
会計年度任用職員を募集します 
≪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】１１月１日（日）～３月３１日（水） ７：３０～１９：００ 

※条件により再度任用する場合あり 
※上記時間内で６時間勤務  週３日程度勤務（要相談） 

週休４日（日曜、他３日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）） 
【応募要件】保育士資格を有する方、年齢不問 
≪おんじゅく認定こども園 給食調理 募集人数１名≫ 
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での給食調理業務 
【勤務期間】１月４日(月）～３月３１日（水） ７：３０～１７：００ 

※条件により再度任用する場合あり 
※上記時間内で７時間３０分勤務  週５日勤務 

週休２日（土曜、日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）） 
【応募要件】資格不問、年齢不問 
≪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
の上、写真を貼付し、１０月２３日（金）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。 

【面接日程】１０月２７日（火） ※詳細は後日連絡します。 
【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 

県税の会計室窓口での納付状況 
日頃から、自動車税をはじめ、県税の会計室での納付にご協

力いただきありがとうございます。 
県税を納付の際は、引き続き会計室（３階⑥窓口）をご利用く

ださいますようお願いします。 
９月３０日現在の会計室窓口での県税取扱状況は、以下のと

おりです。 
【取扱件数・納付額】 ４８２件 １７，５１４，２００円 
【県からの取扱費交付見込額】   ３５０，２８４円 
【会計室で納付できる主な県税】 

自動車税、自動車取得税、不動産取得税、法人県民税、 
法人事業税、個人事業税 

【県税の問合せ】 
・千葉県自動車税事務所（自動車税・自動車取得税のみ） 
ＴＥＬ ０４３－２４３－２７２１ 

・茂原県税事務所 ＴＥＬ ０４７５－２２－１７２１ 
【問合せ】会計室 ＴＥＬ ６８－６６９１ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 令和２年１０月９日  ＮＯ．８０２ 

御宿町長選挙立候補予定者説明会を 
開催します      

任期満了に伴う御宿町長選挙（１２月１３日（日）執行予定）の

立候補予定者説明会を以下のとおり開催します。 

【日時】１１月１０日（火） １３；３０～ 

【会場】御宿町役場 ２階 大会議室 

【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

後期高齢者医療保険料の納期について 
 

 

※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 

国保国吉病院組合（いすみ医療センター） 
職員募集  

 国保国吉病院組合（いすみ医療センター）では、令和３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】１１月１３日（金）まで ※土日・祝日を除く 

締切日消印有効 
【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 １１月２８日（土）に実施予定 
●当院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」を設けております。 
【貸付額】３５０，０００円（無利子） 

この貸付金は当院に看護師として１年間従事したときは、全
額免除になります。 
※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。 
【申込・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.isumi-ic.jp/ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

松くい被害木伐採補助について 
町では、松くい虫被害拡大防止のため、松くい虫被害木伐

採にかかる費用の一部を補助します。 
詳細は、産業観光課農林水産班（４階①窓口）までご連絡く

ださい。 
【対象】御宿町の住民（または住民の組織する団体）が松くい虫

被害の木を伐採する経費 
【補助率】１㎥あたり２３，０００以内 
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

ペットの飼い主の皆さんへ 
（災害時の対策について） 

災害時におけるペットとの避難について、以下の準備を事前
にお願いします。 
・ペット用品（ケージ、ペットフード、トイレ用品等）の準備 
・犬については登録済みの鑑札、狂犬病予防注射済票の確認 
・その他、薬など必要とする物の準備 

また、避難所では他の避難者もいることから、ペットと避難者
は別のスペースにて避難する場合がありますので、ご理解くだ
さい。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
１１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。 
 
 
 

 

※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。 
※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

慮ください。 
※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場

合は中止となります。 
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

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)

開催日 場　所 相談内容

１1月２日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１１月２４日（火） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

Ｈ
Ｐ 

 

