
 

臨時職員を募集します 
≪学校給食共同調理場調理員 募集人数２名≫ 
【勤務内容】共同調理場での学校給食調理業務及び配送 
【勤務期間】８：００～１６：４５ 

原則週休２日(学校給食業務のない日) 
【応募要件】年齢不問、普通自動車運転免許を有する方 

(ＡＴ限定可) 
≪保健福祉課 一般事務職１名≫ 
【勤務内容】保健事業班業務補助（医療保険係） 
【勤務期間】８：３０～１７：１５ （休憩時間１２：００～１３：００） 

原則週休２日 
【応募要件】パソコン操作の出来る人（Word, Excel） 
≪共通事項≫ 
【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、１０月２５日（木）までに総務課行政班（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】１０月３１日（水） 詳細は後日連絡します。 
【応募・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 ６８－２５１１ 

献血にご協力ください（200mL・400mL） 
【日時・場所】１０月２４日（水） １０：００～１１：４５ 町保健センター 

※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険 

証等）をお持ちください。 

【対象年齢】１６～６９歳 ※６５～６９歳までの方は６０～６４歳まで

に献血の経験がある方に限られます。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

Ｂ＆Ｇ体育館・町営野球場 
春季臨時予約受付について 

施設をより円滑に利用していただくため、春季の臨時予約を
受付します。 
【貸出期間】平成３１年２月２日（土）～平成３１年４月７日（日） 
※町主催の事業等がある場合には、予約を受付できませんの
で、ご了承ください。 

【申込対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体 
※町外団体については、宿泊業者による代理申請が可能です。 
【申込期間】１０月１０日（水）～１０月３１日（水） １６：００まで 
※利用日が重なった場合は抽選になります。 
※受付期間内休館日 １０／１５、２２、２９ 

【抽選日時】１１月１日（木） １３：００ 
【抽選場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター 
【問合せ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３ 

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３０年１０月１０日  ＮＯ．７５４ 

後期高齢者医療保険料の納期について 

第４期 第５期

１０月３１日(水） １１月３０日（金）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)  

※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 

高齢者インフルエンザ予防接種を 
実施します 

町では、高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施しま

すので、対象となる方で接種を希望する場合は、期間内に町契

約医療機関で接種を受けてください。 

【対象者】   

①御宿町に住民登録のある６５歳以上の方 

②御宿町に住民登録のある６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、

じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能に障害を有する方（身体障害者手帳１級の方また

はそれに準ずると医師が判断した方） 

※②に該当する方は、身体障害者手帳または医師の診断書をお

持ちのうえ、役場保健福祉課（３Ｆ②窓口）へお越しください。 

【接種期間】 

１０月１日(月)～１２月３１日(月) 

※年末は医療機関が休診となっている場合がありますのでご注

意ください。 

【接種回数】接種期間内に１回 

【個人負担額】医療機関が提示した接種料金から１，０００円を控

除した額（生活保護受給者は自己負担額なし） 

【接種医療機関】町契約医療機関 

※なお、平成３０年１０月１日～１２月３１日の間に６５歳に到達さ

れる方にも個別通知をしていますが、接種することができるの

は６５歳到達以降となります。 

また、個別通知は平成３０年９月１日現在の住民登録に基づき

発送しますので、該当される方で、平成３０年９月１日以降に

転入手続きをされた場合は、お問い合わせください。 

※実施期間外、対象者以外の接種につきましては、全額自己

負担となりますのでご注意ください。 

【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 

住宅用省エネルギー設備設置 
補助金をご活用ください 

町では地球温暖化防止対策の一環として、住宅用省エネル
ギー設備設置費用の助成を行っています。以下のとおり申請を
受け付けていますので、ご活用ください。 

対象設備 補助金の額
単価　４万円／kＷ
（上限１８万円）

家庭用電池システム（エネファーム） 上限　８万円
定置用リチウムイオン蓄電システム 上限１０万円
太陽熱利用システム 上限　５万円

住宅用太陽光発電システム

 
【申請方法】 
申請書にご記入のうえ、必要書類を添付し、建設環境課環境

整備班へ提出してください。平成３１年１月３１日（木）まで申込
先着順に受付をし（閉庁日除く）、予算額に達した時点で締め
切ります。申請書は建設環境課窓口に設置してあります。また、
町ホームページからもダウンロードできます。 
※詳しい内容については町ホームページに掲載しています。ご
不明な点は建設環境課環境整備班へお問い合わせください。 

【申込み・問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

海岸清掃実施について 
１０月は海岸清掃と町民清掃を実施します。 
良好な環境保全のため、皆様の参加をお願いします。 

【日時】１０月２１日（日）８：００～１０：００ 
◎海岸清掃を実施する区 
須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区 

[ごみ袋配布場所及びごみ回収場所] 
浜海岸：浜トイレ脇 
中央海岸：海岸ステージ付近、砂丘橋海岸側 
浦仲海岸：海岸通り（岩和田寄り階段付近） 
岩和田海岸：岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近） 

◎町民清掃を実施する区 
高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区 

※雨天等により中止になる場合は防災無線でお知らせします。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

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


 

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ 
２０１８を開催します 

県では、１２月４日から１０日までの「人権週間」に合わせ、人
権について考え、理解を深めていただくための催しを以下のと
おり行います。 
【日時】１２月５日（水） １３：００～１６：００（１２：００開場） 
【会場】千葉市民会館 
    （JR「千葉駅」東口より徒歩約７分、JR「東千葉駅」より徒

