごみ

を町清掃センターで細分別後、有価物としてリサイクル業者に売却
した結果、下表のとおり収入がありましたのでお知らせします。 
ごみ処理経費の軽減化のため、引き続きごみ分別にご協力をお

願いします。  
品　　目

カ　　ン ４７，０２０ １，６５２，７９９

鉄　　類 ４８，３４０ ６８７，８７９

新　　聞 ７６，２００ １，４４０，１８０

雑誌・書籍等 ４２，６４１ ６２１，７０１

ダンボール ９２，２３０ １，３４４，７１１

牛乳パック ７７６ ９，２１４

布　　類 １１，９３０ １２８，８４４

ペットボトル １４，１７０ ６４２，７４９

計 ３３３，３０７ ６，５２８，０７７

重量（㎏） 金額（円）

  
【問合せ】町清掃センター ＴＥＬ ６８－４６１３ 
 

ダイオキシン類測定結果について 
平成２８年度に実施したダイオキシン類の測定結果をお知らせ

します。結果はいずれも基準値を下回っていました。  
測定日 測定結果 基準値

排ガス ０．１３ｎｇ １０ｎｇ

ばいじん（飛灰） ０．０６６ｎｇ

焼却灰 ０．０１４ｎｇ

最終処分場 地下浸透水（観測井） 平成２９年１月１１日 ０．３３ｐｇ １ｐｇ

３ｎｇ

清掃センター
焼却炉

測定場所

平成２８年１２月９日

  
※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。 
【問合せ】町清掃センター TEL ６８－４６１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★ 
 

役場庁舎宿直業務委託のお知らせ 
５月１日（月）から、役場庁舎の宿直業務（１７：１５から明朝８：３０

まで）を民間委託します。 
これまで、職員が行っていた夜間の庁舎の警備、戸籍届出等の

受領、緊急連絡等の職員への取次ぎなどの業務は警備員が行い
ます。 
なお、日直業務（閉庁日の８：３０から１７：１５まで）につきまして

は、引き続き職員が行います。皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。 
【問合せ】総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 

皆さんのまちづくりを支援します 

魅力ある地域づくり推進事業補助金 
対象事業を募集します 

町では活力と魅力ある地域づくり活動を推進するために補助制
度を設け、住民の皆さんの主体的なまちづくりを支援しています。
今年度、交付を希望する場合は以下の申請方法により申請してく
ださい。 
【補助対象事業】 
（１）イベント等の開催により活力あるまちづくりに資する事業である
こと 

（２）きれいな環境の創造に資する事業であること 
（３）町民の健康づくりに資する事業であること 
※ただし、（１）～（３）の事業であり以下のすべてに該当するもの 
・町内において展開される事業であること 
・事業の実施が多数の町民に還元されることが期待できるもの 
・御宿町の他の補助金などの交付を受けていない、又は受ける
予定のないもの 
・営利を目的としないもの 
・政治活動、宗教活動又は施設整備等に該当しないもの 
【補助額】補助対象経費の２分の１以内（補助限度額５０万円） 
【申込方法】６月３０日（金）までに補助金交付申請書を企画財政

課（４階②窓口）へ提出してください。補助金交付申請
書及び交付規則は同課窓口に設置してあります。ま
た、町ホームページからもダウンロードできます。 

【申込み・問合せ】企画財政課 企画係 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

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


 
介護予防教室 

巡回型元気いきいき教室を開催します 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で運動

やレクリエーションを行う巡回型元気いきいき教室を実施します。
皆さんのご参加をお待ちしています。 
【日時・場所】５月１５日（月） １３：３０～１５：００ 岩和田青年館 
※他の地区は日程が近くになりましたらお知らせします。 
※事前に申し込みが必要になりますので、保健福祉課福祉介護
班までご連絡ください。 
【対象】町内在住の６５歳以上の方 ２０名（先着順） 
※対象外の方で見学などご希望がありましたらご連絡ください。 
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具 

動きやすい服装でお越しください。 
【内 容】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム 等 
【申込み・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 
 

ヘルシーサークルの参加者を募集します 
町では、特定保健指導などを受けた方を対象に、ヘルシーサー

クルを実施します。生活習慣病の予防・改善やリバウンド防止に是
非ご参加ください。 
【対象者】国民健康保険や社会保険等で実施した特定保健指導
に参加された方（医療機関で治療を受けられている方は、主治医
と相談の上、ご参加ください。） 
【日程】５月２９日（月）、 ６月１６日（金）、 ７月 ７日（金）、 

９月２１日（木）、１０月１７日（火）、１１月 ７日（火）、 
１２月１日（金）、 １月２２日（月）、 ３月 ５日（月） 

【場所】町保健センター、町 B&G海洋センター 等 
【内容】スポーツトレーナーによるエクササイズ、エアロビクス、パー

クゴルフ、低カロリーメニューの調理実習 等 
【費用】７００円 

※別途費用を負担していただく場合があります。 
【申込期限】５月２４日（水） 
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
 

海岸清掃及び町民清掃を実施します 
５月は海岸清掃と町民清掃を実施します。良好な環境保全のた

め、進んで参加しましょう。 
【日時】５月２１日（日） ８：００～１０：００ 
◎海岸清掃を実施する区 
須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区 

[ごみ袋配布場所及びごみ回収場所] 
浜海岸：浜トイレ脇 
中央海岸：海岸ステージ付近、砂丘橋海岸側 
浦仲海岸：海岸通り（岩和田寄り階段付近） 
岩和田海岸：岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近） 
◎町民清掃を実施する区 
高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区 

