
個人番号カードの交付が始まります 
個人番号カードの交付を開始します。 

役場から「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照

会書」はがきを郵送します。 

照会書に記載の日程によりカードの受取りとなります。 

○本人が来庁する場合 

＜持ち物＞  

１.「照会書」はがき 

２.通知カード 

３.住民基本台帳カード（お持ちの方） 

４.本人確認書類 

（注１ 運転免許証・旅券・在留カード等のうち１点） 

※注１の書類をお持ちでない方は、 

注２ 保険証・年金手帳・学生証等のうち２点が必要です。 

※１５歳未満の者に同行する法定代理の方も本人確認書類が 

必要となります。 

○代理人が来庁する場合 

＜持ち物＞  

１.上記「本人が来庁する場合の持ち物 １～４ 

（申請者及び代理人） 

※本人確認として注１及び注２の書類が必要となります。 

詳細については、住民班までお問い合わせください。 

２.委任状（「照会書」はがきの中段） 

３.申請者の来庁が困難であることを証する書類 

（診断書・施設に入所している事実を証する書類） 

【問合せ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 
 

消費者自立支援講座を開催します 
県内でも多発している詐欺事件。魔の手は身近に存在し、い

つ自分が被害者になっても決しておかしくない状況です。 

また、手口も年々多様化し、それに伴った知識が必要です。 

町ではこうした悪質商法被害の未然防止や早期解決につい

て、以下のとおり消費者自立支援講座を開催します。 

最新悪質商法の手口とその防止について、皆さんで学びまし

ょう。受講者全員に消費者行政エビアミーゴ絆創膏を進呈します。 

参加希望の方は事前に電話にて町産業観光課商工観光班

までお申し込み下さい。 

【日時】２月２４日（水）１４：００～１５：３０ 

【場所】町公民館 １階大ホール 

【タイトル】高齢者を狙う悪質商法 

【講師】千葉県消費生活指導員 

【申込締切】２月２３日（火） 定員３０名 参加無料 

【申込・問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

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２８年２月１０日 ＮＯ．６９０ 

平成２８年度 
臨時職員の登録を受け付けています 
平成２８年度に町臨時職員として働くことを希望される方は、 

事前登録が必要です。年度ごとの登録となりますので、現在登録

がある方も再度登録が必要になります。 

※登録された方すべてが採用されるものではありません。 

※登録された方の中から書類選考を実施する場合もあります。 

【登録条件】６５歳未満（定年の年齢は６５歳）であること。 

希望する職種に必要な資格を有していること。 

健康状態が良好であること。 

【登録方法】「平成２８年度臨時職員登録申込書」を役場総務課

行政班（４階③窓口）に提出してください。（郵送可）

申込書は総務課窓口で受け取れるほか、町ホーム

ページからもダウンロードできます。 

【申込・問合せ】 

〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

（受付時間 ８：３０～１７：１５ 土・日・祝日を除く。） 

 

男女混合バレーボール大会を開催します 

町体育協会バレーボール部では、男女混合バレーボール大
会を開催します。 
【日時】３月１３日（日）９：００～ 
【場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 
【主催】町体育協会バレーボール部 
【参加条件】町在勤・在住者で編成された男女混合９人制バレー

チームで、登録人数は何人でも可。（女性のみのチ
ームも可。） 
※コート内の男性選手は３人以内とし、男性選手の

アタック及びブロックは禁止。 
【申込締切】３月６日（日） 
【申込・問合せ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

消費者啓発キャンペーンを行います 

町では、年々手口が多様化する悪質商法や電話 de 詐欺から

住民を守るため、行政・警察・金融機関が連携した消費者啓発

キャンペーンを行います。 

【日時】２月１５日（月）９：００～１１：００ 

【場所】千葉銀行御宿支店、御宿郵便局、 

房総信用組合御宿支店 

【問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ ６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

検診受診状況調査を実施します 
平成２８年度の各種がん検診の受診希望の有無を調査する

ため、「検診受診状況調査」を実施します。対象となる方には個
別に調査票を送付しますので、提出のご協力をお願いします。 
【対象者】 
 ①各種がん検診の対象（２０歳以上の女性または４０歳以上の

男性）で平成２７年２月１日以降に御宿町に転入された方 
 ②平成８年生まれの方（女性のみ） 
 ③昭和６１年生まれの方（女性のみ） 
 ④昭和５１年生まれの方 
 ⑤昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日生まれの方（男性のみ） 
【提出期限】２月２９日（月） 
【提 出 先】役場 保健福祉課（２階②窓口、３階②窓口） 

または町公民館 
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 
 

地魚ひものづくり教室を実施します 

町公民館では、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、地元産の魚を使った自分オリジナルのひものづくり
教室を以下のとおり実施しますのでご参加ください。 

参加希望の方は２月２７日（土）までに住所、氏名、年齢、電
話番号を電話にて町公民館までお申し込みください。 
【日時】３月２日（水）９：５０～１２：００頃 
【場所】町公民館 １階調理実習室 
【費用】参加者１名につき５００円（材料費） 
【持ち物】エプロン、三角巾、包丁、 

ビニール袋（作成後のひもの持ち帰り用） 
【申込・問合せ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

献血にご協力ください《200ml・400ml》 
【日時・場所】２月２６日（金）１０：００～１１：４５ 町保健センター 
【持ち物】運転免許証や健康保険証等の献血者の本人確認が

