
御宿町長選挙の日程 
平成２４年１２月２３日任期満了に伴う、御宿町長選挙の日程

をお知らせします。 

【選挙期日】平成２４年１２月９日（日） 

【告示日】平成２４年１２月４日（火） 

【基準日・登録日】平成２４年１２月３日（月） 

※投票できる方は以下の要件をすべて満たしている方です。 

①日本国民であること。 

②平成４年１２月１０日以前に出生した者であること。 

③平成２４年９月３日以前に御宿町の住民基本台帳に登録（転入さ

れた方については９月３日までに転入届を提出されていること）

され、引き続き３ヶ月以上御宿町に住所を有していること。 

④公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと。 

【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８－２５１１ 

 

後期高齢者短期人間ドックの費用助成 
後期高齢者医療保険に加入している方で、短期人間ドック

の受診を希望する方は、費用について助成制度がありますので

保健福祉課保健事業班窓口にご相談ください。 

【対象者】後期高齢者医療保険に加入している７５歳以上の方 

      （６５歳以上７４歳以下で一定以上の障害のある方を含む） 

【申請期限】受診日の１５日前までに申請してください。 

【助成金額】短期人間ドック受診に要する費用の７割（限度額５万円） 

【注意事項】「短期人間ドック」費用助成は同一年度内に特定健康診査

を受診しない方に限り、１回のみ利用可能です。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 

 

家庭教育相談の開催 
町では家庭教育に関する不安や悩みなどについて、町家庭

教育指導員が相談に応じます。秘密は厳守します。お気軽にご

相談ください。 

【日時】６月２８日（木） ９：００～１１：００ １３：００～１５：００ 

【会場】町公民館 

【問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７ 
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町臨時職員募集 
町では以下のとおり各施設での臨時職員を募集します。 

希望の方は町総務課までお申し込みください。 
≪清掃作業員≫ 
【勤務内容】海岸清掃、公衆トイレ清掃、清掃センター作業等 
【勤務期間】７月１３日（金）～８月２６日（日）  
【募集人数】 
３：００～１２：００のうち７時間４５分勤務 １名募集 
８：００～１８：００のうち７時間４５分勤務 ３名募集 

※原則週休２日 土日勤務あり 
※申込締切６月２９日（金）、面接７月４日（水） 
 
≪ウォーターパーク≫ 
【勤務内容】チケット販売、売店での販売等 
【勤務期間】７月１４日（土）～８月２６日（日）  
【勤務時間】８：３０～１７：１５ ７時間４５分勤務 

※原則週休２日、土日勤務あり 
【募集人数】６名 
※申込締切６月２５日（月）、面接６月２９日（金）   
 
≪御宿保育所及び岩和田保育所≫ 
【勤務内容】保育士業務 
【勤務期間】詳細はお問い合わせください 
【勤務時間】８：３０～１７：１５ ７時間４５分勤務  

※週休２日（土曜・日曜） 
【募集人数】３名  

 

【申込・問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 

町臨時職員の登録者の募集 
【登録方法】「臨時職員登録申込書」を総務課行政班へ提出

してください。（郵送可）  
※申込書は総務課窓口での受領のほか、町ホームページから
ダウンロードできます。   

【申込・問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
 

ダイオキシン類測定結果 
以下の表は平成２３年度に実施したダイオキシン類の測定

結果です。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 H23.12.9 0.069ng 10ng

焼却灰 H23.12.9 0.005ng 3ng

ばいじん（飛灰） H23.12.9 0.036ng 3ng

最終処分場 地下浸透水（観測井） H24.1.17 0.018pg 1pg

清掃センター焼却炉

測定場所

 
※１ng(ナノグラム)は、10億分の1グラム。１pg(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 TEL６８－４６１３ 

編集 御宿町企画財政課  ℡６８－２５１２ 

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

胃がん検診の実施 
以下の日程で「胃がん検診」（バリウム造影検査）を実施します。 

期日 場所 対象地区 検診車台数

７月５日(木) 上布施コミュニティ消防センター上布施・実谷・七本 １台

７月６日(金) 仲宿集会所 岩和田 １台

７月９日(月) 御宿台集会所 御宿台 ２台

７月１０日(火) 浜 １台

７月１１日(水) 久保 １台

７月１２日(木) 須賀・高山田 １台

７月１３日(金) 新町・六軒町 ２台

７月１４日(土) 指定なし １台

御宿公民館

 
※対象地区会場で受診できない場合は、他の会場で受診すること

ができます。 

※「平成２４年度保健事業予定表」と対象地区が変更になっている

ところがありますので、ご注意ください。 

【対象者】４０歳以上の方（昭和４７年１２月３１日までに生まれた方） 

【受付時間】８：００～１０：００ 

【持ち物】①受診票 ②検診費用（１，０００円） 

【注意事項】受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。 

① 検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は飲食をしな

いでください。 

② 胃腸の薬を内服している方や経過観察中の方は、主治医のもと

での検査実施をおすすめします。 

※ 昨年受診された方には、６月中旬に受診票をお送りします。 

届かない方で受診を希望される場合は、保健福祉課までお申

し込みください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健予防班  TEL６８－６７１７ 



夏期の特別ごみ収集の申込受付 
夏期の臨時事業所や民宿・旅館など一時的にごみの排出量 

が増える方を対象に特別ごみ収集の申込受付を以下のとおり

行いますので、収集を希望される方はお申し込みください。 

受付日

会場 岩和田青年館
御宿岩和田漁業協同組合
御宿支所

時間 ９：００～１０：３０ １１：００～１２：００

収集期間

７月５日（木）

７月１７日（火）～８月１７日（金）まで
※日曜日の収集は行いません。

 
○収集加入料金は月額１，０００円です。ただし、既に月額１，０００円

で加入している場合を除きます。 
○収集運搬料については、排出者と業者との個人契約になりま
すので、直接、業者にお支払ください。 

○運搬業者等による清掃センターへの搬入料金については、
戸別計量し、後日町から送付された納付書で納付ください。
（１㎏あたり６円） 

○申込用紙は建設環境課または当日受付場所に用意してあります。 
  ※申し込みの際は、印鑑と料金を持参してください。 
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班  TEL６８－６６９４ 
          町清掃センター         TEL６８－４６１３ 

