
御宿町会計年度任用職員募集 
町では令和３年度採用会計年度任用職員を募集します。 

【募集職種】一般事務、保育士、清掃作業員ほか 

詳細は、窓口で配布する募集案内又は町ホームページをご確

認ください。 

【申込方法】 

令和３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、総務課行政班（４階③窓口）へ直接又

は郵送（締切日消印有効）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、１２０円切手を貼った返信

用封筒（角２A４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】１月下旬 ※詳細は後日連絡します。 

【受付期間】令和２年１２月１０日（木）から１月８日（金） 

※土日・祝日及び１２月２９日（火）から令和３年１月３日（日）を

除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【任用予定時期】 

合格者は、原則として令和３年４月１日任用となります。 

【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 

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 

狂犬病予防接種の届出について 

狂犬病予防接種については、法律により毎年の接種が義務

付けられています。 

今年は１２月末日まで接種期間が延長されておりますので、

まだの方は早めに動物病院で予防接種を受けてください。ま

た、予防接種を受けた飼い主の方は建設環境課環境整備班（３

階⑤窓口）まで届出を行ってください。なお、飼い犬の年齢や

体調などにより接種ができない場合は、予防注射猶予証明を提

出してください。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
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【問合せ】総務課 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

『その火事を 防ぐあなたに 金メダル』 

御宿町消防団歳末夜警を実施します  
住民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、防火意識の

高揚と災害への備えとして、歳末夜警を実施します。火災の発

生しやすい季節となりますので、火の取り扱いには十分注意し

ましょう。 

【実施期間】１２月２５日（金）～３１日（木） ２０：００～ 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 
千葉県最低賃金は、令和２年１０月１日から時間額９２５円に

改正されました。 

最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部

賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

※千葉労働局ＨＰ 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/ 

【問合せ】 

千葉労働局労働基準部賃金室 

ＴＥＬ ０４３－２２１－２３２８ 

茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

「介護予防サポーター養成講座」の 
受講者を募集します 

町では各区の集会所等で高齢者を対象に簡単な運動や脳ト

レーニング等を行い、介護予防の普及と啓発活動を行う「介護

予防サポーター」を養成します。 

介護予防サポーターとしての活動の基礎知識を習得するた

めに以下の日程で養成講座を実施しますので、ぜひご参加く

ださい。 

【日程】※時間が変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

【場所】町保健センター 

【対象】 

①町内に住所を有し、介護予防サポーター（無償）として高齢

者を対象とした介護予防活動に興味のある方 

②自力で各区の集会所等へ行くことのできる方 

【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具、マスク着用、

動きやすい服装でお越しください。 

【申込み】令和３年１月１５日（金）までに保健福祉課福祉介護班

（２階②窓口）までお申し込みください。 

※都合により全日程受講できない方、途中参加の方等、お気軽

にご相談ください。 

※新型コロナウイルス感染症の予防の観点より健康確認を実施

します。詳細につきましては、申込者へ個別通知します。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

 

第６期 第７期

１２月２５日（金） ２月１日（月）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

日　時 内　容

令和３年１月１９日（火）
１３：３０～１５：３０

介護保険制度、介護予防、
介護予防サポーターの活動について

令和３年１月２２日（金）
　９：００～１２：００

高齢者の口腔機能・運動機能の特徴、
口腔トレーニング・運動について（実技）

令和３年１月２８日（木）
　９：００～１２：００

高齢者の栄養・レクリエーションについて
レクリエーション・脳トレーニング（実技）

▲千葉労働局ＨＰ 

 

