会計年度任用職員を募集します
≪学校給食共同調理場調理員 募集人数１名≫
【勤務内容】共同調理場での学校給食調理業務及び配送
【勤務期間】９月１日（火）～１１月３０日（月） ８：００～１６：４５
週休２日（学校給食業務のない日）
【応募要件】普通自動車運転免許を有する方（AT 限定可）、
年齢不問
【応募締切】８月２１日（金）
【面接日程】８月２５日（火） ※詳細は後日連絡します。
≪おんじゅく認定こども園保育士 募集人数１名≫
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での保育業務
【勤務期間】９月１０日（木）～３月３１日（水） ７：３０～１９：００
※上記時間内で７時間３０分勤務
週休３日（日曜、他２日）
【応募要件】保育士資格を有する方、年齢不問
【応募締切】８月３１日（月）
【面接日程】９月４日（金） ※詳細は後日連絡します。
≪共通事項≫
【応募方法】
令和２年度会計年度任用職員応募申込書に必要事項を記
入のうえ、写真を貼付し、応募締切日までに総務課行政班（４階
③窓口）へ直接又は郵送（締切日必着）で提出してください。
※応募申込書は総務課窓口又は町ホームページでダウンロー
ドできます。郵送を希望する方は、８４円切手を貼った返信用
封筒（長形３号サイズ）を同封し、『御宿町会計年度任用職員
応募申込書希望』と明記して総務課まで送付してください。
【申込・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 ６８-２５１１

おんじゅく
お知らせ版
発行日 令和２年８月７日 ＮＯ．７９８

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
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２期
第３期
後期高齢者医療保険料
(普通徴収)
８月３１日（月） ９月３０日（水）
※納期限を守り、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

山林及び農地等の草刈をしましょう
草刈をしていない山林や農地、耕作放棄地はイノシシなどの
格好の棲み家となり、周辺への被害を広げます。定期的な刈払
いを行い適切な管理をお願いします。
農地以外の周辺林地など草が茂っている所も一緒に刈ると、
より効果的です。
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３

海水浴場は開設しておりません
～遊泳は危険です！～

今夏は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と町民や来場
者の皆さんの安全確保の観点から、御宿町の海水浴場は開設
しておりません。そのため、監視員（ライフセーバー）不在など安
全対策が十分ではないため、遊泳は非常に危険です。
また、海岸を利用する方は、一人ひとりが新型コロナウイルス
感染症拡大防止を心がけ、事故や怪我等のないよう安全なご
～プレミアム付商品券(元気チケット！)発行事業～
取扱店舗を募集します 利用にご協力いただきますようお願いします。
【海岸等でのルールを守りましょう】
御宿町商店振興会では、町内店舗で利用ができ、１万円で１ ◎遊泳は極めて危険です。
万３千円分の商品券が購入できる「みんなでのりきろう！元気チ
（十分な監視体制がとれていません。）
ケット！」の発行を９月に予定しています。
◎密集は避けましょう。
以下のとおり取扱店舗を募集しますので、詳細は、御宿町商 ◎ゴミは持ち帰りましょう。
◎バーベキューや焚き火などは禁止されています。
工会までお問い合わせください。
◎路上駐車はやめてください。
【募集期間】８月２４日（月）まで
◎多量の飲酒はしないでください。
【対象者】町内で事業を営む方
◎地震、津波に備えて避難経路などを確認しましょう。
【換金手数料】無料
◎その他、他人に迷惑となる行為はしないでください。
【問合せ】御宿町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８
【問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３

ひとり親世帯臨時特別給付金について
ひとり親世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取り組みの
一つとして、児童扶養手当を受給する世帯と新型コロナウイル
スの影響で収入が減ったひとり親世帯に対する、全国一律の臨
時の給付金（一時金）です。
支給の種類、手続きについては以下のとおりです。
【基本給付】
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方への給付
≪給付金の対象となる方≫
以下、（１）～（３）のいずれかに該当する方
（１）令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
（２）公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償等）を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手
当の支給が全部停止される方
（３）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準とな
っている方（支給停止や所得オーバーで児童扶養手当の申
請をしていない方も現在の収入が受給水準となっていれば
対象となります。）
○給付額・・・１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
【追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少してい
る方への給付
≪給付金の対象となる方≫
上記、基本給付対象の（１）または（２）に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入
が減少した方
○給付額・・・１世帯５万円
【給付金の支給手続き】
≪基本給付（１）に該当する方≫
（１）の基本給付は申請不要です。令和２年６月分の児童扶
養手当を受給している口座に千葉県から振り込みます。
※（１）の方も追加給付は申請が必要です。保健福祉課福祉介
護班（２階②窓口）にお申し出ください。申請書をお送りしま
す。町に申請書を提出いただき、千葉県から振り込みます。
≪基本給付（２）、（３）に該当する方≫
申請が必要です。（2）の方は、申請書は児童扶養手当の現
況届のための書類と一緒にお送りします。町にご提出いただ
き、千葉県が指定口座に振り込みます。
※追加給付は（３）の方は対象となりませんので、ご注意ください。
【書類請求・提出・送付先】
〒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 給付金担当
ＴＥＬ ６８－６７１６
【問合せ】夷隅健康福祉センター 地域保健福祉課
ＴＥＬ ０４７０－７３－０１４５

各種手当を受給している方は
現況届・所得状況届の提出が必要です

新型コロナウイルス感染症
感染症拡大防止対策にご協力をお願いします

「心配ごと相談所」開設のお知らせ
９月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
相談時間は、９：００から１２：００までです。

