臨時職員を募集します
≪（１）保育士 募集人数１名≫
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での保育業務
【勤務期間】７：３０～１６：３０（内７：３０～１２：３０※月１０日程度）
原則週休２日(日曜日・祝日ほか１日)
【応募要件】保育士資格を有する方
≪（２）おんじゅく認定こども園調理員 募集人数１名≫
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での給食等調理業務
【勤務期間】７：３０～１６：４５ ※うち休憩１時間
原則週休２日
【応募要件】年齢不問・資格不問
≪（３）放課後児童クラブ指導員 募集人数１名≫
【勤務内容】放課後児童クラブにおける児童への指導等
【勤務期間】１４：３０～１８：３０
原則週休２日（日曜日ほか１日）
【応募要件】保育士、幼稚園教諭、小学校、中学校、高等学校
または中等教育学校の教諭となる資格、社会福祉
士のうちいずれかの資格を有するもの
≪共通事項≫
【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、４月２４日（水）までに総務課行政班（４階③窓
口）へ提出してください。※郵送可（締切日必着）
【面接日時】５月９日（木） ※時間は後日連絡します。
【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 ６８－２５１１

おんじゅく
お知らせ版

平成３１年度御宿町農作業標準賃金及び
農業機械標準作業料金について
平成３１年度御宿町農作業標準賃金及び農業機械標準作
業料金は以下のとおりです。

発行日 平成３１年４月１０日 ＮＯ．７６６

項 目

金 額

備 考

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku

一般農作業

７，８００円 １日当たり実働８時間とする。

耕耘機耕起

６，８００円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

平成３１年度ＨＩＶ検査等を実施します

耕耘機代かけ

７，２００円

夷隅健康福祉センターでは、毎月ＨＩＶ検査等を実施してい
ます。検査を希望される方はぜひお越しください。
【日時】毎月第１・３月曜日 ※祝日を除く
受付 ９：３０～１０：３０
【場所】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所）２階
【実施内容】ＨＩＶスクリーニング検査、梅毒血清検査、クラミジア
病原体検査、ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ抗体検査
【問合せ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所）
TEL ０４７０－７３－０１４５

トラクター耕起

６，３００円 １０アール当たり、人付き作業料金とする。

トラクター代かけ

７，０００円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植付けできる状態までとする）

機械田植機

７，１００円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（箱苗代は含まない）

コンバイン

１７，２００円

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（籾の運搬は含まない）

乾燥調整

２，７００円

平成３１年度農業経営体育成セミナー及び
いすみ農業実践塾の受講生を募集します

箱

夷隅農業事務所では、農業に必要な技術の習得のため、受
講生を募集します。
≪農業経営体育成セミナー≫
【対象者】概ね４０歳までに新たに農業に従事する青年農業者
介護予防教室 巡回型元気いきいき教室
（農業後継者・新規就農者等）
（岩和田地区）を開催します
【受講期間】３年間
町では、要介護状態にならないために、各区の集会所で軽い
≪いすみ農業実践塾≫
運動や脳トレーニング等を行う巡回型元気いきいき教室を実施
します。ご近所の方をお誘いのうえ、皆さんのご参加をお待ちし 【対象者】概ね４０歳から６５歳までの方で、農協や直売所等で
販売を予定している定年帰農者等
ています。
【受講期間】１年間
【日時・場所】５月１６日（木） １３：３０～１５：００
≪共通事項≫
岩和田青年館
【内容】農業の基礎的知識を学ぶ講義・実習・視察等を実施し
※他の地区は日程が近くなりましたらお知らせします。
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
ます。（いすみ農業実践塾は食用ナバナ、水稲、スプレ
※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。
ーストック等の研修を予定） ※月１回程度開催
【対象】町内在住の方
【開催時期】２０１９年６月上旬
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
【受講料】無料（一部実費負担あり）
※動きやすい服装でお越しください。
【募集締切】５月２４日（金）
【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等
【申込・問合せ】千葉県夷隅農業事務所 改良普及課
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
ＴＥＬ ０４７０－８２－２２１３

１０アール当たり、人付き作業料金とする。
（植付けできる状態までとする）

１俵６０kg当たりとする。
（籾摺り８００円を含む）

緑化

６３７円 １箱当たり（運搬は含まない）

硬化

８７４円 １箱当たり（運搬は含まない）

畦塗り (機械)

５０円 １ｍ当たり

※農業委員会で定める農作業標準賃金・農業機械標準作業料
金については、あくまでも目安となるものです。当事者間で
十分話し合いをして、決定してください。
【問合せ】御宿町農業委員会(産業観光課内)
ＴＥＬ ６８－２５１３

「古長瑤子油彩画展」を開催します
月の沙漠記念館では、４月２５日（木）から７月２日（火）まで
「古長瑤子油彩画展」を開催します。
なお、以下のとおり作者とのミニ交流イベントも行いますの
で、ぜひご参加ください。
【日時】４月２５日（木）、５月１２日（日）、６月２３日（日）
※いずれも１４：００～１５：３０
【内容】前半：作者、古長瑤子氏による「作品講話」や「色づくり
の体験」など
後半：交友のある音楽家による「音楽の集い」
※詳細は、月の沙漠記念館にお問い合わせください。
【問合せ】月の沙漠記念館 ＴＥＬ ６８－６３８９
こ ち ょう よ う こ