できる証明書 
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

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


介護予防普及啓発事業 

「御宿町ほのぼの健康教室」を開催します 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で病

気や食事の講話を中心に食事をしながら会話を楽しむ「御宿町

ほのぼの健康教室」を実施します。 

皆さんのご参加をお待ちしています。 

【日程】 

２月２５日（木）六軒町青年館  

２月２６日（金）上布施コミュニティ消防センター 

３月１０日（木）須賀区民館 

【時間】１０：３０～１３：３０ 

【対象】６５歳以上の町介護保険被保険者の方 

【定員】２０名（申込先着順） 

     ※お弁当の注文がありますので、２月２３日（火）までに 

お申し込みください。 

【参加費】６００円 

【持ち物】タオル、飲料水（水分補給） 

      動きやすい服装でお越しください。 

【内容】「脳梗塞について」「食事・飲み込みについて」 

「自宅でできる予防体操」 等 

【申込・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 
 

後期高齢者医療保険料の納期 
後期高齢者医療保険料 

（普通徴収） 

第８期 

２月２９日（月） 

※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 

家庭教育相談を受け付けます 
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を

受け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えしま
す。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 
【日時】２月１８日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
【場所】町公民館 ２階クラブ室 
【問合せ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

ひとり親家庭入学祝い金の  

   申込を受け付けます  
町社会福祉協議会では、ひとり親家庭の方で、お子さんが

今年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、ひとり親家
庭入学祝い金を支給します。 

該当される方は、３月４日（金）までに、各地区の民生委員・児
童委員に申請してください。 
【問合せ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 
 

一日赤十字講習会参加者を募集します 
日本赤十字社御宿町分区と赤十字奉仕団では、住民の方を

対象とした講習会を開催します。 

【日時】３月９日（水）１０：００～１５：００ 

【場所】町地域福祉センター 

【講習内容】午前：非常食の作り方（包装食袋「ハイゼックス」を使用） 

         献血について 

     昼食：非常食を試食しながら意見交換   

午後：救急法（心肺蘇生・ＡＥＤの使い方） 

【募集期間】３月２日（水）まで 

【申込・問合せ】日本赤十字社御宿町分区事務局 

（町社会福祉協議会） ＴＥＬ ６８－６７２５ 

自立支援相談センターのご案内 
 平成２７年４月から、『生活困窮者自立支援制度』がはじまりま

した。 

生活全般にわたる、お困りごとの相談を、自立支援相談セン

ターがお受けします。 

働きたくても働けない、住む所がないなど、一人で抱え込ま

ず、まずはご相談ください。県から委託を受けた事業所の専門

の支援員が、解決に向けた支援を行います。 

相談は無料です。電話、訪問、来所で相談をお受けします。 

【問合せ】自立相談支援センター夷隅ひなた 

ＴＥＬ・FＡＸ ０４７０－６４－６３８０ 

 (担当：馬場崎・田中) 

 

危険ドラッグは 

「持たない！買わない！使わない！」 
危険ドラッグを使用したことによる深刻な健康被害が発生し

ています。 

危険ドラッグは、店舗やインターネットサイトで、「合法ハー

ブ」、「アロマ」、「お香」、「バスソルト」、「フレグランスパウダー」

などとあたかも安全なもののように「偽って」販売されています。 

これらの製品には麻薬等の違法な物質が入っていることも

あり、摂取すると意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難など有

害な作用を起こすことがあります。 

危険ドラッグは大変危険です。千葉県から薬物を根絶する

輪を広げましょう！ 

《薬物の相談機関》 

１．千葉県庁 薬務課・・・・・・・・・・・ＴＥＬ ０４３－２２３－２６２０ 

  千葉県精神保健福祉センター・ＴＥＬ ０４３－２６３－３８９３ 

  夷隅健康福祉センター・・・・・・・ＴＥＬ ０４７０－７３－０１４５ 

２．千葉県警ヤング・テレホン・・・・・ＴＥＬ ０１２０－７８３－４９７ 

３．いすみ警察署・・・・・・・・・・・・・ ・ＴＥＬ ０４７０－６２－０１１０ 

【問合せ】 

千葉県庁 薬務課 ＴＥＬ ０４３－２２３－２６２０ 

ＦＡＸ ０４３－２２７－５３９３ 

ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/ 

yakubutsu/ihoudoraggu/chuui.html 

自衛官を募集します 
 防衛省では次のとおり自衛官（幹部候補生）を募集しています。 

応募資格 受付期間 合格発表等 入(校)隊 待遇・その他

歯科・
薬剤科

３月１日(火)
～５月６日(金)
※締切日必着

１次試験：５月１４日(土)・１５日(日)
　(１５日は飛行要員のみ)
２次試験：６月１４日(火)～１７日(金)

　（海・空飛行要員のみ
　　３次：(海)７月１１日(月)～１５日(金)
　　　　　(空)７月１６日(土)～８月４日(木))

幹
部
候
補
生

一般

２２歳以上２６歳未満の者(２０歳以上
２２歳未満の方は大卒（見込可)、
修士課程修了者等（見込含）は２８歳
未満）

大
卒
程
度
試
験

院
卒
者
試
験

募集種目

修士課程修了者等（見込含）で２０歳
以上２８歳未満の者

専門の大卒(見込含)２０歳以上３０歳未満
の者(薬剤は２０歳以上２８歳未満の者)

１次試験：５月１４日(土)
２次試験：６月１４日(火)～１７日(金)

平成２９年
３月下旬～
　４月上旬

１次６月３日(金)
海・空要員のみ
２次(海)７月４日(月)
　　(空)７月８日(金)

最終
(陸・海)８月５日(金)
(空)　　９月２日(金)

初任給：217,200円
修士課程修了者：234,300円
大学院卒者等：238,300円
昇給：年1回
賞与：期末・勤勉手当
　　　(ボーナス)年2回
              (6月、12月)
（平成26年4月1日現在)

１次：６月３日(金)
最終：８月５日(金)

試験期日（期間）

 
【問合せ】自衛隊千葉地方協力本部茂原地域事務所 茂原市町保３－２１７ シティビル２階 ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 


