
御宿町役場 職員募集 
町では、平成２８年度採用職員を募集します。 

【試験職種・採用予定人数等】 

試験職種 人数 受　　験　　資　　格 一次試験科目等

行政
（上級）

若干名
教養試験（大卒程度）
事務適性検査
一般性格診断検査

土木
（上級）

１名
教養試験（大卒程度）
専門試験

　昭和６０年４月２日から平成６年
４月１日までに生まれた方で、学
歴を問わない。
　ただし、平成６年４月２日以降
に生まれた方で、学校教育法に
基づく大学（短期大学を除く）を
卒業した方（平成２８年３月まで
に卒業見込みの方）を含む。

 
【申込方法】 

試験申込書に必要事項を記入のうえ、役場総務課（４階③窓

口）へ提出してください。 

試験申込書は同課で配布します（配布時間は土日祝日を除

く８：３０～１７：１５）。郵送希望者は、｢採用試験申込書希望｣と

記入した封筒に、１２０円切手を貼った返信用封筒(郵便番号､

住所、氏名を明記)を同封し、送付してください。 

【受付期間】１０月１９日（月）～１１月６日（金）※土日祝日は除く 

受付時間は８：３０～１７：１５ 

※郵送可 １１月６日消印有効 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 １１月２２日（日） 

場所：御宿町役場２階 会議室 

受付時間：９：００～９：３０ 

試験開始：１０：００ 

〇２次試験 １２月中旬～下旬を予定（面接・作文等を実施） 

詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

【問い合わせ】〒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（内線４１５） 

 

マイナンバー通知カードを発送します 
通知カードは１０月中旬から全国各市町村へ順次発送とな

り、夷隅地域では１１月上旬から皆さまへお届けを予定していま

す。１１月下旬までに通知カードが届かない場合は、役場税務

住民課住民班（３階①窓口）へお問い合わせください。 

【問い合わせ】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２７年１０月９日  ＮＯ．６８２ 

海と山の子交流会 40 周年記念 

野沢温泉村交流ツアーの参加者を募集します 
御宿町と野沢温泉村の交流が始まって４０周年。これからも野

沢温泉村との幅広い交流を深めるため、交流ツアーを開催しま

す。秋の野沢温泉村の散策や交流会を企画しました。皆さんの

ご参加をお待ちしています。 

【日時】１０月２９日（木）・３０日（金） １泊２日 

【募集予定人数】４０名（定員になり次第締切） 

【参加費用】１５，０００円（１泊２食、１日目昼食代、旅行保険含む） 

【申込期限】１０月２２日（木） 

【行程】〇２９日（木） 

６：００役場発－１３：００野沢温泉村着（昼食）－交流会、

村内散策（上の平高原の紅葉など）－１８：００懇親会 

〇３０日（金） 

９：００村内散策－１１：００野沢温泉村発－１９：００  

御宿町着 

【申込・問い合わせ】総務課 TEL ６８－２５１１ FAX ６８－３２９３ 
 

「（仮称）おんじゅく認定こども園」建設に 
関する住民説明会を開催します 

町では、御宿台地区への建設を進めている（仮称）おんじゅく

認定こども園について、以下のとおり住民説明会を開催します。

保育所に入所していない児童の保護者の方もぜひご参加くださ

い。皆さんのご来場をお待ちしています。 

【日時】１０月２５日（日）１０：００～ 

【場所】町公民館 大ホール 

【内容】（仮称）おんじゅく認定こども園建設について 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

Ｅメール fukushi@town-onjuku.jp 
 

御宿町身体障害者福祉会 

「日帰り旅行」の参加者を募集します 
町身体障害者福祉会では、日帰り旅行の参加者を以下のと

おり募集します。本会未入会で障害者手帳をお持ちの方も、是

非ご参加ください。 

【日時】１１月９日(月) ８：３０出発 １７：００帰着予定 

【内容】柴又帝釈天(東京都)他 ※車イスでも可 

【対象者】障害者手帳所持者(付き添いの方の参加も可) 

【参加費】一般３，５００円 会員３，０００円 ※昼食代等を含む 

【申込期限】１０月２９日(木) 

【申込・問い合わせ】 

町身体障害者福祉会事務局（町社会福祉協議会） 

TEL ６８－６７２５ 

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★ 

町野球場春季臨時予約受付を行います 
施設を円滑に利用していただくため、春季の臨時予約を受け

付けます。 

【貸出期間】平成２８年２月６日（土）～平成２８年３月３１日（木） 

※町が主催する行事等がある場合には、予約を取り消していた

だく場合があります。 

【申込対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体 

※町外団体については、宿泊業者による代理申請が可能です。 

【申込期間】１０月１０日（土）～１０月３１日（土）※休館日は除く 

○申込期間内の休館日は１０月１２日、１３日、１９日、２６日です。 

○利用日が重なった場合は抽選になります。 

【抽選日時】１１月１日（日）１０：００ 

【抽選場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３ 

 

海岸清掃及び町民清掃を実施します 
毎月の町民清掃にご協力いただきありがとうございます。 

１０月は以下のとおり海岸清掃と町民清掃を実施しますので、

たくさんの方のご参加、ご協力をお願いします。 

【日時】１０月１８日（日）８：００～１０：００ ※軍手をお持ちください 

【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 

清掃場所 ごみ袋配布場所及びごみ回収場所

岩和田海岸 岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近）

浦仲海岸 海岸通り（階段付近２か所）

中央海岸 ラクダ像付近、海岸ステージ付近

浜海岸 浜トイレ脇  
【駐車場】多目的広場駐車場 

【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。 

【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 

mailto:fukushi@town-onjuku.jp
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


