
臨時職員を募集します 
町では、次のとおり臨時職員を募集します。 

≪臨時福祉給付金事業に係る臨時職員≫ 
【勤務内容】役場２階保健福祉課にて申請受付、書類整理、 

パソコン処理等の業務 
【勤務時間】原則として月～金曜日 （土・日・祝日を除く） 

８：３０～１７：１５ 
【募集人数】１名 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼

付し、４月２２日（金）までに役場総務課（４階③窓
口）へ提出してください。※郵送可（締切日必着） 

【面接日時・場所】詳細は後日連絡します。 
【応募・問い合わせ】〒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  

 

平成２８年度税別納期限一覧 
平成２８年度の各種税の納期限は次のとおりです。 

※口座振替をご利用の方は各納期前に残高をご確認ください。 
納税は口座振替にすると納め忘れがなく、窓口へ行く手間が
省けます。安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。 

【問い合わせ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 
 

料理を学んでみませんか 
町社会福祉協議会では、６０歳以上の男性が食生活に支障

をきたすことのないように備えるとともに、栄養管理・衛生管理の
意識の向上と在宅福祉の推進を図ることを目的とした男の料理
教室を開催しています。 

平成２８年度も、料理を通して栄養・調理・保健・福祉などを学
べる「男の料理教室」の受講生を募集します。 
【開催回数】年９回 
【時間・場所】９：００～１３：００ 町保健センター 
【対象】６０歳以上の男性 ２０名（申込先着順） 
【費用】年間３，０００円（材料費） 
【申込方法】５月１０日(火)までに町社会福祉協議会へお電話く

ださい。 
【申込・問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

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４月８日  ＮＯ．６９４ 

国民年金保険料学生納付特例制度について 
２０歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し納付し

なければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少な

いため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の

納付が猶予される「学生納付特納制度」があります。 

【対象となる方】 

学校教育法に規定する大学（大学院）・短期大学・高等学校・

高等専門学校・専修学校及び各種学校（修業年限１年以上で

ある課程）に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算

式で計算した金額以下であることが条件です。 

 

 

 学生納付特例の承認期間は４月～翌年３月までとなりますが、

承認を受けた次の年度も在学予定である場合、４月初めに再申

請の用紙が送られてきますので、引続き学生納付特例制度を希

望する場合は、必要事項を記入のうえ、提出してください。 

【問い合わせ】 

税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

千葉年金事務所国民年金課 ＴＥＬ ０４３－２４２－６３２０ 
 

千葉県調理師試験を実施します 
千葉県調理師試験を以下のとおり実施します。 

【日時】７月２７日（水） １４：００～１６：００ 

【会場】幕張メッセ国際展示場 展示ホール８ 

（千葉市美浜区中瀬２－１） 

【受験願書配布】健康福祉センターで４月８日（金）から配布しま

す。お早めに取りに来てください。 

【申込方法】住所地の健康福祉センター（保健所）へ必要書類を提

出してください。なお、住所が県外にある方は県庁健

康福祉部健康づくり支援課で受付を行います。 

※願書は健康福祉センターで配布しています。 

【受付期間】５月１７日（火）～５月１９日（木） １０：００～１６：００ 

【申込・問い合わせ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） 

勝浦市出水１２２４ ＴＥＬ ７３－０１４５ 
 

お詫びと訂正 
平成２８年３月２５日発行分おしらせ版（前号）の「胃がん検診

を実施します」の記事内に、４月１５日（金）の実施場所に誤りが
ありましたので、次のとおり訂正し、お詫びします。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 
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★Twitter アラートの配信を行っています★ 

危険物取扱者試験に伴う 
       講習会を開催します 
危険物取扱者試験受験者講習会及び危険物取扱者試験受

験者模擬試験を以下のとおり実施します。 
○危険物取扱者試験受験者講習会（乙種第４類） 

(一社)千葉県危険物安全協会連合会主催 
【日 時】５月１３日（金） 

受付時間 ９：００～９：２０ ※当日受付 
講習時間 ９：３０～１７：００ 

【場 所】茂原市東部台文化会館 

【受講料】３，６００円 ※当日受付時に徴収 
【持ち物】危険物取扱者必携法令編・実務編 

問題集（平成２８年度版）、筆記具 
○危険物取扱者試験受験者模擬試験（乙種第４類） 
【日 時】６月４日（土） 

     受付時間 ９：００～９：２５ ※当日受付 
     講習時間 ９：３０～１７：００ 

【場 所】いすみ市大原文化センター 
【受講料】１，０００円 ※当日受付時に徴収 
【持ち物】危険物取扱者必携法令編・実務編 

問題集（平成２８年度版）、筆記具 
【問い合わせ】夷隅郡市防火安全協会事務局 予防課 予防係 

（夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部内） 
ＴＥＬ ８０－０１３２ 
 

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】４月１４日（木） ９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
【場所】町公民館 ２階クラブ室 
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

