
  
子宮がん検診を実施します 

【対象者】２０歳以上の女性（平成９年１２月３１日までに生まれた方） 

【場所】町保健センター 

【持ち物】①通知文②受診票③受診費用（１，０００円） 

【服装】スカートを着用してください。 

【注意事項】次の病気で現在治療中の方は受診できません。病院での

受診をお願いします。・カンジダ ・トリコモナス 

また、子宮を摘出された方は、かかりつけ医など病院での

受診をお願いします。 

※検診時に採取した細胞で検査ができなかった場合、再度受診をお

願いすることがあります。 

【日程】※予約は必要ありません。 

地区

消防庫前 １２：４５

旧火の見櫓前 １２：４８

越川商店前 １２：５２

藤江商店前 １２：５４

１３：００ １３：２０

上布施コミュニティ
消防センター前

１３：１０ 子どもの遊び場
（矢田団地前児童遊園）

１３：３０

新久井青年館前 １３：１２ 区民館入口 １３：４０

旧吉野商店前（向側） １３：１６
新
町

消防庫前 １３：４３

御宿町浄水場前 １３：１８
須
賀

多目的広場出入口前 １３：４６

七
本

集会場 １３：３３

広域消防御宿分署前（向側） １３：３８

見晴台旧バス停前 １３：４０ 青年館前(向側) １３：５１

西武プロパティーズ

御宿台営業所駐車場
１３：４５

須
賀

ニュー日の丸前 １３：５５

１３：５０ １４：００

久
保

浜

海のホテル前
（旧ホテルニューハワイ前）

日時
８月４日（金） ８月１９日（土）

９：３０～１１：００、１３：００～１４：３０

六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台 須賀・浜・高山田・久保・新町

送
迎
バ
ス
運
行
予
定

第
１
便

岩
和
田

六
軒
町

上
布
施

第
２
便

第
２
便

第
１
便

御
宿
台

実
谷

１３：５０

旧西琳寺バス停付近

消防庫前

保健センター到着

保健センター到着

１３：１０

１３：１５

高
山
田

保健センター到着

保健センター到着
 

・送りの車は、ご利用の方の状況により随時運行します。 

・対象地区は目安ですので、いずれの日でも受診できます。 

・昨年度受診した方及び事前にお申し込みされた方には「受診票」を

送付します。 

受診票が届かない方で検診を希望される場合は、保健福祉課保健

事業班（３階②窓口）へお申し込みください。 

【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

特定健診は受診しましたか 

７月１５日（土）は特定健康診査（国保・後期）の今年度最後の実施

日です。まだ受診がお済みでない方は、忘れずに受診しましょう。 

※対象の方には事前に受診票をお送りしています。再発行をご希望

の方は事前に保健福祉課保健事業班へお申込みください。 

【日時・場所】７月１５日（土） １３：００～１４：３０ 町保健センター 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

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２９年７月１０日  ＮＯ．７２４ 

平成２９年度 
後期高齢者医療被保険者証等を送付します 

保険証について 
後期高齢者の被保険者証（保険証）を７月中旬に発送しますので、

８月１日からは、新しい保険証を使用してください。 
なお、古い保険証は、役場又は公民館に返却してください。 

◎保険証の有効期間は、平成２９年８月１日（火）から平成３０年７月３
１日（火）です。 

◎保険証の色は、緑色になり、形や大きさに変更はありません。 

限度額適用・標準負担額減額認定証について 
 平成２８年度中に申請があり、認定証が交付されている方で、今年
度の負担区分判定により「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当されている方に
は、保険証と一緒に認定証を送付します。負担する額は、所得によっ
て変わります。 

負担割合の算定 
保険証の負担割合（一部負担金の割合）は、８月１日に見直され、

前年中の収入・所得に応じて１割又は３割の負担になります。 
【１割負担】平成２９年度の課税所得（町県民税）が１４５万円未満の方 
【３割負担】平成２９年度の課税所得（町県民税）が１４５万円以上の方 
ただし、平成２８年中の収入額の合計が以下のいずれかに該当す

