臨時職員を募集します

おんじゅく

町では、以下のとおり臨時職員を募集します。
【業務内容】申請受付、書類整理など
※勤務場所は役場２階保健福祉課
【募集人員】１名
発行日 平成２７年７月１０日 ＮＯ．６７６
【勤務期間】平成２７年８月から１１月末まで
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
【勤務時間】月～金曜日（土日・祝日を除く）原則８：３０～１７：１５
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場総務
Twitter @KohoOnjuku
★Twitter アラートの配信を行っています★
課（４階③窓口）に提出してください。
【受付期間】７月１３日（月）～７月２４日（金）
B&G 海洋センタープールを開設します
※郵送可 締切日必着
【開設期間】７月１８日(土)～８月３１日(月)
【試験内容】面接
【開設時間】９：００～１２：００、１３：００～１７：００
【面接日】７月２８日（火）※時間、場所については別途通知します。
※昼休み（１２：００～１３：００）は閉鎖します
【応募・問い合わせ】〒２９９－５１９２
【利用料金】町内一般：午前２００円、午後２００円
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
町内学生（小中高）：午前１００円、午後１００円
御宿町役場 総務課 行政班
小学生未満：無料
TEL ６８－２５１１
【その他】・ご利用の際は、電話で確認してください。
・事業により入場制限をすることがあります。
・小学生以下は保護者の付き添いが必要なため、保
KIDS プレミアム商品券の
護者分の料金がかかります。
追加販売を行います 【問い合わせ】町 B&G 海洋センター TEL ６８－４１４３
中学３年生以下のお子さんのいる家庭に限り、５月に発売し
た KIDS プレミアム商品券の追加販売を行います。前回購入し
た方も購入できますので、この機会にぜひご購入ください。
御宿町合併６０周年記念
【対象世帯】中学３年生以下のお子さんがいる世帯
盆おどりのつどいを開催します
【販売金額】１０，０００円
町では、合併６０周年を記念して、御宿町で親しまれている
（額面１４，０００円分の商品券が購入できます）
「房州御宿音頭」をはじめ、「御宿音頭」などによる盆おどりのつ
【販売日時】７月２６日（日）９：００～１５：００
どいを開催します。皆さんぜひご参加ください。
※先着順（１８０冊）により、売切れ次第終了となります。
【日時】８月８日（土）１７：３０～１９：００
【販売場所】町公民館 大ホール
【会場】中央海岸 中央ステージ
【購入限度】１世帯１冊
【駐車場】中央海岸駐車場、須賀多目的広場駐車場をご利用く
※当日配布する整理券に、お子さんの住所・氏名
ださい。
をご記入いただきます。
【 曲 目 】 「 房 州 御 宿音頭 」 、 「 房 州 よ い と こ 」 、 「 御 宿 音 頭 」 、
（先にお送りしました KIDS プレミアム商品券引換券は必要ありません）
「マドリッド音頭」
【使用期限】平成２７年１１月１１日
【問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

お知らせ版

平成２７年度後期高齢者医療
被保険者証等を送付します
後期高齢者の被保険者証（保険証）を７月中旬に発送します
ので、８月１日からは、新しい保険証を使用してください。なお、
古い保険証は、役場保健福祉課保健事業班（３階②窓口）また
は町公民館に返却してください。
・保険証の有効期間は、平成２７年８月１日から平成２８年７月
３１日です。
・保険証の色は青色になり、形や大きさに変更はありません。
【限度額適用・標準負担額減額認定証の申請】
平成２６年度中に申請があり、認定証が交付されている方で、
今年度の負担区分判定により「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当されて
いる方には、保険証と一緒に認定証を送付します。負担する額
は、所得によって異なります。また、新規申請の方は、役場保健
福祉課保健事業班（３階②窓口）にて手続きを行ってください
（印鑑が必要です）。
【負担割合の算定】
保険証の負担割合（一部負担金の割合）は、８月１日に見直さ
れ、前年中の収入・所得に応じて１割または３割の負担になります。
≪１割負担≫
平成２７年度の課税所得（町県民税）が１４５万円未満の方
≪３割負担≫
平成２７年度の課税所得（町県民税）が１４５万円以上の方
ただし、平成２６年中の収入額の合計が以下の①、②のいず
れかに該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出するこ
とにより、認定の後、負担割合が１割に変更となります。
①世帯内に本人以外の後期高齢者医療の被保険者がいない場合
本人の収入額が３８３万円未満、または世帯内に後期高齢者
医療制度に加入していない７０歳から７４歳の方がいて、その方
と本人の収入の合計額が５２０万円未満
②世帯内に後期高齢者医療の被保険者が２人以上いる場合
世帯内の被保険者の収入の合計金額が５２０万円未満
【収入額】
収入額とは、事業所得や不動産所得、雑所得や一時所得、
譲渡所得などがある場合、必要経費を控除する前の売上金額
や給与及び年金収入など、確定申告書の第一表～第三表の
「収入金額等」や「収入金額」の欄の額になります。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７

