
 
市町村交通災害共済の更新時期です 
― 各地区出張受付を行います ― 

現在交通災害共済に加入されている方は、平成３０年８月３１日で期

間が満了となります。以下の日程で出張受付を行いますので、加入申

込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。 

記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま会場

へお持ち下さい。（印鑑は不要です。） 

町内のこども園や小中学校の児童・生徒は、既に集団加入してい

ますので、申し込みの必要はありません。 

出張受付以降は、総務課防災総合対策班（４階③窓口）、公民館

にて随時申し込みを受け付けています。 

年会費（平成３０年９月１日～平成３１年８月３１日）は、１人７００円です。 
受付日

須賀区民館、
上布施コミュニティ消防センター

新町会館、久保区民館
１４：３０～１５：３０

１６：００～１７：００

六軒町消防庫、浄水場

岩和田青年館、御宿台集会所

会場 時間

　９：００～１０：００浜青年館、高山田区民館

7/24
(火)

１０：３０～１１：３０

1３：００～１４：００

 
※広報６月号タウンカレンダーでは７月１９日(木)とお知らせしました

が、日程が変更となりました。 

また、当日は防災行政無線の情報を取得できる登録制メールやス

マホアプリの登録相談もお受けしますので、操作方法などが分からな

い方はご相談ください。 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 TEL ６８-２５１１ 

公民館文化体験プログラム（第１回） 

和菓子教室参加者募集 
 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、和菓子教室を以下のとおり実施

しますので、ご希望の方はご参加ください。 

【日時】８月１日(水) １３：３０～１６：３０(状況により終了時間が前後します) 

【費用】１,０００円 

【持ち物】エプロン、三角きん、マスク、ハンドタオル、筆記用具、タッパー 

【申込方法】７月２６日(木)までに電話にて住所、氏名、年齢、電話番 

号を公民館までお知らせください。（先着順） 

【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８-２９４７ 

空き家調査を実施します 
町では、町内で活用されていない空き家を探し、移住定住希望者

とのマッチング機会を増やして定住人口や関係人口の増加につなげ
るため、町内の空き家の調査を実施します。 
町職員及び地域おこし協力隊が身分のわかる名札等を携行して町

内を徒歩等で巡回しますので、ご理解、ご協力くださるようお願いしま
す。また、空き家を売りたい、貸したいとお考えの方は企画財政課ま
でご相談ください。 
【調査期間】平成３０年７月から平成３１年３月までのうち数日 
【調査時間帯】９：００～１７：００ 
【問合せ】企画財政課 企画係 TEL ６８-２５１２ 

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３０年７月１０日  ＮＯ．７４８ 

出産育児祝金 第１子から支給します 
出産育児祝金支給事業は、第３子以降に３０万円の支給としていま

したが、より幅広く子育て世帯へ支給できるように、第１子からの支給

とし、支給金額が１０万円となりました。 

平成３０年４月１日以降に生まれたお子さんが対象となります。な

お、この改正に伴う経過措置として、平成３１年６月３０日までは、第３

子以降に３０万円を支給します。 

【受給資格者】出産した者又はその配偶者で、出生日において引き続き

１年以上前から町に住民登録があり、現に町内に居住して

いる方。 

【申請方法】出生届時に「出産育児祝金支給申請書」に必要事項を

記入・押印し、申請者名義の預金通帳の写しを添付のう

え、保健福祉課福祉介護班（２階②窓口）に提出してく

ださい。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８-６７１６ 

高校生通学定期券購入費補助金の 
申請はお済みですか 

４月１日から、高校生通学定期券購入費補助金交付事業がスター

トしました。補助金を受けるには申請が必要となりますので、以下の補

助金申請方法をご確認のうえ、保健福祉課福祉介護班（２階②窓口）

へ申請してください。 

また、申請期間が「定期券の有効期限」から「購入日から６ヶ月以

内」になりました。有効期限後に申請いただく場合は、必ず定期券の

写しをとっておくなど、十分ご注意ください。 

【補助対象者】 

○町内に住所を有し、かつ鉄道（特急券及び新幹線定期券を除く）や

路線バスを利用し、町内から通学する高校生またはその保護者（他の

助成を受けている場合は対象外です。） 

○町税に滞納がない方（世帯員を含む。） 

【補助金申請方法】 

① 「高校生通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書（様式第

１号）」に必要事項を記入・押印し、②「通学定期券」の写し、③

「学生証または在学証明書等」の写し、④申請者名義の預金通帳

の写しを添付のうえ、保健福祉課福祉介護班（２階②窓口）に提

出してください。詳細は、町ホームページをご覧いただくか、保健

福祉課福祉介護班までお問い合わせください。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８-６７１６ 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
改修工事を実施します 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修工事に伴い、平成３０年のプール営