る場合は、基準収入額適用申請書を提出することにより認定の後、負
担割合が１割に変更となります。 
①世帯内に本人以外の後期高齢者医療の被保険者がいない場合 
本人の収入額が３８３万円未満または、世帯内に後期高齢者医療
の制度に加入していない７０歳から７４歳の方がいて、その方と本人
の収入の合計額が５２０万円未満 

②世帯内に後期高齢者医療の被保険者が２人以上いる場合 
世帯内の被保険者の収入の合計金額が５２０万円未満 

収入額について 
収入額とは、事業所得や不動産所得、雑所得や一時所得、譲渡所

得などがある場合、必要経費を控除する前の売上金額や給与及び年
金収入など、確定申告書の第一表～第三表の「収入金額等」や「収
入金額」の欄の額になります。 

高額療養費について 
高額療養費制度は、被保険者の方が医療機関の窓口において医

療費の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担額を超
えた額があとから支給されるものです。 
所得区分Ⅰ・Ⅱの方を除き平成２９年８月診療分から自己負担額が

かわります。 
◎自己負担限度額（月額）《平成２９年８月診療分から》 

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
５７，６００円 ８０，１００円

（平成２９年７月診療分
　までは４４，４００円）

●総医療費が２６７，０００円を超えた場合は
（総医療費－２６７，０００円）×１％を加算
●多数回該当（※）の場合は４４，４００円

１４，０００円 ５７，６００円
年間１４４，０００円上限
（平成２９年７月診療分
までは１２，０００円）

●多数回該当（※）の場合は、４４，４００円
（平成２９年７月診療分までは、
４４，４００円、多数回該当の適用なし）

区分Ⅱ ２４，６００円

区分Ⅰ １５，０００円

８，０００円

【１割負担】

一般

【３割負担】
現役並み所得者

変更あり

所得区分

変更なし

 
※多数回該当とは、直近１２か月以内に３回以上世帯単位の高額療
養費の該当となった場合、４回目以降の自己負担限度額が減額され
ることです。 
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★  
水稲病害虫防除にご協力をお願いします 

【日時】７月１９日（水） ５：００～１４：００（予定）  

天候不良の場合は翌日順延（防災無線でお知らせします） 

【注意】実施中のラジコンヘリなどへ近づかないでください。 

散布後の水田には１日程度入らないでください。 

その他、水稲病害虫一斉防除のチラシも参照ください。 

※害虫駆除の効果を上げる為、お持ちの水田周辺の除草等にご協

力ください。また、水田以外の土地についても草刈等の管理にご

協力ください。 

【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 

後期高齢者短期人間ドック費用を助成します 
千葉県後期高齢者医療保険に加入している皆さんの健康保持や

増進を図ることを目的に、検査医療機関にて２日以内で行う総合的な

精密検査（短期人間ドック）及び脳精密検査（脳ドック）の一部助成を

行っています。 

【対象者】 

・御宿町に住所を有する千葉県後期高齢者医療の被保険者の方 

・短期人間ドック又は脳ドックを同一年度内に利用していない方 

・利用年度の健康診査を受診しない方又は受診していない方 

（脳ドックのみの申請の場合はこの限りではありません） 

【申請方法】受診予定日の１５日前までに申請をしてください。 

【助成金額】受診料の総額の７割（上限５万円）を助成します。 

※同一年度内に助成を受けられる回数は、短期人間ドック及び脳ドッ

クについてそれぞれ１回です。同一年度内の助成額は、短期人間ド

ック及び脳ドックを合わせて５万円を限度とします。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
 

後期高齢者医療保険料の納期について 
第１期 第２期

７月３１日（月） ８月３１日（木）
普通徴収

 
※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 

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


 

御宿町役場 職員募集 

御宿町では、平成３０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。 

【試験職種・採用予定人数等】 

試験職種 人数 受  験  資  格 

行政（上級） 若干名 
昭和６２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、学歴を問わない。 
平成８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３０年３月までに卒業見込みの方を含む）。 

