御宿町役場

職員募集

町では平成２９年度採用職員を募集します。詳細について
は、配布する受験案内でご確認ください。
※受験案内は町ホームページからもダウンロードできます。
【試験職種・採用予定人数等】
試験職種

行政（初級）
（身体障害者）

土木（上級）

人数

１名

１名

受 験 資 格
身体障害者福祉法第１５条に定
める身体障害者手帳の交付を受
け、その障害の程度が１級から６
級までの方で、通勤及び職務の
執行に介助者を必要とせず、活
字印刷文の出題に対応できる方
で、次の年齢要件を満たす方。
昭和６１年４月２日から平成１１
年４月１日までに生まれた方で、
学歴を問わない。平成１１年４月２
日以降に生まれた方で、学校教
育法に基づく高等学校を卒業し
た方（平成２９年３月までに卒業見
込みの方を含む）。
昭和６１年４月２日から平成７年
４月１日までに生まれた方で、学
歴を問わない。平成７年４月２日
以降に生まれた方で、学校教育
法に基づく大学（短期大学を除
く）を卒業した方（平成２９年３月ま
でに卒業見込みの方を含む）。

一次試験科目等

教養試験（択一式）＜高卒程度＞
事務適性検査
個別面談

おんじゅく
お知らせ版
発行日 平成２８年１２月２６日 ＮＯ．７１１

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
Twitter @KohoOnjuku
★Twitter アラートの配信を行っています★

町内医療機関の年末年始の診療状況
診療予定日・・・○ 休診日・・・×
町内医療機関

社会人基礎試験＜社会人＞
・職務基礎力試験（択一式）
・職務適性検査
土木専門＜大卒程度＞

【申込方法】

１２月２８日（水）
１２月２９日（木）
１２月３０日（金）
～１月４日（水）
１月 ５日（木）

青葉
クリニック
○
×

ラビドール
クリニック
○
×

田口整形外科
クリニック
×
○

×

×

×

○

○

○

※いすみ医療センターは、１２月２９日（木）～１月３日（火）の間
休診となりますが、救急診療のため、小児科に限り以下のと

おり診療を行います。
試験申込書に必要事項を記入のうえ、役場総務課（４階③窓
診療日
１２月３０日（金）、１月２日（月）
口）へ提出してください（郵送可）。試験申込書は同課で配布しま
受付時間
９：００～１６：００
す。（配布時間は土日祝日を除く８：３０～１７：１５。１２月２９日から
※その他夷隅郡市内では、輪番制で夜間・休日診療を行う予定です。
１月３日は年末年始休業日となります。）郵送希望者は、｢採用試
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
験申込書希望｣と記入した封筒に、１２０円切手を貼った返信用封
筒(郵便番号､住所、氏名を明記、角２Ａ４サイズ)を
同封し、送付してください。
【受付期間】１月４日（水）～１月２０日（金）（土日祝日は除く）
受付時間は８：３０～１７：１５
※郵送可 締切日消印有効
【試験日時及び場所】
〇１次試験 ２月５日（日） 場所：役場２階会議室
受付時間 ９：００～９：３０ 試験開始 １０：００
〇２次試験 ２月下旬を予定
詳細は１次試験合格者に通知します。
【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 ０４７０－６８－２５１１（内線４１５）

成年後見制度についての講演会を開催

成年後見制度及び後見人の実務について理解していただくた
め、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支
部より講師をお招きし、講演会を開催します。参加費は無料です。
【日時】１月１８日（水）１４：００～１６：００
【場所】町保健センター１階 健康診査室
【内容】成年後見制度の基本的な制度説明と、事例を踏まえた
後見人の実務についての説明
【定員】３０名
【対象者】御宿町にお住まいの方
【申込方法】１月１１日（水）までに、町保健福祉課福祉介護班へ
お電話ください。※定員に達し次第締め切ります。
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

淡水魚保全シンポジウム
～ミヤコタナゴがすむ美しいふるさとを未来へ～
御宿町にも生息しているミヤコタナゴなどの絶滅危惧種の保
全活動の周知・推進のため、淡水魚保全シンポジウムが開催さ
れます。
当日は、ミヤコタナゴ等の絶滅危惧種の保護に取り組まれて
いる先生方の講演や討論会が開かれます。また、御宿町・茂原
市・いすみ市の小学生による発表も行われますので、皆さんお
誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
【プログラム】
第１部 基調講演
「絶滅危惧種を生かした農村環境の復活」
第２部 ポスター発表
「全国における絶滅危惧種の保全の取組と成果」
第３部 児童による発表
御宿小学校は６年生が発表を行います。
「ミヤコタナゴのふるさとからのメッセージ」
第４部 総合討論
「ミヤコタナゴと生きる未来：どのように守り、活用していくか」
【日時】１月１９日（木）１３：００～１７：３０
【会場】いすみ市大原文化センター
（千葉県いすみ市大原７８３８）
【申込方法】住所、氏名、所属、連絡先（電話番号、メールアドレ
ス）を、参加をご希望の方１名につき１枚、往復はが
きにご記入の上お申込みください。当日参加はでき
ません。
【申込締切】１月６日（金）必着 定員５００名
【申込・問い合わせ】
〒２６０－８６８２
千葉県千葉市中央区青葉町９５５－２
千葉県生物多様性センター内
ミヤコタナゴ保全シンポジウム実行委員会事務局 宛
ＴＥＬ ０４３－２６５－３６０１