 

「オリジナルナンバー」スタート 
町では、原動機付自転車（５０㏄） を対象に町のマスコットキャラ

クターである「エビアミーゴ」をデザインしたオリジナルナンバーを導

入します。オリジナルナンバーは新規登録車両のほか、既にナン

バーの交付を受けた車両にも交付（交換）します。 

【交付開始】平成２４年７月９日（月） 

【事前受付】平成２４年７月３日（火）～７月６日（金） 

※申し込みされた方の中から抽選により１番から交付します。 

  なお、希望ナンバー制ではありません。 

※受付の際は印鑑、販売証明書をお持ちください。 

 
【問い合わせ】税務住民課 税務班  TEL６８－６６９２ 

移動交番車の開設 
いすみ警察署では、本年４月１日から安全で安心できる県民生活を

守ることを目的として移動交番車の管内巡回を行っています。 
御宿町では以下のとおり開設されます。 

【内容】 
・生活安全や防犯に関する相談 
・各種届出の受理（遺失届、取得届、交通事故届、被害届、その他

届出等） 
・巡回パトロールや子どもの見守り活動 
・ひったくりや振り込め詐欺などの防犯講和 
・高齢者などに対する交通安全指導など 
【会場】町公民館 TEL６８－２９４７ 
【日時】６月１３日（水）１０：００～１１：３０ 
     ６月２２日（金）１０：００～１１：３０ 
     ６月２８日（木）１４：００～１５：３０ 
※事故・事件などの発生により変更になる場合がありますのでご
了承ください。 

【問い合わせ】いすみ警察署  地域課 TEL０４７０－６２－０１１０ 
 

平成２４年度毒物劇物取扱者試験 
県では以下のとおり、毒物劇物取扱者試験を実施します。 

【試験の種類】 

（１）一般毒物劇物取扱者試験 
（２）農業用品目毒物劇物取扱者試験 
（３）特定品目毒物劇物取扱者試験 
【日時】（各試験共通） 

期日 時間 会場

８月１０日（金）
集合時間　　　　１３：００
試験開始時刻　１３：３０
試験終了時刻　１５：３０

敬愛大学　稲毛キャンパス
千葉市稲毛区穴川１－５－２１

 
【願書受付日程及び場所】 

　 日程 受付場所及び郵送先 受付時間

持参
７月５日（木）
及び７月６日（金）

千葉県教育会館
３０４会議室（千葉市中央区
市場町４－１３－１０）

９：３０～１１：３０
１３：００～１６：００

郵送
６月２５日（月）
       ～２９日（金）
（当日消印有効）

〒２６０－８６６７
千葉市中央区市場町１－１
千葉県健康福祉部薬務課
薬事審査指導室

 
※詳細は下記にお問い合わせください。 
【問い合わせ】千葉県健康福祉部薬務課 TEL０４３－２２３－２６１８ 
 

介護支援専門員実務研修受講試験 
 千葉県社会福祉協議会では、以下のとおり介護支援専門員

実務研修受講試験を実施します。 

【日時】１０月２８日（日） １０：００～１２：００ 

【受験資格】医療・保健・福祉分野の有資格者で一定期間以上 

の実務経験のある方 

【申込書配布期間】６月１８日（月）～７月２５（水） 

【配布場所】役場保健福祉課介護福祉班、町社会福祉協議会 

県社会福祉協議会、県福祉人材センター（JR千葉

駅前）、県保険指導課、県健康福祉センター、 

【申込方法・期間】６月１８日（月）～７月２５日（水）当日消印有効 

※簡易書留による郵送のみ 

【問い合わせ】県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班 

〒２６０－８５０８ 千葉市中央区千葉港４－３ 

ＴＥＬ ０４３－２０４－１６１０ 

URL http://www.chibakenshakyo.com/ 

   

危険物取扱者保安講習会の実施 
夷隅広域消防本部では、平成２４年度危険物取扱者保安講習

を以下のとおり開催します。 

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

している方は、３年に１度この講習を受けなければなりません。 

【期日】９月２１日（金） 

【会場】長生村文化会館 

【講習手数料】４，７００円（県収入証紙で納入） 

【募集期間】７月２３日（月）～７月２７日（金） 

【申込・問い合わせ】夷隅広域消防本部 予防課  

TEL０４７０－８０－０１３２ 

 

一日赤十字講習会参加者募集 

日本赤十字社御宿町分区と赤十字奉仕団では、住民の皆さん

を対象とした講習会を開催します。 

【日時】７月４日（水） １０：００～１５：００ 

【会場】町地域福祉センター 

【内容】午前 非常食の作り方（包装食袋「ハイゼックス」を使用） 

         講義：東日本大震災の経験から 

昼食：非常食を試食しながら意見交換  

     午後 救急法（AEDを使用） 

【募集期間】６月２８日（木）まで 

【申込・問い合わせ】日本赤十字社御宿町分区事務局 TEL６８－６７２５ 


