臨時職員を募集します
≪清掃作業員 募集人数（１）１名 （２）２名≫
【勤務内容】海岸及び公衆トイレ清掃、町内草刈他清掃作業、
清掃センター作業等
【勤務期間】７月１２日（金）～８月３１日（土）
（１）３：００～１２：００のうち７時間４５分勤務
（２）８：００～１８：００のうち７時間４５分勤務
原則週休２日 土日勤務あり
【応募要件】年齢不問、（２）は普通自動車免許を有する方（ＭＴ
車の運転が可能な方）優先
≪ウォーターパーク臨時職員 募集人数（１）７名 （２）５名≫
【勤務内容】（１）チケット販売、売店での販売等
（２）プール監視員等
【勤務期間】７月１３日（土）～９月１日（日） ８：３０～１７：１５
原則週休２日 土日勤務あり
【応募要件】心身ともに健康な方
≪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、６月２７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】７月３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

おんじゅく
お知らせ版
発行日 令和元年６月１０日 ＮＯ．７７０

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku

献血にご協力ください（200ml・400ml）
【日時】７月１日（月） 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

海岸クリーンキャンペーンを実施します

９月２２日（日）は
御宿町議会議員一般選挙の投票予定日です
令和元年９月３０日任期満了に伴う御宿町議会議員一般選挙
の日程をお知らせします。
【選挙期日】令和元年９月２２日（日）
【告示日】令和元年９月１７日（火）
【基準日・登録日】令和元年９月１６日（月）
※投票できる方は以下の要件をすべて満たしている方です。
①日本国民であること
②平成１３年９月２３日以前に出生した者であること
③令和元年６月１６日以前に御宿町の住民基本台帳に登録（転
入された方については６月１６日までに転入届を提出されて
いること）され、引き続き３カ月以上御宿町に住所を有してい
ること
④公職選挙法等に規定する欠格要件に該当しないこと

御宿町議会議員一般選挙の
立候補予定者説明会の日程

多くの観光客で賑う夏の到来に伴い、海岸クリーンキャンペ
【説明会予定日時】令和元年８月２０日（火） １３：３０～
ーンを実施します。町自慢の海岸をみんなできれいにしません
御宿町役場 大会議室
か？たくさんの方のご参加、ご協力をお待ちしています。
【日時】７月１３日（土） ９：３０～１１：３０ （※海開き終了後実施）
郵便等による不在者投票制度のお知らせ
御宿町内公共施設での禁煙のお知らせ
【清掃場所】浜海岸、中央海岸、浦仲海岸、岩和田海岸
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険被保険者証
７月１日より御宿町内公共施設敷地内禁煙を実施します。
【服装】ゴミ拾い等が出来る服装、軍手等はお持ちください
をお持ちで以下に該当する方は、自宅などで郵便による不在者
【「望まない受動喫煙」】
【問合せ】建設環境課
環境整備班
ＴＥＬ
６８－６６９４
２０１８年７月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しま
投票ができます。
した。
○両下肢、体幹または移動機能の障害が１級または
行政書士による無料相談会を実施します
町ではこの改正に伴い、７月１日より町内公共施設敷地内を
２級
千葉県行政書士会長夷支部では、心配事をお持ちの方のた 身体障害者手帳を
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の
禁煙とします。
お持ちの方
障害が１級または３級
公共施設は子どもや高齢者など受動喫煙によって健康影響 めの無料相談会を実施します。
○免疫、肝臓の障害が１級から３級
を受ける方が多く利用する場所でもあるため、この禁煙により受 【日時】６月１６日（日） １０：００～１４：００
○両下肢または体幹の障害が特別項症から第２項症
【場所】公民館 ２階 視聴覚室
動喫煙にさらされることのない安全な施設環境を実現します。
戦傷病者手帳を
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の
お持ちの方
【相談内容】・相続手続きと遺言書作成
障害が特別項症から第３項症
～望まない受動喫煙の防止は
・農地法・宅地開発手続き
マナーからルールへと変わる～
介護保険被保険者証
○要介護状態区分が要介護５
・成年後見制度に関すること
をお持ちの方
【敷地内禁煙対象施設（既に敷地内禁煙施設を含む）】
・各種契約書と内容証明郵便の作成
役場庁舎、保健センター、おんじゅく認定子ども園、御宿
この制度を利用するには「郵便等投票証明書」の交付が必要
・法人設立に関すること
児童館、町内小中学校、旧御宿高校、公民館、歴史民俗
・建設業、風俗営業など各種許認可申請に関すること です。必要な方は御宿町選挙管理委員会までお問い合わせく
資料館、地域福祉センター、月の沙漠記念館、観光案内
ださい。
※予約は必要ありません。
所、御宿台公園テニス場、パークゴルフ場、町営プール、
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当
【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１
Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール・体育館・野球場含む）
行政書士 髙橋英彦 ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６
【問合せ】総務課 ＴＥＬ ６８－２５１１