犬のしつけ方教室を開催します
千葉県動物愛護センターでは、犬のしつけ方教室を開催します。
≪基礎講座≫※飼い犬は同伴できません。
【日時】５月１６日（木）、６月７日(金)
受付 ９：３０～１０：００、受講時間 １０：００～１２：００
【受講料】無料
【募集人数】先着２０名（事前予約制）
≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。
【日時】５月２６日（日）、６月７日(金)
受付 １２：３０～１３：００、受講時間 １３：００～１５：００
【受講料】３，０００円（消費税別）
【募集人数】３組以上１０組まで（事前予約制）
※実技講座は(公財)千葉県動物保護管理協会が開催します。
【問合せ】(公財)千葉県動物保護管理協会
ＴＥＬ ０４３－２１４－７８１４
≪パピークラス≫※飼い犬（生後６カ月くらいまで）と同伴です。
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び、模範的飼い主を目
指します。
【日時】４月１７日（水）、５月１５日（水）、６月１９日（水）
※講習日程は調整可能です。（要相談）
１０：００～１２：００
【受講料】無料
【場所・問合せ】千葉県動物愛護センター
千葉県富里市御料７０９－１
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１
※実技講座については問い合わせ先が(公財)千葉県動物保護
管理協会になります。

国民健康保険短期人間ドック助成事業の
千葉県収入証紙の会計室窓口での
助成上限額を引上げました
購入にご協力ください
千葉県収入証紙を役場会計室（３階⑥窓口）で購入いただく
と、販売した金額の３％が手数料として町へ交付されます。
千葉県収入証紙の役場会計室での購入にご協力くださいま
すようお願いします。
【千葉県収入証紙により、納入する主な使用料及び手数料】
・自動車運転免許証更新手数料
・自動車保管場所証明（車庫証明）申請手数料
・旅券（パスポート）の発給手数料
・県立学校入学検査料など
【問合せ】夷隅地域振興事務所 ＴＥＬ ８２－２２１１

御宿町国民健康保険では、被保険者の健康管理と疾病の早
期発見のため、検査医療機関において２日以内で行う短期人
間ドックおよび脳ドック費用の一部を助成していますが、被保険
者の更なる健康づくりの推進に向け、２０１９年４月より助成上限
額を３万円から５万円に引上げました。なお、助成対象者や申
請方法等については変更ありません。詳しくは町ホームページ
をご覧ください。
【ホームページ】
http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/3/kokuhogaiyou.html
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７

「千葉県企業局」が設置されました

資料館の企画展を開催しています

４月１日から、県水道局と県企業土地管理局は組織統合し、
「千葉県企業局」となりました。
県水道局が行ってきた上水道事業・工業用水道事業、県企
業土地管理局が行ってきた造成土地管理事業は、統合後も継
続して県企業局が行います。
なお、組織統合にあたり、県民の皆さんの手続きなどは必要あり
ません。
【問合せ】千葉県企業局 総務企画課
ＴＥＬ ０４３－２１１－８２９８

歴史民俗資料館では、語りつがれる歴史「御宿・メキシコ熱い
絆展」を開催しています。
史実、難破船の話や各テーマごとに分かりやすく、見ごたえ
のある展示です。是非ご覧ください。
【期間】６月２３日（日）まで
【問合せ】歴史民俗資料館 ＴＥＬ ６８－４３１１

犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を
新入学・進級時、子どもを
開催します
犯罪被害から守ろう
千葉県動物愛護センターでは、犬・猫譲渡会及び飼い主探
しの会を開催します。
≪一般譲渡会≫（直接受付時間にお越しください・無料）
愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。
【日時】４月２０日（土）、５月９日（木）、５月２６日（日）、
６月１３日（木）、６月２９日（土）
受付 ９：００～９：３０、開催時間 ９：３０～１２：００
※受付時間に遅れると譲渡会に参加できません。
≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料）
【日時】５月１１日（土）、６月８日(土) ９：３０～１１：００
(犬猫の欲しい方
受付 ９：００～９：３０)
(犬猫をあげたい方 受付 ９：３０～１０：００)
※受付時間に遅れると譲渡会に参加できません。
≪共通事項≫
【場所・問合せ】
千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料７０９－１
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１

新入学・進級により新たな生活を迎えるこの時期は、子どもた
ちが楽しい学校生活を送るためにも地域全体で子どもたちを見
守ることが必要です。日常生活の中で子どもたちを見守る「なが
ら見守り」で、通学路などを見守る大人の目を増やしましょう。
○「ながら見守り」の例
・犬の散歩をしながら見守る
・ウオーキングやジョギングをしながら見守る
・自転車に「パトロール中」などのプレートを付けて移動をしな
がら見守る
・農作業をしながら見守る
・花の水やり・手入れをしながら見守る
・配達や外回りなどの仕事を行いながら見守る
【問合せ】千葉県警察本部 生活安全総務課
ＴＥＬ ０４３－２０１－０１１０（代）

危険物取扱者試験を実施します
【試験の種類】
甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種
【試験日及び試験会場】
６月１６日(日) 勝浦市会場（国際武道大学）
【願書受付期間】
・書面申請 ４月１９日(金)まで ※土曜日・日曜日を除く
９：３０～１６：００
・電子申請 ４月１６日(火)まで
※２４時間対応（締切日当日は１７時まで）
【願書受付場所】
一般財団法人消防試験研究センター千葉県支部
（郵送及び電子メール）
※詳細は消防試験研究センターホームページをご確認ください。
【受験願書等の必要な書類】
消防本部、勝浦消防署、大原消防署及び御宿・大多喜・夷隅・
岬の各分署に用意してあります。
【問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
予防課 予防係 ＴＥＬ ８０－０１３２