業はいたしませんので、ご了承ください。 

また、工事期間は平成３１年１月末までを予定しています。工事車両

の出入りがありますので、ご注意くださいますよう併せてお願いします。 
【問合せ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８-４１４３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

子宮がん検診を実施します 

【対象者】２０歳以上の女性（平成１０年１２月３１日までに生まれた方） 

【場所】町保健センター 

【持ち物】①通知文②受診票③受診費用（１，０００円） 

【服装】スカートを着用してください。 

【注意事項】次の病気で現在治療中の方は受診できません。病院での

受診をお願いします。・カンジダ ・トリコモナス 

また、子宮を摘出された方は、かかりつけ医など病院での

受診をお願いします。 

※検診時に採取した細胞で検査ができなかった場合、再度受診をお

願いすることがあります。 

【日程】※予約は必要ありません。 

地区

消防庫前 １２：４５

旧火の見櫓前 １２：４８

旧越川商店前 １２：５２

藤江商店前 １２：５４

１３：００ １３：２０

上布施コミュニティ
消防センター前

１３：１０
子どもの遊び場
（矢田団地前児童遊園）

１３：３０

新久井青年館前 １３：１２
区民館入口
（旧タバコ店前）

１３：４０

旧吉野商店前（向側） １３：１６ 新町 消防庫前 １３：４３

浄水場前 １３：１８ 須賀 多目的広場　出入口前 １３：４６

七本 集会場 １３：３３

広域消防御宿分署前（向側） １３：３８

見晴台旧バス停前 １３：４０ 青年館前(向側) １３：５１

西武プロパティーズ
御宿台営業所駐車場

１３：４５ 須賀 ニュー日の丸前 １３：５５

保健センター到着 １３：５０ 保健センター到着 １４：００

１３：５０

西琳寺旧バス停付近

消防庫前

保健センター到着

１３：１０

１３：１５

高
山
田

保健センター到着

第
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便
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便
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１
便
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谷
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保

浜

海のホテル前
（旧ホテルニューハワイ前）

日時
８月１０日（金） ８月２０日（月）

　　　　①９：３０～１１：００　　②１３：００～１４：３０

六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台 須賀・浜・高山田・久保・新町

送
迎
バ
ス
運
行
予
定

 
・送りの車は、ご利用の方の状況により随時運行します。 

・対象地区は目安ですので、ご都合によりいずれの日でも受診できます。 

・過去３年以内に受診された方及び事前にお申し込みをされた方に、

「受診票」をお送りしています。 

・受診票が届かない方で検診を希望される場合は、保健福祉課保健

事業班までお申し込みください。 

【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８-６７１７ 

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


 
御宿町役場 職員募集 

御宿町では、平成３１年度採用職員を募集します。詳細について

は、配布する受験案内でご確認ください。 
【試験職種・採用予定人数等】 
試験職種 人数 受　　験　　資　　格

行政
（上級）

若干名
昭和５８年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。

土木
（上級）

１名
昭和５３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。

保育士 若干名
昭和６３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれ
た方で、資格を有する方又は平成３１年３月末までに資
格取得見込みの方。

行政（初級）
【身体障害者】

若干名

昭和５３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。
【身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳
の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの方
で、通勤及び職務の執行に介助者を必要とせず、活字
印刷文の出題に対応できる方。】

 
【申込方法】 

「平成３０年度職員採用試験申込書」に必要事項を記入のうえ、所定の

様式の志望動機を添えて、総務課（４階③窓口）へ提出してください（郵

送可）。試験申込書及び志望動機記入用紙は総務課で配布します（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、角２Ａ４サイズ)を同封し、送付してください。 

【受付期間】７月２３日（月）から８月６日（月）締切日消印有効 

※土日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 ９月１６日（日）受付時間９：００～９：３０ 試験開始１０：００     

会場：役場２階会議室 

試験職種 一次試験科目等 試験時間 試験レベル（一般教養）
教養Logical-Ⅰ　　※ ２時間 大学卒業程度
事務適性検査 １０分
一般性格診断検査 ２０分
社会人基礎試験
　・職務基礎力試験 １時間３０分
　・職務適正試験 ２０分 　　　土木専門は
土木専門 ２時間 大学卒業程度
教養Logical-Ⅰ　　※ ２時間 大学卒業程度
保育士専門 １時間３０分
教養　Logical-Ⅱ　　※ ２時間 高校卒業程度
事務適性検査 １０分
一般性格診断検査 ２０分

行政
（上級）

土木
(上級)

保育士

行政（初級）
【身体障害者】

 

