任期付短時間勤務職員を募集します

おんじゅく

【募集職種】保健業務
【採用予定人数】１名
【任用期間】１１月６日～平成３１年３月３１日
【勤務時間】８：３０～１５：３０、月～金曜の週５日勤務
発行日 平成２９年１０月１０日 Ｎｏ．７３０
または８：３０～１７：１５ 月～金曜のうち週４日勤務
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２
【受験資格】保健師、正看護師、准看護師の資格のうちいずれか
URL http://www.town.onjuku.chiba.jp/
を有する方
Twitter @KohoOnjuku
【申込方法】御宿町職員（任期付職員）採用試験申込書、同資
格・職歴報告書、同面接カードに必要事項を記入 「その一票 あなたが動かす 日本の未来」
し、総務課行政班（役場４階③窓口）へ提出してくだ
さい。申込書等は総務課で配布しているほか、町ホ
ームページからもダウンロードできます。
衆議院議員総選挙・
※郵送可 締切日必着
最高裁判所裁判官国民審査の
【受付期間】１０月１０日（火）～１０月２３日（月）※土日を除く
投票予定日です
【試験日】１０月３０日（月）
【投票時間】７：００～２０：００
【試験内容】作文及び面接
【投票方法】
詳しくはホームページをご覧ください。
【申込み・問合せ】
小選挙区選挙
候補者の氏名を書いて投票してください。
〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
比例代表選挙
政党の名称又は略称を書いて投票してください。
御宿町役場 総務課 行政班 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１１

お知らせ版

１０月２２日（日）は

後期高齢者医療保険料の納期について
普通徴収

第４期

第５期

１０月３１日（火） １１月３０日（木）

※期限を守り、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。
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

１０月・１１月の「心配ごと相談所」開設日
開設日

場所

１０月２３日（月） 地域福祉センター
１１月２日（木） 地域福祉センター

相談内容
一般相談
人権相談
一般相談
行政相談
障害者相談

相談時間は９：００～１２：００です。
【問合せ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

最高裁判所
裁判官国民審査

やめさせたいと思う裁判官の氏名の
上の欄に「×」の記号を書いてください。

<<期日前投票等について>>
投票日当日、仕事や旅行等で投票所に行って投票できない
場合、期日前投票ができます。（入場券が届かない時や紛失し
た時でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。）
【日時】１０月１１日（水）～１０月２１日（土） ８：３０～２０：００
【場所】役場２階中会議室
<<選挙広報について>>
【配付方法】１０月１８日頃の新聞折り込みで実施する予定です。
※新聞未購読世帯の方は新聞折り込み日以降に以下の場所で
配布予定ですので、ご利用ください。
【配布場所】役場２階選挙管理委員会、公民館、月の沙漠記念
館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、御宿岩和田漁協本所・御
宿支所、布施郵便局、株式会社西武プロパティー
ズ御宿台営業所、ラビドール御宿
※郵送をご希望される方は選挙管理委員会へご連絡ください。
【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１

医療費通知が医療費控除の明細に
使用できるようになりました
御宿町国民健康保険では、医療機関でかかった医療費の
額をお知らせすることにより、被保険者の健康に対する認識
を深めていただくため、医療費通知を送付しています。
今まで、申告の際の医療費控除の明細として、医療費通知
を使用することはできませんでしたが、制度改正により、平成
３０年の申告（平成２９年分所得に係る申告）から医療費控除
の明細として使用できることとなりました。
現在送付している医療費通知については、印刷の都合上
「この通知は確定申告の際の医療費控除の証明には使用で
きません。」と明記されていますが、平成３０年の申告からは医
療費控除の明細として使用できますので、ご注意ください。
今までと同様に医療費の領収書を明細として申告すること
もできます。
また、医療費通知に記載されていないものや医療費助成
等がある場合は、別途領収書や医療費助成の額を差し引くな
どにより申告していただく必要があります。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わ
せください。
【問合せ】保健福祉課 医療保険係 ＴＥＬ ６８－６７１７
茂原税務署 ＴＥＬ ０４７５－２２－２１６６

国民年金保険料の「後納制度」について
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
とができる「後納制度」が、平成２７年１０月１日から平成３０年
９月までの３年間に限り実施されています。
後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の
受給ができなかった方が受給資格を得られることがあります。
※すでに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、申し込みが必要となります。
【問合せ】
ねんきん加入者ダイヤル ＴＥＬ ０５７０－００３－００４
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

ごみの正しい分別にご協力ください
カン・鉄類は下図○印のように空きカン・鉄くず・小型家電・乾
電池の４分類それぞれについて、別々の袋に分けて出すように
お願いします。下図×印のように分類の異なるごみが同じ袋に
入れられていると、収集できずに集積所に残ったり、収集後に
再分別を行うコストが発生します。円滑なごみ処理とリサイクル
のため、引き続き適正なごみの分別にご協力をお願いします。
空きカン
鉄くず
乾電池