おんじゅく・かつうら鶴亀学校の 
参加者を募集します 

御宿町・勝浦市では、６５歳以上の方を対象に、授業形式で

の保健に関する講話や、ゲーム形式での運動等を行います。

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、どなたでも

楽しめる秋にちなんだ授業をご用意しています。 

【日時】１１月１７日（火）１０：００～１５：３０ 

【場所】勝浦市芸術文化交流センターkuste（キュステ）大ホール 

（勝浦市役所の隣） 

※送迎バスを利用する方は、申込みの際にお伝えください。 

【定員】７０名（申込み先着順） 

【対象者】御宿町・勝浦市にお住いの６５歳以上の方 

【参加費】無料 

※お弁当を注文する方は５００円が必要となります。お弁当の持

ち込みも可能です。 

【申込方法】１１月６日（金）までに役場保健福祉課福祉介護班

（２階②窓口）へお電話ください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 
 

介護予防普及啓発事業 

「御宿町ほのぼの健康教室」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

病気や食事の講話を中心に食事をしながら会話を楽しむ「御宿

町ほのぼの健康教室」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】１１月５日（木）新町会館 １０：３０～１３：３０ 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 

【定員】２０名（申込先着順） 

※お弁当注文の都合上、１０月２６日（月）までにお申し込みください。 

【参加費】６００円 

【持ち物】タオル、飲料水（水分補給） 

動きやすい服装でお越しください。 

【内容】「脳梗塞について」「食事・飲み込みについて」 

「自宅でできる予防体操」 等 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 
 

後期高齢者医療保険料の納期 
第４期 第５期

１１月２日（月） １１月３０日（月）

後期高齢者医療保険料

（普通徴収）
 

※納期を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

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。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

御宿町社会福祉協議会 職員募集 
社会福祉法人御宿町社会福祉協議会では、平成２８年度採

用職員を募集します。 

【試験職種･採用予定人数等】 

試験職種 人数 受　　験　　資　　格 一次試験科目等

一般事務職員 １名

　昭和６０年４月２日から平成６年
４月１日までに生まれた方で、学
歴を問わない。
　ただし、平成６年４月２日以降に
生まれた方で、学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く）を卒業
した方（平成２８年３月までに卒業
見込みの方）を含む。

教養試験
（大卒程度）

 
【申込方法】 

試験申込書に必要事項を記入のうえ、町社会福祉協議会へ

提出してください。 

試験申込書は同協議会で配布します（配布時間は土日祝日

を除く８：３０～１７：１５）。郵送希望者は、｢採用試験申込書希

望｣と記入した封筒に、１２０円切手を貼った返信用封筒(郵便

番号､住所、氏名を明記)を同封し、送付してください。 

【受付期間】１０月１９日（月）～１１月６日（金）※土日祝日は除く 

受付時間は８：３０～１７：１５ 

※郵送可 １１月６日消印有効 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 １１月２２日（日） 

場所：町地域福祉センター 

受付時間：９：００～９：３０ 

試験開始：１０：００ 

〇２次試験 詳細については、第１次試験合格者に別途通知し

ます（面接・作文等を実施）。 

【申込･問い合わせ】〒２９９－５１０２ 

千葉県夷隅郡御宿町久保１１３５－１ 

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会 

TEL ０４７０－６８－６７２５ 

 

家庭教育相談 
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

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

密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】１０月１５日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 

【場所】町公民館２階 クラブ室 

【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

臨時福祉給付金申請の 
休日受付を行います 

消費税率が引き上げられたことに伴い、暫定的・臨時的な措

置として実施される臨時福祉給付金の休日受付を行います。 

【日時】１０月１８日（日）９：００～１２：００ 

【場所】役場２階保健福祉課 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 

ＴＥＬ ０４７０－６８－６７１６/４８８１ 

 

「親と子の料理教室」を開催します 
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子のふれあいを持ち、「楽しく」「おいし

く」食べることの大切さを見直してみましょう。 

【日時】１１月７日（土）９：３０～１３：３０ 

【場所】町保健センター 

【内容】講話、みそ汁塩分測定、調理実習 

献立：おにぎらず、鶏肉のトマトクリーム煮、ごぼうのごま

風味サラダ、オリジナルスープ 

【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 

【定員】１５組（申込先着順） 

【費用】無料 

【持ち物】ご家庭のみそ汁、エプロン、三角巾、手ふきタオル、

筆記用具、室内用くつ 

【申込期限】１０月２７日（火） 

【申込・問い合わせ】保健福祉課（食生活改善会事務局） 

TEL ６８－６７１７ 

 

国民年金保険料「５年の後納制度」が 
開始されました 

過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付すること

で、将来の年金額を増やすことができる「後納制度」が、平成２

７年１０月１日から３年間限りの特例として開始されました。な

お、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用

はできません。 

後納制度を利用するには、申込みが必要となりますのでお問

い合わせください。 

【問い合わせ】 

国民年金保険料専用ダイヤル ＴＥＬ ０５７０－０１１－０５０ 

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 ０４７０－６８－６６９５ 


