
 

非常勤職員・臨時職員を募集します 
≪月の沙漠記念館長；募集人数１名≫ 
【勤務体制】非常勤職員 
【勤務内容】館務の掌理、館職員の監督 
【勤務開始日】２月１日（木） 
【応募要件】グラフィックデザインまたは学芸員の経験があ

り、芸術を愛好する方 
≪つるし雛めぐり期間臨時職員；募集人数４名≫ 
【勤務内容】おんじゅくまちかどつるし雛めぐりの 

案内・受付など 
【勤務日程】２月１７日（土）～３月４日（日） ８：３０～１７：１５ 

平均１日３名のシフト制 
≪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、１月２５日（木）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】１月３０日（火） ※詳細は後日連絡します。 
【申込み・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 ０４７０－６８－２５１１ 

新成人のみなさんへ 

２０歳になったら国民年金 
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残った

とき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みん
なで支えようという考えで作られた仕組みです。 
国民年金は２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義

務付けられています。２０歳になったら忘れずに国民年金の
加入手続きをしましょう。 
【国民年金のポイント】 
○将来の大きな支えになります 
国民年金は２０歳から６０歳までの人が加入し、保険料を
納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定し
ていますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。 

○老後のためだけのものではありません 
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年
金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障
害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者
が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた
遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。 

※国民年金の詳細については、日本年金機構ホームペー
ジ （http://www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。 
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野焼きは法律で禁止されています 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物の不法投

棄は当然のことながら、野焼き行為も原則禁止されており、違
反者には罰則が課される場合があります。 
家庭からのごみは自家処分せず、町のごみ収集日に出す

か、直接清掃センターへ搬入してください。塩素を含んだビニ
ールやプラスチックを低い燃焼温度で燃やすと、ダイオキシン
が発生しやすくなり、生活環境の悪化につながります。 
また、農業や宗教行事などでの軽微な焼却については禁

止の例外となっていますが、煙やにおいが近隣の迷惑になら
ないことが前提です。周囲に声をかけるなど配慮をお願いし
ます。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

公民館文化体験プログラム 
房総太巻き寿司教室を開催します 

町公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため
様々なプログラムを企画しています。 
今回は、房総半島に伝わる郷土料理として房総太巻き寿

司教室を開催しますので、ご希望のある方はご参加ください。 
【日時】２月２３日(金) ９：５０～１３：００頃 
【場所】公民館調理室 
【費用】１，０００円程度 
【定員】約２０名 ※定員を上回った際は、抽選となります。 
【持ち物】エプロン、マスク、三角きん 
【申込方法】２月１６日（金）までに、電話にて住所、氏名、 

年齢、電話番号を公民館へお知らせください。 
【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

介護予防教室  
巡回型元気いきいき教室 

（久保地区）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
施します。皆さんのご参加をお待ちしています。 
【日時】２月５日（月） １３：３０～１５：００ 
【場所】久保区民館 
※他の地区は日程が近くに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。 
【対象】町内在住の６５歳以上の方  

※６５歳未満の方も見学できます。 
【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】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム等 
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

URL http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku 

後期高齢者医療保険料の納期について 

第７期 第８期

１月３１日（水） ２月２８日（水）
普通徴収

 

※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 

農業用ビニールの回収受付 
使用済みの農業用ビニールの回収を次のとおり実施します。環

境に優しい農業生産の推進を図るため、リサイクルにご協力をお願
いします。 
【日時】１月３０日（火）９：００～１１：００ 
【回収場所】いすみ農業協同組合御宿支所 
【回収品目】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋 
【負担金額】１ｋｇあたり１１．３円 

※計量後、現金でお支払いください。 
【荷造りの規格等】 
・塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。 
・排出するビニールは、同じ素材で結束してください。 
また、１梱包は１５ｋｇ程度で長さ８０ｃｍ程度に束ねてください。 
・石、ゴミ、土等を取り除き、極力水分を付着させないようにしてくだ
さい。 
※規格外のもの、放射線量が０．２３μｓｖ/ｈを越えたもの、異物（別
素材）等が混入していた場合などは引き取りができませんのでご
注意ください。 
対象品目 塩化ビニールフィルム ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）

規格
（重さ１５ｋｇ程度まで）

つづら折り 同左又は杭を利用したグルグル巻き

結束
ハウスから取り外した被覆資材と
同種類のものを紐にする

同左又はマイカー線

その他 登録番号記載 登録番号記載不要
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【問合せ】 
御宿町廃プラスチック対策協議会事務局（産業観光課内） 
TEL ６８－２５１３  
いすみ農業協同組合大原御宿地区購買店舗 TEL ６６－１７１２ 
いすみ農業協同組合御宿支所 TEL ６８－２４２４ 