試験職種 人数 受験資格

理学療法士又は
作業療法士

１名

看護師 ２名

昭和６０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令和３年春季までに取得見込み
の方

http://www.isumi-ic.jp/
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


マイナンバーカードに搭載の 
署名用電子証明書の更新について      

マイナンバーカードに搭載の「署名用電子証明書」の更新を

希望される場合、以下の書類等をお持ちのうえ、住民班窓口

（３階①窓口）へお越しください。 

≪必要なもの≫ 

【ご本人が手続をする場合】 

・有効期限通知書  ・マイナンバーカード 

・暗証番号（暗証番号（数字４桁）、署名用電子証明書（英数

字６桁～１６桁）） 

【代理人が手続をする場合】 

・有効期限通知書 

・必要事項を記入した「照会書兼回答書」（上記暗証番号が

必要になります） 

・マイナンバーカード 

・代理人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 

【問合せ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８-６６９５ 

住宅地等へ設置する野生獣防止用柵への 
補助金について  

１１月から、野生獣が住宅地へ及ぼす被害防止のため、野生

獣防護柵の購入に係る費用の一部補助を行います。 

【補助対象者】※以下のすべてに該当する方 

・御宿町に住民登録がある方 

・町税に滞納のない方 

・野生獣の被害を受け又は受ける恐れがある土地に居宅又は店

舗、工場等を有している方 

【補助対象資材】    

・ネット柵（杭等を含む） 

・ワイヤーメッシュ柵（杭等を含む） 

【補助金額】      

補助対象資材購入費の２分の１（補助上限額１５，０００円） 

【申請受付開始】１１月２日（月） 

※補助金の交付申請は必ず資材購入前に行ってください。 

申請書類等の詳細は、建設環境課環境整備班（３階⑤窓口）

までお問い合わせください。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

令和２年度狂犬病予防集合注射を実施します 
令和２年度狂犬病予防集合注射を以下のとおり実施します。 

【日時・場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日、雨天中止となる場合は防災行政無線にてお知らせします。 

【持ち物】 

①費用３,５００円 

（注射料金２,９５０円+注射済票交付手数料５５０円） 

※おつりの無いようにご用意ください。 

②狂犬病予防注射の案内ハガキ（緑色のハガキ） 

 ※御宿町で犬の登録をしている方に１０月中に送付します。 

（今年度注射済票の交付を受けた方や注射猶予の届出を

された方等を除く） 

【注意事項】 

・上記のどの会場でも接種を受けることができますので、ご都合

のよい会場にお越しください。 

・町に登録の無い犬は集合注射を受けられません。登録や他の

市町村からの転入等の各種手続きは、事前に建設環境課環

境整備班（３階⑤窓口）で済ませてください。 

・会場で飼い犬がフンをした場合は、飼い主が責任をもって片

付けてください。 

・都合により集合注射を受けられない場合は、動物病院で接種

し、建設環境課環境整備班（３階⑤窓口）で手続きをしてくだ

さい。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

自衛官等を募集します 

防衛省・自衛隊では、中学校等卒業予定者及び卒業者を対象とした「陸上自衛隊 高等工科学校生徒」及び「陸・海・空自衛官

候補生」（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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

会　場

９：００ ～ ９：４０ 公民館前

９：５０ ～ １０：１０ 六軒町消防庫前

１０：２０ ～ １０：４０ 新町会館前

１０：５０ ～ １１：１０ 浜青年館前

１１：２０ ～ １１：４０ 岩和田青年館前

１１：５５ ～ １２：３０ 御宿台ふれあい広場

９：００ ～ ９：４０ 公民館前

９：５０ ～ １０：１０ 高山田消防庫前

１０：２０ ～ １０：４０ 上布施コミュニティ消防センター前

１０：５０ ～ １１：１０ 実谷消防庫前

１１：２０ ～ １２：００ 御宿台ふれあい広場

日　時

１１月１１日（水）

１１月１６日（月）

応募資格
受付期間

（締切日必着）
合格発表 入校 待遇・その他募集種目 試験期日（期間）

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

推薦

令和３年４月１日現
在、１５歳以上１７歳
未満の男子で中学
校等卒業予定者及
び卒業者

  １１月１日(日)
　　   　～１１月３０日(月)

令和３年１月１０日(日)、１１日(月・祝)のうち
指定する１日

令和３年１月２１日(木)

令和３年
４月上旬

【身分】
特別職国家公務員「生徒」（自衛官ではありません。）
【生徒手当】
月額：１０３,７００円を支給（令和２年１月１日現在）
期末手当：年２回（６月、１２月）
【教育】
生徒課程修了時に高等学校の卒業資格を取得すること
ができ防衛大学校等への受験資格が得られます。一般

  １１月１日(日)
  ～令和３年１月６日（水)

１次試験：令和３年１月２３日(土)
２次試験：令和３年２月４日(木)～２月７日
               (日)のうち指定する１日

１次：令和３年１月２９日(金)
２次：令和３年２月１８日(木)

自衛官候補生

１８歳以上３３歳未満
の方
（ただし、入隊予定
月の３か月後の末日
現在、３３歳に達して
いる方は入隊できま
せん。）

令和２年１１月、令和３年１月、２月に複数回を予定しています。
　詳細は、自衛隊茂原地域事務所へお問い合わせください。

試験後にお知らせします。
令和３年

３月下旬～
４月上旬

約３か月の教育終了後、２等陸・海・空士に任用