国民年金保険料には免除制度があります 日本メキシコ学生交流プログラム２０１５ 平成２７年夏の交通安全運動を実施します
パネルディスカッション開催！

第１号被保険者（日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満
の人）は、年齢・性別・所得に関係なく、２０歳から６０歳までは定
額の保険料を納めることになっています。
経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、
保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者
（３０歳未満）納付猶予制度」がありますので、未納のままにせず
手続きを行ってください。
平成２７年度（平成２７年７月分から平成２８年６月分まで）の
保険料免除申請は、千葉年金事務所及び役場税務住民課住
民班（３階②窓口）で手続きができます。
過去２年（申請月の２年１か月前の月分）まで遡って免除申請
をすることができます。
※ご自身の保険料の未納期間については、年金事務所でご確
認ください。
【問い合わせ】
千葉年金事務所国民年金課 TEL ０４３－２４２－６３２０
税務住民課 住民班 TEL ６８－６６９５

日本メキシコ学生交流プログラム実行委員会では、外務省、メ
キシコ大使館、千葉県、御宿町等の後援により、メキシコ全土か
ら募った学生１０名が、主に御宿町に２３日間滞在しながら、３０
日間にわたり日本語と日本文化を学ぶプログラムを実施します。
なお、プログラムのカテゴリーの１つとして、以下の日程でパネ
ルディスカッションを行います。
日本とメキシコの学生による、両国間の関係発展についての
討論会を予定していますので、ぜひご来場ください。
【本町への学生の滞在期間】
７月１１日（土）～８月２日（日）
●パネルディスカッション
【日時】８月１日（土）１５：００～１７：００
【場所】町公民館 大ホール※入場無料
【問い合わせ】
日本メキシコ学生交流プログラム実行委員会事務局
TEL ６８－２４５３

後期高齢者医療保険料の納期

家庭教育相談

夏休みに入るこの時期は、子供たちや若者の解放感から起
こる事故や、夏の行楽シーズンに伴う交通量の増加などによる
事故が懸念されます。
そこで、「事故を起こさない」だけでなく、「事故に遭わない」
ためにも、皆さん一人一人が交通ルールを遵守し、正しい交通
マナーを実践して、交通事故防止の徹底を図ることを目的に、
夏の交通安全運動を実施します。
【期間】７月２０日（月）～７月３１日（金）
【スローガン】～思いやり ゆとりは無事故へ つづく道 ～
【運動の重点目標】
１．子どもと高齢者の交通事故防止
２．自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の
周知徹底）
３．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用
の徹底
４．飲酒運転の根絶
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 TEL ６８－２５１１

町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受
シルバー人材バンク会員募集
け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘
町では、高齢者が今までの経験、能力などを生かして、地域
７月３１日（金）
８月３１日（月）
密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
で働きながら社会に貢献し、生きがいを持って生活することで
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。
【日時】７月１６日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００
福祉の増進を図ることを目的に、シルバー人材バンクを町社会
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。
【場所】町公民館２階 クラブ室
福祉協議会に委託しています。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
シルバー人材バンクでは、作業をしていただける会員を募集
しています。
自衛官を募集します
現在、草刈や植木の手入れができる会員が不足しています
ので、経験がある方はぜひ会員登録をお願いします。
防衛省自衛隊では自衛官を募集しています。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。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５
募集種目
応募資格
受付期間
試験期日
入（校）隊
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

第１期

第２期

１次試験：９月２３日（水）
航空学生（パイロット）

一般曹候補生

１８歳以上２７歳未満
男子

自衛官候補生

高卒（見込含）２１歳未満

女子
男子

平成２８年３月高等学校
等卒業予定者
１８歳以上２７歳未満

８月１日（土）

２次試験：１０月１７日（土）～１０月２２日（木）

～

３次試験：１１月１４日（土）～１２月１７日（木）

９月８日（火）

１次試験：９月１８日（金）、９月１９日（土）のうち１日
２次試験：１０月８日（木）～１４日（水）のうち１日

８月１日（土）～９月８日（火）
８月１日（土）～９月８日（火）

ピア・フェスタを開催します

受付時にお知らせします。

随時受付

【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

平成２８年３月下旬～４月上旬

社会福祉法人土穂会ピア宮敷では、納涼祭を開催します。
模擬店や楽しいイベントが盛り沢山ですので、ぜひお越しく
ださい。
【日時】７月２５日（土）１６：００～１９：００（雨天中止）
【場所】障害者支援施設 ピア宮敷
（いすみ市岬町岩熊１３８－１０）
【問い合わせ】社会福祉法人土穂会 ピア宮敷（斉藤・浅野）
TEL ８７－９６３１