行政（上級） 
【身体障害者】 

若干名 

昭和６２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、学歴を問わない。 
平成８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３０年３月までに卒業見込みの方を含む）。 
【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】 

土木（上級） １名 
昭和６２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、学歴を問わない。 
平成８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３０年３月までに卒業見込みの方を含む）。 

 【申込方法】 

『平成２９年度 職員採用試験申込書』に必要事項を記入のうえ、別添様式の志望動機を添えて、総務課（役場４階③窓

口）へ提出してください（郵送可）。 

試験申込書及び志望動機記入用紙は総務課で配布します（配布時間は土日祝を除く８：３０～１７：１５）。 

郵送希望者は、｢採用試験申込書希望｣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】 

７月２４日（月）～８月７日（月）【締切日消印有効】※土・日・祝日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 ９月１７日（日） 受付時間 ９：００～９：３０ 試験開始 １０：００ 

場所：役場２階会議室 

試験職種 一次試験科目等 試験時間 試験レベル 

行政（上級） 
教養（択一式） 
事務適性検査 
一般性格診断検査 

２時間 
１０分 
２０分 

大学卒・短大卒程度 

土木（上級） 

社会人基礎試験   ・職務基礎力試験 
             ・職務適応性試験 
土木専門（択一式） 

１時間３０分 
２０分 
２時間 

大学卒程度 

〇２次試験 １０月下旬を予定 （面接試験等を予定） 

詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

【採用予定時期】 

採用試験の合格者は、原則として平成３０年４月１日採用となります。 

ただし、受験資格がないこと、受験申込書等提出書類の記載事項が事実と異なる場合又は採用時に必要な書類が提

出できない場合は採用を取消すことがあります。 

【申込み・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 ０４７０－６８－２５１１ 

 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 職員募集 

【試験職種・採用予定人数等】 
試験職種 人数

身長 男性：おおむね１６０ｃｍ以上
女性：おおむね１５５ｃｍ以上

体重 男性：おおむね５０ｋｇ以上
女性：おおむね４５ｋｇ以上

視力 矯正視力を含み、両眼で０.８以上、
かつ、一眼でそれぞれ０.５以上で
赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴力 左右とも正常であること。

その他 身体健全で四肢機能が正常であること。
言語が明瞭で十分発音ができること。
精神機能及び神経系統に異常がないこと。
結核性疾患、感染症疾患
及びその他の疾患がないこと。

消防職(初級)

受　験　資　格

平成５年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方で、
学歴を問わない。

２名程度

 
【申込方法】 
試験申込書に必要事項を記入のうえ、夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局総
務課へ提出してください（郵送可）。試験申込書は同課及び消防本部で配布して
います。 

【受付期間】 
７月２４日（月）～８月７日（月）【締切日消印有効】※土・日・祝日は除く 
受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 
〇１次試験 ９月１７日（日） 受付開始時刻 ９：００ 試験開始 １０：００  

場所：夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務所 
試験職種 一次試験科目等

消防職(初級)
教養（択一式）
作文試験
消防適性検査  

〇２次試験 詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 
【申込み・問合せ】〒２９８－０１２４ 千葉県いすみ市弥正８８－１ 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局 総務課 庶務係 
ＴＥＬ ０４７０－８６－６６００ 

 

「ＯＮＪＵＫＵまるごとミュージアム」 
「秋の企画展」ギャラリー募集 

私たちの町には美術館はありません。しかし、青い海と白い砂浜に象徴されるよ
うに、美しい自然が町全域にあります。そこで、町全体を美術館に見立て、そこに
ある自然そのものや、レトロな風景・人々の営み等をそれぞれのギャラリーとして設
定させていただきます。今年の秋の企画展は、１１月１８日（土）から２６日（日）を期
間とし、この企画へギャラリーとして参加下さる方を募集しますので、町商工会ホー
ムページからお申込ください。 
※ギャラリーとしての可否については、お申し込み内容を確認の上、後日ご連絡さ
せていただきます。 
【申込み・問合せ】御宿町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８ 

ＨＰ http://onjuku.or.jp/marugoto/collection.html 


