募

お知らせ

集

年金詐欺にご注意ください！

町臨時職員（事務員）を募集します！
【募集人員】１名（６５歳未満の方）
【業務内容】給与支払報告書や確定申告書のパソコン入力業務など
※勤務場所は役場３階 税務住民課（税務班）
【勤務期間】平成２１年１月１９日（月）〜２１年３月２４日（火）
※土日、祝日を除いた計４５日間
【勤務時間】８：３０〜１７：３０ ※８時間勤務
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、総務課に
提出してください。
【受付期間】１２月１５日（月）〜２６日（金）まで
※郵送可 １２月２６日必着
【試験内容】面接 ※試験の日時および場所については別途通知
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
お知らせ

平成２１年消防出初式の開催について
【日時】平成２１年１月４日（日）１０：００〜１２：３０
【会場】須賀多目的広場 （悪天候の場合 御宿町公民館）
※１．当日、朝７時に消防団員招集のため、サイレンを鳴らしま
すので火災と間違えないようご注意ください。
※２．出初式会場準備のため、平成２０年１２月２６日から２１年
１月４日までの間、須賀多目的広場へカラーコーンを設置
しますので、関係者以外の駐車はご遠慮くださるようお
願いします。
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１

防災行政無線戸別受信機の購入について
町では、災害情報等を速やかに住民の皆さまへお知らせする
ため、防災行政無線整備を行っていますが、屋外スピーカーで
は聞き取りにくい場所も多くあるため、希望者に戸別受信機を
購入していただき、各家庭に設置しています。
戸別受信機の購入方法については次のとおりです。
【申込方法】総務課窓口にて申込み用紙を記入し、提出してください。
【自己負担】１台につき １９，５００円（受信機代の１／２）
※町が発行する納入通知書により納入してください。
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１

役所職員を名乗る者が自宅を訪ね『ねんきん特別便の回答
がないため、お金を支払わなければ受給されている年金が停止
発行日 平成２０年１２月１０日 ＮＯ．５１８
になる』と説明し、お金をだまし取る詐欺が発生しています。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
役所職員による年金保険料の徴収や、ねんきん特別便の回答
が無いことによる受給している年金の停止はありません。
お知らせ
また、電話で社会保険事務所職員を名乗り、年金保険料の還付
があるとATM へ誘導し、振込みをさせる詐欺も発生しています。
ねんきん特別便は、お客様の年金記録を確認していただく
町青年団体連絡協議会では、クリスマスイブにサンタクロース
もので、保険料の還付金をお知らせするものではありません。
に扮したスタッフがご家庭を訪問し、お 子 さんに夢 を届 ける
年金について不審な電話や訪問があったときは以下まで
サンタクロース訪問事業「サンタが家にやってきた！！」を行い
お問い合わせください。
ます。
【問い合わせ】千葉社会保険事務所 ＴＥＬ０４３−２０３−５６００
【対象者】御宿町に在住する小学３年生までの児童
【申込方法】公民館にて申込用紙を記入し、提出してください。
税務住民課住民班 ＴＥＬ６８−６６９５
【申込期間】１２月１４日（日）〜２１日（日）の１７：００まで
※お届けするプレゼント品は、各家庭で用意していただき、
公民館へお持ちください。（割れ物・なま物・生き物はご遠
慮ください）
【訪問日時】１２月２４日（水）１９：００〜２１：００頃
社会保険庁では、国民年金保険料が未納となっている方に
多数のお申し込みをお待ちしています。
対して電話や文書、戸別訪問による納付督励及び保険料の
【問い合わせ】
公民館 TEL６８−２９４７
収納業務について、民間委託を実施しています。これは、「競争
の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、
従来、行政機関が行ってきた事業に民間事業者の参入機会を
歴史民俗資料館では、読書週間コンクール作品展として、
広げ、民間事業者の創意工夫やノウハウの活用により、低コス
御宿町内の小・
中学校の児童・
生徒による、読書に関するポスター・
トでより良いサービスの提供を目指す「市場化テスト事業」とし
標語・作文を展示しています。是非ご来館下さい。
て導入されたものです。
【期間】平成２１年１月１４日（水）まで
【問い合わせ】
歴史民俗資料館 ＴＥＬ６８−４３１１
千葉県では『㈱もしもしホットライン』が国民年金保険料の
納付のご案内を行っています。
※『㈱もしもしホットライン』は千葉社会保険事務所と契約を
社会保険事務所、年金相談センターでは休日の年金相談・ 交わしており、個人情報の保護は徹底されています。
手続きを予約制で実施しています。
【ご注意】 『㈱もしもしホットライン』の担当者が国民年金保険
【１２月の実施日】１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）
料を収納する場合には、必ずお客様が納付書をお持ちの場合
【時間】９：３０〜１６：００
に限られています。社会保険庁発行の納付書をお持ちでない
【予約方法】実施日の前営業日までに予約をしてください。
方から、民間事業者の担当者が現金をお預かりして、領収書
【予約専用電話】
千葉社会保険事務室
TEL０４３−２４２−６３２４
の発行を行うことはありません。
千葉年金相談センター TEL０４３−２４１−１１６５
【問い合わせ】千葉社会保険事務所 ＴＥＬ０４３−２０３−５６００
※千葉社会保険事務所茂原分室では実施していません。