※清掃は行政区ごとに決められた場所で行ってください。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

 
合併処理浄化槽設置補助金について 

生活雑排水の河川や海への流入を防ぎ、自然環境を維持する
ため、町では、自らが居住する建物について単独処理浄化槽・汲
取り便槽から合併処理浄化槽への転換設置に対して補助を行っ
ています。 
 現在、単独浄化槽や汲取り便槽を使用しており、設備の更新を
考えている方はご利用ください。 
【補助金額】（設置する浄化槽の人槽により異なります。） 
  単独浄化槽からの転換設置５１２，０００円～７２８，０００円 
  汲取り便槽からの転換設置４３２，０００円～６４８，０００円 
【申請方法】 
  申請書に必要書類を添付の上、建設環境課環境整備班(３階
⑤窓口)へ提出してください。 
申請書は建設環境課窓口に設置してあります。また、町ホーム

ページからもダウンロードできます。 
なお、申込先着順に受付をし、予算額に達した時点で締め切り

ます。申請の締め切りはありませんが、工事完成後の実績報告書
を平成３０年３月９日までに提出できるようにしてください。 
  ※詳しい内容については町ホームページに掲載しています。ご
不明な点は建設環境課環境整備班へお問い合わせください。 
【申込み・問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
 

平成２９年度千葉県調理師試験を実施します 
【日時】７月２６日（水） １４：００～１６：００ 
【会場】幕張メッセ国際展示場 展示ホール８ 

（千葉市美浜区中瀬２－１） 
【受験願書配布】健康福祉センターで配布しています。お早めに

取りに来てください。 
【申込方法】住所地の健康福祉センター（保健所）へ必要書類を提出

してください。なお、住所が県外にある方は県庁健康福祉
部健康づくり支援課で受付を行います。 

【受付期間】５月１６日（火）～５月１８日（木） １０：００～１６：００ 
【申込み・問合せ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） 

勝浦市出水１２２４ ＴＥＬ ７３－０１４５ 
 

第２７回県民が集う「看護の日」のお知らせ 

【日時】５月１３日（土） １２：３０～１５：００ 
【場所】ショッピングセンター「アスモ」 
【内容】 
○測定：血圧、血管年齢、骨密度、体脂肪率、ストレスチェック、

スモーカライザー 
○各種相談：健康、栄養、看護進路、介護、口腔ケア、お薬 
○体験型：ＡＥＤ体験、乳がん自己検診法、救急実技講習、看

護師模擬体験 
○その他イベント：「よさこい踊り」夢人 

【参加費】無料 
【問合せ】公益社団法人千葉県看護協会 事業第一課  

ＴＥＬ ０４３-２４５－００２５ 

 
犬・猫の不妊手術補助金申請を受付けます 
町では、犬及び猫の飼育限度を超えた繁殖を防止し、不必要

な生命の処分並びに犬及び猫に起因する苦情及び被害等の減
少を図っています。本年度補助金の申請を以下のとおり受付け
ます。 
【交付要件】 
 助成事業による犬及び猫の不妊手術を獣医師に依頼すること
ができるものは、町に住所を有する者で、かつ、住民基本台帳に
登録されている者であり、次に掲げる要件に該当する犬及び猫を
町内において飼育するもの。 
（１）健康であって、獣医師が行うことを適当と認めた犬及び猫。 
（２）狂犬病予防法に基づく登録及び申請年度の狂犬病予防注
射を済ませている犬。 

（３）飼い猫である証明として、首輪に名前をつけている猫。 
（４）獣医師により不妊手術を受けた犬又は猫。 
※ただし、公益社団法人千葉県獣医師会及び財団法人千葉県
動物保護管理協会が実施する犬又は猫の不妊手術の助成を
受けた者はこの限りでない。 

【補助金の額】 
補助金の額は犬・猫（オス・メスともに）３，０００円とする。 

※ただし、当該年度において一飼育者につき、犬及び猫の各１
頭（匹）とする。 

【申請方法】 
申請書に必要書類を添付のうえ、建設環境課環境整備班(３階

⑤窓口)へ提出してください。 
申請書は建設環境課窓口に設置してあります。また、町ホーム

ページからもダウンロードできます。 
なお、申込先着順に受付をし、予算額に達した時点で締め切

ります。申請をご希望の方は平成３０年２月２８日（水）までに申請
してください。 
【申込み・問合せ】建設環境課 環境整備班 ６８-６６９４ 
 

犬のフン袋の配布方法が変わります 
犬のフン袋は、建設環境課環境整備班窓口にて配布していま

したが、今年度から配布実績及び環境への配慮を踏まえ、犬１頭
につき１セットの配布とします。 
配布については、狂犬病予防集合注射、窓口での登録、注射

済申請の際に原則お渡しします。ご協力をお願いします。 
※犬のフン袋は、配布する袋がなくなり次第終了します。 

【申込み・問合せ】建設環境課 環境整備班 ６８-６６９４ 
 

浄化槽保守点検業務が終了します 
夷隅環境衛生組合では、業務縮小のため浄化槽の保守点検

業務を平成３１年３月３１日で終了しますので、現在組合で浄化
槽の保守点検を行っている方は、終了期限までに他の浄化槽保
守点検登録業者に移行していただくこととなります。 
今後も引き続き現在設置されている浄化槽が適正に維持管理

されますよう、円滑な業務の移行にご協力をお願いします。  
【問合せ】夷隅環境衛生組合 ＴＥＬ ８６－２１５５ 