鉄くず
小型家電

↑分類の異なるごみが同じ袋に入れられている。

空きカン

鉄くず

小型家電

乾電池

↑４分類それぞれが別々の袋に分けられている。

第 30 回腎臓病を考える会を開催します
千葉県と特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会では、
以下のとおり腎臓病を考える会を開催します。
【日時】１０月２９日（日）１３：００～１５：３０
【場所】京葉銀行文化プラザ６階 欅の間（ＪＲ千葉駅徒歩３分）
【内容】①講演会
・「フレイルと栄養」
講師 さとうクリニック 管理栄養士 樫浦 むつほ 先生
・「慢性腎臓病に対する腎臓リハビリテーション」
講師 平山病院 副院長 平山 陽 先生
②移植体験者の体験談
③医療相談会
【定員】１２０名
【申込方法】当日受付、入場無料
【主催】千葉県、特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会
【問合せ】特定非営利活動法人 千葉県腎臓病協議会
ＴＥＬ ０４３－２５６－４６６１

平成２９年度晩秋の生き活きフェアを

おんじゅく・かつうら鶴亀学校の
参加者を募集します
町では、介護予防の普及啓発や他市町村との交流を目的
に、おんじゅく・かつうら鶴亀学校を開催します。今年は、音楽
を使ったレクリエーションや様々な制作物を作成予定です。皆
さんのご参加をお待ちしております。
【日時】１１月９日（木） １０：００～１５：００
【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。
【対象者】御宿町・勝浦市にお住いの６５歳以上の方
【定員】７０名（申込み先着順）
【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】１０月２５日（水）までに保健福祉課福祉介護班（役
場２階②窓口）へお電話ください。
【申込み・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６

※詳細は、「御宿町ごみの分け方・出し方」をご参照ください。
開催します
建設環境課環境整備班（役場３階⑤窓口）および町清掃センタ
長生・夷隅郡市の有志福祉施設が集まり、ハンディキャップ 献血にご協力ください（200mL・400mL）
ーにて配布しています。
を持つ人たちの日ごろの日中活動の成果品などを販売すること 【日時・場所】１０月２４日（火） １０：００～１１：４５ 保健センター
【問合せ】清掃センター TEL ６８－４６１３
を通して、地域の人々に理解を深めてもらうことを目的に、晩秋 ※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険
証等）をお持ちください。
の生き活きフェアを開催します。
【問合せ】保健福祉課
保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
【日時】１１月１日（水）・２日（木） １０：００～２０：００

介護予防教室

【会場】茂原ショッピングプラザ アスモ（茂原市高師１７３５）
【販売内容】加工食品・パン・木工・手芸品・花苗等
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 【主催】長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会 有志福祉施設
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 【問合せ】社会福祉法人愛の友協会 セルプ・しんゆう
ます。皆さんのご参加をお待ちしています。
ＴＥＬ ０４７５－３２－２５８７
【日時・場所】
１０月３０日（月） １３：３０～１５：００ 岩和田青年館
御宿コーラス愛好会４０周年
１１月 ６日（月） １３：３０～１５：００ 新町会館
記念コンサートを開催します
※他の地区は日程が近くになりましたらお知らせします。
昭和５３年３月に公民館の落成に合わせて町の有志が発起
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
人となり会員を募集してコーラス愛好会が誕生しました。今年で
【対象】町内在住の６５歳以上の方
４０周年になるのを記念し、コンサートを開催します。
※６５歳未満の方も見学できます。
【日時】１０月２９日（日） １３：００開場 １３：３０開演
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具
【場所】公民館大ホール
動きやすい服装でお越しください。
【入場料】無料
【内容】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム等
【主催】御宿コーラス愛好会４０周年記念コンサート実行委員会
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
【後援】御宿町、御宿町教育委員会、夷隅郡市合唱連盟
【問合せ】御宿コーラス愛好会（江澤） ＴＥＬ ６８－６４３６

巡回型元気いきいき教室を開催します

五倫文庫講演会を開催します
一般財団法人五倫文庫では、以下のとおり講演会を開催し
ます。
【日時】１１月１２日（日） １３：３０開場 １４：００開演
【場所】公民館大ホール
【演題】夢挑戦 七つの海を越えて
【講師】海洋冒険家 白石康次郎氏
【申込方法】申込期間に五倫文庫事務局へ電話でお申し込み
ください。
【定員】２００名（申込み先着順）
【参加費】無料
【申込期間】１０月２４日（火）～１０月２９日（日）１０：００～１６：００
【主催】一般財団法人五倫文庫
【後援】御宿町、御宿町教育委員会
【申込み・問合せ】五倫文庫事務局 ＴＥＬ ６８－４３１１