《所得のめやす》１１８万円＋｛扶養親族等の数×３８万円｝ 

期日 対象地区

誤 町公民館

正 御宿台集会所

４月１５日
（金）

場所

御宿台

第１期 第２期 第３期 第４期

固定資産税 　５月　２日（月） 　８月　１日（月） 　９月３０日（金） １２月２６日（月）

軽自動車税 　５月３１日（火）

町県民税 　６月３０日（木） 　８月３１日（水） １０月３１日（月） 　１月３１日（火）

第１期 第２期 第３期 第４期

　８月　１日（月） 　８月３１日（水） 　９月３０日（金） １０月３１日（月）

第５期 第６期 第７期 第８期

１１月３０日（水） １２月２６日（月） 　１月３１日（火） 　２月２８日（火）

国民健康
保険税

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


 肝炎ウイルス検診を実施します 
町では、肝炎ウイルスの感染を早期に発見するため、肝炎ウ

イルス検診を実施します。 

今年度、国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、

特定健康診査とあわせて実施しますが、それ以外で検診を希

望する方は、事前に役場保健福祉課保健事業班（３階②窓口）

にお申し込みください。 

【対象者】今年度４０歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査を受け

ていない方（昭和５２年３月３１日までに生まれた方） 

【日時】５月６日（金）～７日（土）、９日（月）～１２日（木）、 

７月１６日（土）  各１３：００～１４：３０ 

【場所】町保健センター 

※国民健康保険等の特定健康診査会場で実施します。 

【検査内容】血液検査 

※肝炎ウイルス（B 型・C 型）が存在するかどうかを調べます。 

【費用】無料 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８―６７１７ 

 

前立腺がん検診を実施します 
中高年男性に多い前立腺がんを早期に発見するため、町で

は、５０歳以上の方を対象に血液検査（ＰＳＡ値検査）による前

立腺がん検診を実施します。 

国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、特定健康

診査とあわせて実施しますが、それ以外で検診を希望する方

は、事前に役場保健福祉課保健事業班（３階②窓口）にお申し

込みください。 

【対象者】平成２８年４月１日時点において、５０歳以上の男性 

（昭和４１年４月１日までに生まれた方） 

【日時】５月６日（金）～７日（土）、９日（月）～１２日（木）、 

７月１６日（土）  各１３：００～１４：３０ 

【場所】町保健センター 

※国民健康保険等の特定健康診査会場で実施します。 

【検査内容】血液検査  

※検査当日は採血における食事制限はありません。 

※PSA は、前立腺でつくられる特有の物質です。前立腺にがん 

ができると、早期から血液中に放出されるため、血液中の

PSA を調べることでがんの早期発見に役立ちます。 

【費用】５００円 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８―６７１７ 

【日時・場所】 

期　　日 場所・受付時間 対　象　地　区
５月　６日（金） 岩和田

５月　７日（土） 実谷・七本・上布施
５月　９日（月） 須賀・浜
５月１０日（火） 御宿台
５月１１日（水） 新町・六軒町
５月1２日（木） 高山田・久保
７月１６日（土）  指定なし

保健センター
１３：００～１４：３０

 
【対象者】御宿町に住所を有し、次のいずれかに該当する方 

（１）４０～７４歳の国民健康保険被保険者 

（昭和１６年４月２日から昭和５２年３月３１日までに生まれた方） 

（２）後期高齢者医療加入者 

（３）４０歳以上の生活保護受給者等 

（昭和５２年３月３１日までに生まれた方） 

※医療機関で健診を受けている方及び治療中の方も健診の対 

象となります。 

【健診内容】 

①問診確認 ②受付 ③身体計測（身長・体重・BMI・腹囲） 

④血圧測定 ⑤医師診察 ⑥尿検査 ⑦血液検査 

※朝食は軽めにとり、昼食は食べないで受診してください。 

※医師が必要と認めた方には、心電図・眼底検査を実施します。 

【持ち物】①受診票 ②尿検査検体 ③健診費用 ５００円 

（ただし、生活保護受給者及び７５歳以上の後期高齢

者医療加入者の方は無料です。） 

※前立腺がん検診を受診される方は別途５００円必要です。 

※受診票は、対象者（１）の方全員と、（２）（３）のうち前年度受診者

及び申込みのあった方にお送りしています。それ以外で受診を

希望する方は、事前に役場保健福祉課保健事業班（３階②窓

口）にお申し込みください。 

 

以下に該当し検査を希望する方は、同時に肝炎ウイルス検診・

前立腺がん検診を実施します。詳しくは右欄でご確認ください。 

・肝炎ウイルス検診：今年度４０歳以上で、今までに検査を受け

ていない方 

・前立腺がん検診：５０歳以上の男性 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８―６７１７ 

【送迎車を運行しますのでご利用ください】 

各地区につき３日間運行します。ご都合の良い日にご利用く

ださい。 

期　　　日 便数 集　合　場　所 集合時刻
①目黒商店前 12:50

②上布施コミュニティ消防センター 12:53

③新久井青年館前 12:56

④吉野商店前 13:00

⑤浄水場前 13:02

⑥実谷上旧バス停前 13:05

⑦七本集会所 13:10

⑧保健センター着 13:20

①岩和田消防庫前 13:35

②火の見櫓前 13:38

③保健センター着 13:45

①御宿駅 14:00

②多目的広場入口前 14:05

③割烹旅館かのや駐車場 14:08

④浜青年館前 14:10

⑤ニュー日の丸 14:15

⑥保健センター着 14:20

①西琳寺旧バス停付近
  （旧リサイクルステーション前） 12:50

②高山田消防庫 12:55

③久保子どもの遊び場
  （矢田団地前児童遊園） 13:00

④久保区民館入口 13:10

⑤保健センター着 13:15

①月の沙漠記念館入口前 13:30

②越川商店前 13:40

③藤江商店前 13:42

④新町消防庫 13:45

⑤保健センター着 13:55

①見晴台旧バス停前 14:08

②広域消防御宿分署旧バス停前 14:13

③西武プロパティーズ
　御宿台営業所駐車場 14:15

④保健センター着 14:20

1

2

3

５月６日（金）
５月７日（土）
５月９日（月）

５月１０日（火）
５月１１日（水）
５月１２日（木）

3

1

2

※帰りの車は、１４：３０から随時運行します。 

平成２８年度特定健康診査を実施します 