サンタクロース訪問事業
「サンタが家にやってきた！！」

国民年金保険料収納事務の
市場化テストが行われています

「
読書週間コンクール作品展」
開催中

休日における年金相談・
手続きについて

お知らせ

お知らせ

ごみの出し方について
美化ステーションへのごみの排出について、マナーの悪い所
が見受けられます。ごみを排出する際は、以下のような点に注意
し、ルールを守りましょう。
・通学路に美化ステーションが設置されている所は、子どもたち
に危害を及ぼさないよう配慮しましょう。
・ごみの排出は収集日当日の「日の出から午前８時３０分まで」
です。カラス等の対策のため、排出時間を守りましょう。
・可燃ごみと資源ごみの分別は徹底しましょう。可燃ごみの中に
缶、ビン類を混入すると焼却機械の故障の原因となります。
・環境カレンダーを確認して排出しましょう。
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８−６６９４
清掃センター TEL６８−４６１３

医療職免許をお持ちの方へ
地域セミナー「誰もが自分らしく
本年は医師・歯科医師・薬剤師の届出調査及び就業している
生き生きと〜笑顔の輝くまちづくり〜」看護職(保・助･看･准)･歯科衛生士、歯科技工士の業務従事者

ちば県民共生センターでは男女共同参画社会について考え
る地域セミナーを開催します。
【日時】平成２１年１月１７日（土） １３：００〜１６：００
【会場】勝浦市役所 ４階大会議室（勝浦市新官１３４３−１）
【演題・講師】①「超高齢社会から男女共同参画を考える」
国際医療福祉大学大学院教授 大熊 由紀子さん
②「
愛・
思いやり・
微笑み 〜ハープの調べに乗せて〜」
アイリッシュハープ奏者 永山 友美子さん
【参加費】無料
【募集人数】先着１２０名
【申込方法】電話またはメールでの申込み
【申込締切】平成２１年１月９日（金）
千葉県労働局では、解雇や配置転換、賃下げやいじめなど 【申込・問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２
の労使間のトラブルの相談を受け付けています。お悩みの方は
ちば県民共生センター TEL０４３−２５２−８０３６
お気軽にご相談下さい。
メール kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
総合労働相談コーナー
（いずれも 祝日を除く月〜金 ９：００〜１７:００）
・茂原総合労働相談コーナー／ＴＥＬ０４７５−２２−４５５１
・千葉労働局総合労働相談コーナー／ＴＥＬ０４３−２２１−２３０３
総合的な自殺対策推進事業の一環として、千葉県夷隅健康
・千葉駅前総合労働相談コーナー
福 祉 センターと千 葉 県 精 神 保 健 福 祉 センターの共催により
／フリーダイヤル０１２０−２５０−６５０
メンタルヘルス講演会を行います。皆さまぜひお気軽にご来場
【問い合わせ】
千葉労働局総務部企画室 ＴＥＬ０４３−２２１−２３０３
ください。
http://www.chiba−roudoukyoku.go.jp
【日時】平成２１年１月２９日（木）１３：３０〜１６：００
【会場】町公民館大ホール
※なるべく公共交通機関をご利用下さい。
【定員】先着１５０名 （参加費無料）
平和祈念事業特別基金では、恩給欠格者、戦後強制抑留 【内容】講演「
こころがツライときは〜決して、一人で悩まないで〜」