 ※知識より論理的思考等を重視する試験です。 

国保国吉病院組合（いすみ医療センター） 
職員募集 

【試験職種・採用予定人数等】 

試験職種 人数 受験資格

薬剤師 1名

理学療法士又は作業療法士 1名

看護師 5名

一般行政職（社会福祉士） 1名

一般行政職（介護福祉士） 1名

昭和58年4月2日以降に生まれた方
（看護師については昭和48年4月2日
以降に生まれた方）で、資格免許を
取得している方又は平成31年春季ま
でに取得見込みの方。

 
【試験申込書配布場所及び提出先】いすみ医療センター 総務課 
【受付期限】９月７日（金）※土日祝日を除く。郵送可締切日必着 
【試験日程】第１次試験 書類審査のため試験日時はありません。 

第２次試験 ９月２９日(土)に実施予定 
○いすみ医療センターでは看護師の就業を支援する、看護師就業支
度金貸付制度を設けています。 
【貸付額】350,000円（無利子） 

この貸付金はいすみ医療センターに看護師として１年間従
事したときは、全額免除となります。 

※詳細は、いすみ医療センターのホームページをご覧いただくか、い
すみ医療センター総務課までお問い合わせください。 

【問合せ】〒２９８－０１２３ 千葉県いすみ市苅谷１１７７ 
いすみ医療センター 総務課 ＴＥＬ ０４７０-８６-２３１１ 
ＵＲＬ http://www.kuniyoshi-hp.jp/ 

平成３０年度第２四半期の粗大ごみ 
戸別収集について 

実施予定日 ７月２６日（木） ８月２３日（木） ９月２７日（木）

申込締切 ７月１７日（火） ８月１５日（水） ９月１４日（金）  
【申込方法】用紙に住所、氏名、電話番号、品目を明記のうえ、FAX・

持参・郵送（ハガキ可）いずれかの方法にて、清掃センタ

ー（持参する場合は役場建設環境課でも可）まで提出して

ください。（書式は問いません。） 

※収集するものは１回の申込みで５点までです。 

【実施の連絡】申込締切後、時間を調整し、申込者に電話で連絡します。 

【申込書提出先・問合せ】〒２９９-５１０２ 御宿町久保１０４１ 

清掃センター TEL・FAX ６８-４６１３ 

 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 職員募集 
【試験職種・採用予定人数等】 

試験職種 人数

身長 男性：おおむね１６０ｃｍ以上
女性：おおむね１５５ｃｍ以上

体重 男性：おおむね５０ｋｇ以上
女性：おおむね４５ｋｇ以上

視力 矯正視力を含み、両眼で０.８以上、
かつ、一眼でそれぞれ０.５以上

聴力 左右とも正常であること。

その他 身体健全で四肢機能が正常であること。
言語が明瞭で十分発音ができること。
精神機能及び神経系統に異常がないこと。
結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患が
ないこと。

消防職
(初級)

受　験　資　格

平成６年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方

４名程度

 
【申込方法】試験申込書に必要事項を記入のうえ、夷隅郡市広域市町村

圏事務組合事務局総務課へ提出してください（郵送可）。試験
申込書は同課及び消防本部で配布しています。 

【受付期間】７月２３日（月）から８月６日（月）締切日消印有効 
※土日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 
〇１次試験 
９月１６日（日）受付開始時間 ９：００ 試験開始 １０：００  
場所：夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務所 
１次試験科目等：教養(択一式)試験、作文試験、消防適性検査 
【申込み・問合せ】 
〒２９８－０１２４ 千葉県いすみ市弥正８８－１ 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局 
総務課 庶務係  ＴＥＬ ０４７０-８６-６６００ 

南房総広域水道企業団 職員募集 
【試験職種・採用予定人数等】 

試験職種 人数

土木職（上級） １名

一般行政職（初級） １名  
上級職、初級職で受験資格が異なりますので、詳細は受験案内

又は南房総広域水道企業団ホームページでご確認ください。 
【受付期間】７月２３日（月）から８月６日（月） 締切日消印有効 

※土日を除く。 
受験案内、試験申込書等は南房総広域水道企業団業務課で配布し

ます。また、企業団ホームページからダウンロードすることができます。 
【試験日時及び場所】 
〇１次試験 ９月１６日（日） 

場所：いすみ市大原文化センター （いすみ市大原７８３８） 
試験科目等については、受験案内でご確認ください。 

【申込み・問合せ】南房総広域水道企業団 業務課 総務班   
〒２９８-０２２８ 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松５００ 
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〇２次試験 １０月下旬を予定 (面接試験等を予定)。 

詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

【採用予定時期】 

採用試験の合格者は、原則として平成３１年４月１日採用となりま

す。ただし、受験資格がないこと、試験申込書等提出書類の記載事

項が事実と異なる場合又は採用時に必要な書類が提出できない場

合は採用を取消すことがあります。 

【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 
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