歩約３分） 
【内容】◇公演「明るく、楽しく、あきらめない」 

     講師：
つじ

井
い

いつ子さん（ピアニスト辻井
つ じ い

伸
のぶ

行
ゆき

さんの母） 

   ◇コンサート「ハートフルコンサート」 
     出演：千葉県警察音楽隊 
   ◇千葉ロッテマリーンズ選手一日人権擁護委員任命式、

マリーンズグッズが当たる抽選会ほか 
【定員】１，０００人（申込多数抽選） ※入場無料 
【申込方法】往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、入

場希望人数（１通につき２人まで、無記入は１人）、
託児サービス・手話・要約筆記通訳希望・車いすの
使用の有無をご記入いただき、返信用はがきに返
信用あて先を明記のうえ、以下まで郵送ください。
（消せるボールペンの使用不可） 

【応募期間】１０月１日（月）～１１月１日（木）必着 
【申込み・問合せ】〒２６０－０８５５ 千葉県庁内郵便局留 
           ちばハートフル・ヒューマンフェスタ事務局 

（千葉県健康福祉政策課内） 
           TEL ０４３－２２３－２３４８ 
           FAX ０４３－２２２－９０２３ 

２０１８年漁業センサスに 
ご協力をお願いします 

平成３０年１１月１日現在(流通加工調査は平成３１年１月１日
現在)で、２０１８年漁業センサスを実施します。 
漁業センサスは、我が国の漁業の生産構造、就業構造を明ら

かにするとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりま
く実態と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づ
いて５年ごとに行う大規模な調査です。 
１０月中旬(流通加工調査は１月上旬)から調査員が漁業関係

者の方々を訪問しますので、調査票に漁業の操業状況などの
記入をお願いします。なお、インターネットを利用したオンライン
での回答も可能です。 

漁業センサスは、漁業の現状を知り将来を考えるための大切
な調査です。ご協力をお願いします。 
【問合せ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

地域おこし協力隊の有害鳥獣相談室 
御宿町地域おこし協力隊員（有害鳥獣対策担当）による

有害鳥獣対策の相談受付を行います。 

地域おこし協力隊により被害箇所や進入経路などを調査
するとともに、センサーカメラなどを使った行動の把握を
し、有害鳥獣対策のアドバイスを行います。 

なお、センサーカメラにつきましては、数日間設置する
ことや、台数の都合上、申込順に対応します。 

【問合せ】御宿町地域おこし協力隊有害鳥獣対策担当 

(産業観光課 農林水産班内) 
ＴＥＬ ６８－２５１３ 

農地等の草刈をしましょう！ 
草刈等をしていない農地などはイノシシなどの格好の棲み家
となり、周辺への被害を広げます。定期的な刈払いを行い適切
な管理をお願いします。 
農地以外の林縁部など草が茂っている所も一緒に刈ると、より
効果的です。 
※１０月は千葉県のイノシシ棲み家撲滅強化月間です。 
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

公民館主催教室「英会話教室」開催について 
公民館主催教室として英会話教室を開催します。ご希望のあ

る方はお申込みください。 
【日程】１１月の毎週水曜日予定 
【時間】１３：３０～１５：３０ 
【定員】２０名 ※定員を超えた場合は１０月３０日(火)に抽選を

行います。 
【申込方法・期間】１０月２８日(日)までに公民館備え付けの申込

用紙にてお申込みください。 
【問合せ】公民館 TEL ６８－２９４７ 

講演会「大航海時代と日本」の開催について 
 御宿町国際交流協会では以下のとおり講演会を開催します。 
【日時】１０月２１日（日） １４：００～１５：００まで 
【場所】公民館 ２階大会議室 
○講演会テーマ：『大航海時代と日本』 
講演者 国際交流協会副会長 福島輝雄 

※１５：００から１６：００まで国際交流協会の活動説明会を開催し
ます。 
国際交流等に関心がある方はご参加できますのでお問い合
わせください。 

【問合せ】国際交流協会事務局 （産業観光課 商工観光班内） 
     ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 

「封筒」に掲載する有料広告を募集します 
町役場や公民館で使用する封筒に掲載する有料広告を募集

します。封筒は、住民の皆さんや官公署等への書類の送付、役
場窓口用などに使用されます。 
事業所、企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。 

【規格】 
封筒サイズ：長形３号（Ａ４横三つ折サイズ）  
掲載場所：封筒裏面  
作成枚数：５０,０００枚 
広告規格：縦:３６mm×横:１０８mm 一色刷り 
募集枠数：５枠 
掲載料金：１枠あたり 町内２５，０００円、町外３０，０００円 
【申込方法】 
広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を
添えて、役場会計室窓口（３階⑥番）へお申し込みください。広
告掲載申込書は、会計室で配布しています。また、町ホームペ
ージからもダウンロードできます。申込みは先着順とし、枠数に
達した時点で締切とします。 
【必要書類】(1)掲載しようとする広告案 

(2)業務内容等を明らかにする書類等 
（会社案内、パンフレット等） 

※継続申込の場合は、(2)業務内容等を明らかにする書類等の
添付は必要ありません。 

※広告の原稿及び版下等の作成経費は、申込者の負担となり
ます。 

※広告の掲載要領や申込みについての詳細は会計室までお
問い合わせください。 

【問合せ】会計室 ＴＥＬ ６８－６６９１ 

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（浜地区）を開催します 

町では、高齢者の方が要介護状態にならないために、各区

の集会所で体操や脳トレーニング等を行う巡回型元気いきいき
教室を実施します。近所の方をお誘いのうえ、皆さんのご参加
をお待ちしています。 
【日時・場所】１０月３０日（火）１３：３０～１５：００ 

浜青年館 
※他の地区は日程が近くなりましたらお知らせします。 
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。 
【対象】町内在住の６５歳以上の方 

※６５歳未満の方も見学できます。 
【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】簡単な体操・脳トレーニング・レクリエーション・歌等 
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 