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


戦没者等のご遺族の皆さまへ 
戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される「第

十回特別弔慰金」の請求期限が近づいています。 
【対象者】 
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準
日）において公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない
場合に、次の順番で先順位のご遺族１名に支給されます。 
【１】基準日までに弔慰金の受給権を取得した方 
【２】戦没者等の子 
【３】戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要
件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 

【４】上記以外の三親等内の親族で戦没者等の死亡時まで引
き続き１年以上生計関係を有していた方 

【受付場所】税務住民課住民班（役場３階①窓口） 
【受付期限】 
４月２日（月）※土日・祝日を除く開庁日 

※前回の受給者の死亡等により、新規対象者となる場合があり
ますので、お心あたりの方はお問い合わせください。 
【問合せ】千葉県健康福祉指導課  ＴＥＬ ０４３-２２３－２３３７ 

税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８-６６９５ 

介護相談会を実施します 

おんじゅく地域包括支援センターでは、地域の健康サポート
薬局と連携し介護相談会を実施します。実際の介護や認知症
相談、介護に至っていないが今後の不安があるなど介護全般
の相談を受け付けます。※詳細はおんじゅく地域包括支援セン
ターへお問い合せください。実施場所に連絡をしないようお願
いします。 
【日時】１月１６日（火）１４：００～１５：００ 
【実施場所】補生堂薬局内(御宿町久保２２２１－４) 
【問合せ】おんじゅく地域包括支援センター ＴＥＬ ６８－６７１６ 

第２６回僕らはみんな生き活き展の開催 
長生・夷隅郡市の福祉施設、特別支援学校が集まり、展示販

売会を実施することにより、地域の人々にハンディキャップを持
つ人たちへの理解を深めてもらうことを目的として、第２６回僕ら
はみんな生き活き展を開催します。 
【日時】２月９日（金）～１２日（月・祝） １０：００～２０：００ 

※最終日は１９：００までです。 
【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】各施設作業作品 

加工食品・手芸・木工品・花苗等 
【主催】長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会 
【問合せ】社会福祉法人土穂会 ピア宮敷 ＴＥＬ ８７－９６３１ 

おんじゅくまち２０１８高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）、 

御宿町第５期障害福祉計画・御宿町第１期障害児福祉計画（案）、 

第３期御宿町国民健康保険特定健康診査等実施計画（案）に係る意見公募を実施します 
【募集の趣旨】 
町では、現在、策定を進めている各計画について、町民の皆さまからのご意見等を反映させるため、以下のとおり意見公募（パ

ブリックコメント）を実施します。 
【計画】（ａ）おんじゅくまち２０１８高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案） 

（ｂ）御宿町第５期障害福祉計画・御宿町第１期障害児福祉計画（案） 
（ｃ）第３期御宿町国民健康保険特定健康診査等実施計画（案） 

【募集期間】１月１１日（木）～１月３１日（水） 

【募集対象者】（１）町内に住所を有する者 
（２）町内に在する事務所又は、事務所に勤務する者 
（３）町内に在する学校に在学する者 
（４）その他、事業に関し利害関係を有する個人及び法人、その他の団体 

【公表方法】 
（１）町ホームページに掲載 
（２）総合案内（役場２階）、保健福祉課福祉介護班（役場２階②窓口）、保健事業班（役場３階②窓口）での閲覧 
（３）公民館窓口での閲覧 

【提出方法】 

  御宿町パブリックコメント提出用紙により、以下のいずれかの方法で提出してください。 
  （１）保健福祉課福祉介護班（役場２階②窓口）、保健事業班（役場３階②窓口）又は公民館に持参・送付 
  （２）電子メール 計画（ａ） kaigo@town-onjuku.jp 

計画（ｂ） fukushi@town-onjuku.jp 
計画（ｃ） hoken@town-onjuku.jp 

  （３）ＦＡＸ 計画（ａ）・（ｂ） ６８－７１８２ 
計画（ｃ）    ６８－７１８３ 

※意見等を提出される方は、住所、氏名、連絡先を明らかにしてください。 
※提出用紙は、総合案内（役場２階）、保健福祉課福祉介護班（役場２階②窓口）、保健事業班（役場３階②窓口）及び公民
館に設置しています。また、町ホームページからダウンロードできます。 

【結果の公表】 
  ・提出された意見等の概要と、それに対する町の考え方、施策等の案を修正した場合における当該修正内容については、ホ

ームページ等により一定期間公表します。 
※ただし、氏名等の個人情報は除きます。 

  ・個々の意見等には直接回答しませんので、あらかじめご了承ください。 
  ・提出いただいた用紙は返却しません。 
【送付先・問合せ】 
計画（ａ）・（ｂ） 〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 御宿町役場 保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 
計画（ｃ）    〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 御宿町役場 保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 