下表の手当を受給中の方は、８月以降の手当の受給資格を
発熱等の症状があるときは、受診以外は外出しないようにしまし
開催日
場 所
相談内容
審査しますので、現況届・所得状況届等に必要書類を添えて ょう。マスク、手洗い、換気などで感染予防をし、感染拡大防止対
一般相談・行政相談
保健福祉課福祉介護班（２階②窓口）まで提出してください。
策が徹底されていない施設の利用は控えるようにしてください。
９月 ２日（水） 地域福祉センター
障害者相談
期間内に提出がない場合は、８月以降の手当の受給が遅れ
９月２３日（水） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
る場合がありますのでご注意ください。
※現在手当を受給中の方には、個別通知します。
※来所の際はマスクをご着用ください。
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。
提出期間
手当の名称
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠
（※土日・祝日を除く。８：３０～１７：１５）
慮ください。
児童扶養手当
８月３１日（月）まで
飲食店の利用では、特に「３つの密」を避けて多人数での会食 ※新型コロナウイルス感染症の影響で地域福祉センターが休
特別児童扶養手当
は自粛しましょう。
館の場合は中止となります。
８月１２日（水）～
特別障害者手当
※若い方の感染が広がっています。友人やご家族に感染が広 【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５
９月１１日（金）まで
障害児福祉手当
がらないように注意して行動してください。
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

自衛官等を募集します
防衛省・自衛隊では、自衛官（男子、女子）を募集しています。詳細は、自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。
防衛大学校学生
募集種目

防衛医科大学校医学科学生
推 薦

応募資格

受付期間

総合選抜

１８歳以上２１歳未満の方で高卒
者（見込含）又は高専３年次修
了者（見込含）で成績優秀かつ
生徒会活動等に顕著な実績を
修め、学校長が推薦できる方

一般

９月２６日（土）、２７日（日）

合格発表

１０月３０日（金）

１０月２２日（木）まで
※締切日必着
１次：１１月７日（土）、８日（日）
２次：１２月８日（火）～１２日（土）
（指定する１日）

１次：１０月２４日（土）、２５日（日）
２次：１２月９日（水）～１１日（金）
（指定する１日）

１次：１０月１６日（金）
２次：１１月２５日（水）

１次：１１月２５日（水）
最終合格：令和３年１月２２日（金）

１次：１１月２６日（木）
１次：１１月１３日（金）
最終合格：令和３年２月１２日（金） 最終合格：令和３年２月５日（金）

１次：１０月１７日（土）
２次：１１月２８日（土）、２９日（日）

令和３年４月上旬

修学年限４年
卒業後約１年で３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後２等陸・海・空尉

一般曹候補生

修学年限４年
看護師免許取得後卒業
卒業後約１年で３等陸・海・空尉

自衛官候補生
一 般

技 能

１８歳以上 ３３歳未満の方（３２歳
１８歳以上 ３３歳未満の方（３２歳の方
の方は、採用予定月の１日から
１８歳以上３４歳未
は、採用予定月の末日現在、３３歳に達 起算して３か月に達する日の翌
満の方
していない方）
月の末日現在、３３歳に達してい
ない方）

９月１０日（木）まで
※締切日必着

１０月１日（木）まで
※締切日必着

１次： ９月２６日（土）
２次：１０月３１日（土）、
１１月 １日（日）

入(校)隊等

待遇・その他

１０月７日（水）まで
※締切日必着

予備自衛官補

航空学生
（パイロット）

海：１８歳以上２３歳未満の方で高卒者（見込
含）又は高専３年次修了者（見込含）
空：１８歳以上２１歳未満の方で高卒者（見込
含）又は高専３年次修了者（見込含）

１８歳以上２１歳未満の方で高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

９月５日（土）～９月１１日（金）
※締切日必着

試験期間

防衛医科大学校看護科学生

１８歳以上で国家免
許資格等を有する
方（資格により年齢
上限は５３歳未満～
５５歳未満）

年間を通じて行っております。

９月１１日（金）まで
※締切日必着

１次： ９月２２日（火・祝）
２次：１０月１７日（土）～２２日（木）
３次：（海）１１月２０日（金）～１２月１６日（水）
（空）１１月１４日（土）～１２月１７日（木）

１次： ９月１８日（金）～２０日（日）
２次：１０月 ９日（金）～１０月１４日（水）
※いずれか１日を指定されます。

受付時にお知らせします。

１０月４日（日）、５日（月）

１次：１０月９日（金）
２次：（海）１１月１１日（水）
（空）１１月 ６日（金）
最終合格：令和３年１月１９日（火）

１次：１０月２日（金）
最終合格：１１月６日（金）

試験時にお知らせします。

１１月６日（金）

令和３年３月下旬～４月上旬

令和３年３月下旬～４月上旬
※９月入隊：（陸）男
（空）男女

令和３年３月下旬～４月上旬
※ ９月入隊：（陸）男女
１１月入隊：（空）男

入隊後約６年で３等海・空尉

入隊後２年９か月経過以降選考により３
等陸・海・空曹

階級は指定しない
入隊後３か月で２等陸・海・空士 所定の教育訓練終了後、予備自衛官と
して任用

【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部） 〒２９７－００２２ 茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

３年以内に５０日の ２年以内に１０日の
教育訓練を受講
教育訓練を受講