者、引揚者「ご本人」に『特別慰労品』を贈呈しています。請求用
講師 和久津 直美 先生（
いすみこころのクリニック院長）
紙は役場税務住民課住民班窓口にあります。請求期限は平成
自死遺族心のメッセージ伝えて：高橋 宏子 氏
２１年３月３１日までですので未請求の方はお早めに申請ください。
（千葉いのちの電話わかちあいの会ひだまり代表）
※ご遺族の方は対象となりません。
【申込方法】電話または FAX にて、お名前、参加人数、お住まいの
○引揚者･･･終 戦 の日まで引き続き１年以上外地で生活し、
市町村名をお知らせ下さい。
戦後引き上げてきた家族全員が対象。
【申込締切】平成２１年１月１６日（
金）
資格要件等の質問は以下までお問い合わせください。
【申込・問い合わせ】夷隅健康福祉センター夷隅保健所
【問い合わせ】独立行政法人平和祈念事業特別基金
TEL７３-０１４５ FAX７３-０９０４
フリーダイヤル０１２０−２３４−９３３（月〜金９：１５〜１７：１５）

職場のトラブル、解決へのお手伝い

「メンタルヘルス講演会」のお知らせ

恩給欠格者、戦後強制抑留者、
引揚者の皆様へ

お知らせ

届の年です。
平成２０年１２月３１日現在の状況の届出が必要です。平成２１年
１月１５日までに夷隅健康福祉センター夷隅保健所へ届出をお願
いします。
なお、就労していない医師･歯科医師･薬剤師の方も届出が必
要となります。
届出用紙は夷隅健康福祉センター夷隅保健所で配布しています。
【問い合わせ】
夷隅健康福祉センター夷隅保健所 ＴＥＬ７３−０１４５

犯罪被害給付制度のご案内
この制度は通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死
を遂げた被害者の遺族や、身体に重大な負傷又は疾病を受け
た被害者及び障害が残ることとなった被害者に対して、社会の
連帯共助の精神に基づき、国が一定の給付金を支給し、その精
神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
給付金は３種類あり、いずれも一時金として支払われます。
○遺 族 給 付 金・・亡くなった場合
○障 害 給 付 金・・障害が残った場合
○重症病給付金・・重大な負傷または疾病にかかった場合
（療養期間が１か月を超え、かつ、一定の
要件を満たす場合）
【問い合わせ】いすみ警察署 警務課 TEL６２−０１１０

オウム真理教犯罪被害者等給付金
この給付金は、オウム真理教が引き起こした次の犯罪行為によ
り、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った
方に支給されます。なお、障害が残った方又は傷病を負った方
が既に亡くなられている場合、そのご遺族に支給されます。
○地下鉄サリン事件（平成７年３月２０日発生）
○松本サリン事件（平成６年６月２７日・２８日発生）等
給付金支給の申請について
○給付金の支給を受けようとする方は、千葉県公安委員会に申
請を行うこととなりますが、その窓口は、千葉県警察本部警務
部警務課犯罪被害者支援室となります。
（※現住所地が千葉県の方が対象となります。）
○１２月１８日（木）から２年間に限り、申請することができます。
【問い合わせ】いすみ警察署 警務課 TEL６２−０１１０
千葉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
TEL０４３−２２７−９１３１