町公民館でタブレット教室を開催

１月の「心配ごと相談所」開設日

町公民館主催教室として、初心者向けの「タブレット教室」を

開設日

場所

相談内容
一般相談・行政相談
地域福祉センター
障害者相談

開催しますので、ご希望のある方はお申込みください。
１月６日（金）
【内容】１名につき前期と後期の２回講習になります。
１月２３日（月）
地域福祉センター 一般相談・人権相談
（１回の講習は１時間）
相談時間は９：００～１２：００です。
【日程】前期 ２月１日（水）１０：００～
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５
後期２月１５日（水）１０：００～
※タブレットは持参してください。お持ちでない方はご用意でき
ますので、詳細は町公民館へお問い合わせください。
農業用ビニールの回収受付
使用済みの農業用ビニールの回収を次のとおり実施します。
【申込方法】
１月２１日(土)１６：００までに、町公民館へ住所、氏名、年齢、 環境に優しい農業生産の推進を図るため、リサイクルにご協力
電話番号をお知らせください。なお、申込多数の場合は抽選と をお願いします。
【日時】１月３０日（月）９：００～１１：００
なりますので、後日ご連絡します。
【回収場所】いすみ農業協同組合御宿支所
【抽選日】１月２４日(火)１３：３０以降
【回収品目】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋
【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
【負担金額】１ｋｇあたり１１．３円
（計量後、現金でお支払いください。）
町内農業・漁業・商工業等就業者の
【荷造りの規格等】

家賃を補助します

町では、町内で農業・漁業・商工業等に就業する方に対し、
２年間の家賃の３分の１（限度額２万円/月）を補助します。
町に住所登録をした日から１年を経過していない方等、補助
金の申請には要件があります。詳しくは町ホームページをご覧
いただくか、以下にお問い合わせください。
【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３

中小企業のホームページ作成費を補助します
町では、中小企業が新たにホームページを作成する場合、
または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作
費用の２分の１（限度額５万円）を補助します。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、以下にお問い合
わせください。
【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３

・塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。
・排出するビニールは、同じ素材で結束してください。また、１梱
包は１５ｋｇ程度で長さ８０ｃｍ程度に束ねてください。
・石、ゴミ、土等を取り除き、極力水分を付着させないようにしてく
ださい。
※規格外のもの、放射線量が０．２３μｓｖ/ｈを越えたもの、異物
（別素材）等が混入していた場合などは引き取りができません
のでご注意ください。
対象品目
規

格

塩化ビニールフィルム

ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）

つづら折り

同左又は杭を利用したグルグル巻き

千葉県動物愛護センター動物愛護事業
千葉県動物愛護センターでは、各種動物愛護事業を実施し
ます。
①飼い主探しの会
犬猫を欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの場です。
【開催日】１月１４日（土）、２月１１日（土）、３月１１日（土）
【日程】
犬猫が欲しい方
９：３０～１１：００（受付９：００～９：３０）
犬猫をあげたい方 １０：００～１１：００（受付９：３０～１０：００）
【参加費】無料（事前予約制）
②犬のしつけ方教室
・基礎講座
【開催日】１月１４日（土）、２月１１日（土）、３月１１日（土）
【日程】受付 １２：００～１２：３０
講習 １２：３０～１４：００
【受講料】無料（事前予約制）
【募集人数】先着２０組（飼い犬は同伴できません）
※基礎講座に引き続き（公財）千葉県動物保護管理協会による
実技講座が開催されます。
・実技講座
【開催日】１月１４日（土）、２月１１日（土）、３月１１日（土）
【日程】受付 １３：３０～１４：００
講習 １４：００～１６：００
【受講料】３，０００円
【募集人数】不定

（重さ１５ｋｇ程度まで）

40cm

80cm

⇒

50cm

80cm
結

束

ハウスから取り外した被覆資材と同種
同左又はマイカー線
類のものを紐にする

【問い合わせ】
御宿町廃プラスチック対策協議会事務局（産業観光課内）
TEL ６８－２５１３
いすみ農業協同組合大原御宿地区購買店舗 TEL ６６－１７１２
いすみ農業協同組合御宿支所 TEL ６８－２４２４

【開催場所・予約申込・問い合わせ】
千葉県動物愛護センター
千葉県富里市御料７０９-１
ＴＥＬ ０４７０-９３-５７１１