社会福祉法人

千葉いのちの電話

第３２期電話ボランティア相談員を募集します

小中学校の空調設備設置工事が始まります

御宿中学校、御宿小学校、布施小学校の空調設備設置工事
【応募資格】
が始まります。
①年齢２０歳以上（平成３１年４月１日現在）
工事の予定期間は、令和元年１２月までです。
②資格・経験不問
工事期間中は、工事車両が出入りしますので、学校にお越し
③基礎研修講座第Ⅰ～Ⅳの各課程を原則全出席と宿泊研修
の際はご注意ください。安全確保に十分配慮しながら工事を進
に出席できること
めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
【研修期間】令和元年９月～令和３年２月
【問合せ】教育課 学校教育班 ＴＥＬ ６８－２５１４
【受講料】有料
【申込締切】７月３１日（水） ※当日消印有効
おしゃべりサロンを実施しています
【申込・問合せ】
精神障がいをお持ちの方のご家族を対象に、夷隅郡域精神障
社会福祉法人 千葉いのちの電話 事務局
がい者家族会(やよい会)では、同じ経験や課題を抱えている家族
（月～金 ９：００～１７：００）
が交流を通じて学びあう“おしゃべりサロン”を実施しています。
〒２６０－００２２ 千葉市中央区本町３－１－１６ＣＩＤビル
「お医者様はどこがいい？」「福祉サービスは何が使えるのだ
ＴＥＬ ０４３－２２２－４４１６ ホームページ千葉いのちの電話
ろう？」など身近な情報も共有できます。今年度は以下のとおり
セミナー「エビ・カニから見た外房地域の河川」 開催しますので、お気軽にご参加ください。
を開催します 【日時】毎月第２木曜日 １３：３０～１６：００
身近な存在でありながら、目にする機会がそれほど多くない
【場所】御宿町地域福祉センター内「相談室」
淡水性のエビ・カニ達。海に生息する種類と比べると地味な存
【問合せ】夷隅郡域精神障がい者家族会
在ですが、実は奥深い生活を送っています。
ＴＥＬ ６２－６８３０ (事務局：岬やよい会)
当日は生きた個体を会場に持ち込み、観察しながら、エビ・カ
介護予防教室 巡回型元気いきいき教室
ニから見た外房地域の河川について、長年にわたって調査を
（実谷・久保地区）を開催します
実施してきた水産学博士の三次充和講師より説明をします。
町では、要介護状態にならないために、各区の集会所で軽い
【日時】６月１７日（月） １８：００～１９：００
※先着１５名（中学生以上）
運動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
【場所】交流スペース サイカス（御宿台）
施します。ご近所の方お誘い合わせのうえ、皆さんのご参加をお
【申込・問合せ】
待ちしています。
参加をご希望の方は以下までご連絡ください。
【日時・場所】７月１日（月） １３：３０～１５：００ 実谷区民館
御宿町地域おこし協力隊 三次（ミツギ）
７月８日（月） １３：３０～１５：００ 久保区民館
E-mail info@cycas-house.com ＴＥＬ ０５０－５３２８－３９０９
※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。
地域おこし協力隊の有害鳥獣相談室の
※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。
終了について 【対象】町内在住の方
昨年１０月より行っておりました地域おこし協力隊による有害 【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
鳥獣相談室については、６月１日をもって有害鳥獣対策担当が
※動きやすい服装でお越しください。
異動したことにより終了します。
【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等
なお、今後については、鳥獣による農地や農作物被害は産 ※今回、実谷地区では、三育学院大学の看護学生が実習の一環
業観光課農林水産班、家屋や生活被害は建設環境課環境整
として、健康に過ごすための運動を行います。学生も地域住民
備班へご相談ください。
にお会い出来ることを楽しみにしており、楽しい教室となるよう
【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３
企画しています。学生と一緒に健康な体を目指しましょう。
建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

平成３１年度毒物劇物取扱者試験を実施します
【試験の種類】
（1）一般毒物劇物取扱者試験
（2）農業用品目毒物劇物取扱者試験
（3）特定品目毒物劇物取扱者試験
【試験の期日及び場所（各試験共通）】
期

日

時

間

場

所

集合時刻 １３：００
敬愛大学 稲毛キャンパス
８月８日（木） 試験開始時刻 １３：３０
（千葉市稲毛区穴川１－５－２１）
試験終了時刻 １５：３０

【願書受付日程】
※本年度より受付は郵送のみとなります。
受付日程
郵送
受付

郵送先

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１
６月１７日（月）～
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛
６月２８日（金）まで なお、簡易書留郵便によるものとし、表に
※当日消印有効
「毒物劇物取扱者試験願書在中」と朱書き
して送付してください。

詳細は以下にお問い合わせください。
【問合せ】千葉県健康福祉部薬務課 ＴＥＬ ０４３－２２３－２６１８
～観光・産業団体等の観光地域づくりを支援～

観光振興推進事業補助金の
対象事業を募集します

町では、町内の観光・産業団体等（観光協会や商工会、旅館
等を営む法人・個人など）が実施する観光振興推進事業に対し
補助制度を設け、地域活性化と交流人口の増加につながる観
光地域づくりを推進します。
ついては、以下のとおり補助金交付申請の受付を行いますの
で、交付申請書を７月１６日（火）までに産業観光課商工観光班
（４階①窓口）へ提出してください。
【補助対象事業】
（１）地域特産物活用事業
（２）ビーチスポーツ振興事業
（１００/１００以内
（３）観光振興・地域活性化事業
：１００万円限度）
（４）おもてなし向上事業
（５）宿泊経営・基盤強化事業
（１/２以内：２０万円限度）
詳細は、御宿町観光振興推進事業補助金交付要綱をご覧く
ださい。
※申請書は町ホームページからダウンロードできるほか、産業
観光課商工観光班（４階①窓口）に設置しています。
【申込・問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３