施　設　名 休　業　日

御宿町役場
御宿町営野球場
旧岩和田小学校体育館
地域福祉センター
月の沙漠記念館

１２月２９日（火）～令和３年1月３日（日）

御宿町公民館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
歴史民俗資料館
御宿児童館

１２月２８日（月）～令和３年1月４日（月）

御宿台公園テニス場
御宿パークゴルフガーデン

１２月３１日（木）、令和３年1月１日（金・祝）

１２月２９日（火）、１２月３１日（木）、
令和３年１月１日（金・祝）～１月３日（日）

※１２月３０日（水）は、全区域燃やせるごみの特別
収集日です。清掃センターへの持ち込みも可能で
す。（８：３０～１６：００）

いすみ市大原聖苑 令和３年１月１日（金・祝）、１月２日（土）

エビアミー号 １２月２９日（火）～令和３年１月３日（日）

御宿駅前観光案内所 観光案内業務は年末年始営業します。

清掃センター

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


テレビ受信障害対策工事が行われます 
町内において７００MHz（メガヘルツ）帯携帯電話基地局から

新しい電波の利用が始まります。一部の地域においてテレビ画

像が「乱れる」「映らない」などの受信障害が発生する可能性が

あります。 

そのため一般社団法人７００MHz 利用推進協会が、その影響

を防止するための受信障害対策工事を行います。受信障害の発

生する可能性がある地域のお宅へは、１月中旬から２月中旬に

かけてお知らせチラシの配布を行います。可能性の高いお宅ま

たは受信障害の起きたお宅へ協会指定の工事作業員がご説明

にお伺いし、ご了承をいただいたうえで対策工事を行います。 

なお、本件にかかる工事で、視聴者の方の費用負担はありま

せん。 

ご不明な点は、７００MHzテレビ受信障害対策コールセンター

へお問い合わせください。 

【問合せ】 

７００MHz テレビ受信障害対策コールセンター（フリーダイヤル） 

ＴＥＬ ０１２０－７００－０１２ 

※ＩＰ電話等で上記電話番号につながらない場合は、０５０－３７

８６－０７００（有料）におかけください。 

※コールセンター受付時間：９：００～２２：００（土日・祝祭日およ

び年末年始を含む） 

ストーブの取り扱いに注意しましょう！ 
寒い季節は、ストーブによる火災が増加します。ストーブ火災

の多くは、使用者の取り扱いや不注意が原因で発生していま

す。使用の際は十分に注意し、火災を防ぎましょう。    

・外出時や就寝時には必ず火を消しましょう。 

・ストーブ付近で洗濯物を乾かすのはやめましょう。                  

・燃料の大量貯蔵は控え、確実に火を消してから給油しましょう。 

・可燃物やスプレー缶などをストーブの周りに置かないようにしま 

しょう。 

・子供がやけどやいたずらをしないように注意しましょう。 

・住宅用火災警報器を設置しましょう。 

※住宅用火災警報器の寿命は１０年と言われ、古くなると電池

切れや作動不良の原因となりますので、設置から年数が経過

しているご家庭では、取り替えの検討をお願いします。 

○全国統一防火標語 「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」 

【問合せ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部 予防課 

ＴＥＬ ８０－０１３２ 

1月から塩田病院に発熱外来（簡易建物）と
PCR検査体制が整備されます 

○発熱等の症状があり受診を希望する方は、必ず事前に電話

で相談し、病院の指示に従ってください。 

○ＰＣＲ検査は医師が必要と判断した場合に限り実施します。 

○定期通院の際も自宅で検温したうえで受診してください。発

熱症状があるときは、病院に電話でお問い合わせください。 

【問合せ】塩田病院 ＴＥＬ ０４７０－７３－１２２１ 

新型コロナウイルス感染症等に係る 
中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対す
る固定資産税の課税標準の特例措置に関する申
告について 
新型コロナウイルス感染症に関連し、令和２年２月から１０月ま

での任意の連続する３か月間の事業収入が前年同期と比べ一

定割合以上減少している中小企業者等の方は、認定経営革新

等支援機関等の確認を受けて申告をすることで令和３年度の事

業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

を受けることができます。 

【受付期間】令和３年１月４日（月）～２月１日（月） 

申告については、税務住民課税務班（３階⑦窓口）及び町ホ

ームページにてご確認ください。 

【問合せ】税務住民課 ＴＥＬ ６８－６６９２ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
１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 

土地の適切な管理にご協力をお願いします 
道路に張り出した樹木は、自動車や歩行者等の通行に支障

となるだけでなく、事故につながるおそれがあります。 

事故防止と強風や大雨、降雪後の安全確保のためにも、樹

木や土地の適正な管理をお願いします。 

※私有地から道路にはみ出している樹木等は、土地の所有者

の方に所有権があるため、緊急時を除き、町では枝払い等は

出来ません。また、私有地から道路にはみ出した樹木等が原

因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問わ

れることがあります。 

【剪定作業時の注意事項】 

・高所での作業は十分に安全面での配慮をしてください。 

・電線や電話線が近くにある場合は、大きな危険を伴いますの

で、事前に管理をしている電力会社または電話会社に連絡し

てください。 

・通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。 

【問合せ】建設環境課 建設水道班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

「年末年始特別警戒取締り」を実施します 
～空き巣に注意しましょう～ 

千葉県警では、１２月１０日（木）から令和３年１月３日（日）に

「年末年始特別警戒取締り」を実施し、パトロールや交通取り締

まりなどを強化します。皆さんも犯罪の被害に遭わないよう注意

して、楽しい年末年始を過ごしましょう。 

【空き巣被害を防止しましょう】 

年末年始は、帰省や初詣などで家を空けることが多くなりま

す。空き巣に入られないように注意しましょう。 

○留守であることに気付かれないよう、長期間、家を不在にする

ときは、新聞の配達を止め、郵便物は不在届を出しましょう。 

○留守宅への訪問者には、ご近所同士で協力して声を掛け合

いましょう。 

○補助錠や窓ガラスに貼る防犯フィルムなど、防犯用品を活用

しましょう。 

空き巣防犯対策について、詳しくは千葉県警ホームページを

ご覧ください。        

【問合せ】千葉県警 生活安全総務課 

ＴＥＬ ０４３－２０１－０１１０（代） 

侵入窃盗に注意 千葉県警 検索 

開催日 場　所 相談内容

１月４日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１月２２日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談


