
 

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１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) 

【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、８月２３日（金）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】８月２９日（木） 詳細は後日連絡します。 

【申込・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 

国保国吉病院組合（いすみ医療センター） 
職員募集 

【試験職種・採用予定人数等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試験申込書配布場所及び提出先】いすみ医療センター 総務課 

【受付期限】８月２６日（月）から９月１３日（金）まで 

※土日を除く。郵送の場合は、締切日消印有効。 

【試験日程】第１次試験 １０月２０日（日） 

第２次試験 １１月中旬から下旬（予定） 

※詳細は、いすみ医療センターのホームページをご覧いただく

か、いすみ医療センター総務課までお問い合わせください。 

【問合せ】 

〒２９８－０１２３ 千葉県いすみ市苅谷１１７７ 

いすみ医療センター ２階 総務課 ＴＥＬ ０４７０-８６-２３１１ 

ＵＲＬ http://www.kuniyoshi-hp.jp/ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 令和元年８月９日  ＮＯ．７７４ 

御宿町プレミアム付商品券について 
１０月の消費税率引き上げに伴う負担軽減のため、プレミアム

付商品券を販売します。 
【購入対象】 
１．平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれたお

子さんのいる世帯の世帯主（以下子育て世帯という。） 
２．平成３１年１月１日現在で御宿町に住民登録されている方で、

平成３１年度分の町民税（均等割）が課税されていない方。 
※町民税（均等割）が課税されている方や基準日以前から生活

保護制度の被保護者となっている方等は対象となりません。 
【購入可能額】 

対象者１人につき５，０００円分商品券を１冊４，０００円で５冊
まで（対象者１人あたり最大２０，０００円で２５，０００円の買い物
ができます。） 
【取扱店舗】御宿町内でプレミアム付商品券取扱店として登録し

た店舗、事業所等 
【商品券の販売所】御宿郵便局・布施郵便局 
【販売期間】令和元年９月２５日（水）～令和２年１月３１日（金） 
【商品券の使用期限】 
令和元年１０月１日（火）～令和２年１月３１日（金） 
【申請について】 

購入対象１．の子育て世帯の対象者には「プレミアム付商品券
購入引換券」を９月下旬にお送りいたします。申請は必要ありま
せん。 

購入対象２．の町民税（均等割）が課税されていない方は、申
請が必要です。 
【申請場所】以下の必要書類をお持ちのうえ、保健福祉課（２階

②窓口）へお越しください。 
※１０月に各地区での出張受付を予定しています。９月１０日号

のお知らせ版でご確認ください。 
【申請期間】令和元年９月２日（月）～令和２年１月 1０日（金） 

※土日・祝日及び年末年始を除く。 
【申請に必要なもの】 
印鑑、本人確認書類（※１)、送付された通知および申請書(※２) 
(※1)本人確認書類は申請者と窓口に来られる方のものをお持

ちください。 
例：マイナンバーカード(写真あり)、運転免許証、パスポート、健

康保険証、年金手帳・年金証書、公的機関からの通知等
の写し 

(※2)申請書は非課税者分の対象となる可能性のある方に「御
宿町プレミアム付商品券事業についてのお知らせ」とともに
８月下旬に税務住民課からお送りします。 

※親族等に扶養されている方や未申告となっている方は申請
対象とならない場合があります。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 
ＴＥＬ ６２－６１０１・６８－６７１６ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/  Twitter  @KohoOnjuku 

後期高齢者医療保険料の納期について 
 

 

※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 

公民館文化体験プログラム（第１回） 

和菓子教室参加者募集 
 公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため様々

なプログラムを企画しています。今回は、和菓子教室を以下の

とおり実施しますので、ご希望の方はご参加ください。 

【日時】９月４日(水) １３：３０～１６：３０頃 

【費用】１,０００円 

【持ち物】エプロン、三角きん、マスク、ハンドタオル、筆記用

具、タッパー 

【申込方法】８月２８日(水)までに電話にて氏名、住所、年齢、電

話番号を公民館までお知らせください。※先着順 

【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

資料館の企画展を開催しています 
歴史民俗資料館では、企画展「岩瀬禎之・田邉隆 海女の写

真と漁具展」を開催しています。 

モノクロ・カラーの年代別写真と潜水器漁業に関する装備品

及び写真等、今までにない見ごたえある展示をしていますの

で、ぜひお誘い合わせのうえご来館ください。 

【展示期間】９月２２日（日）まで ９：００～１７：００ 

【休館日】月曜日、祝日 

※祝日が月曜日の場合は、その翌日 

【問合せ】歴史民俗資料館 ＴＥＬ ６８－４３１１ 

第２期 第３期

９月２日(月） ９月３０日（月）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

試験職種 人数 受験資格

一般行政職
（社会人経験者）

1名

　昭和５９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。
　令和２年３月末現在において、官公庁あるいは
民間企業等における職務経験が５年以上ある方
又は見込まれる方
　パソコン操作（Excel、Word、E-mail等）での業
務経験があり、文書作成、表計算、簡単な関数の
設定や利用等が可能な方

理学（又は作業）療法士 1名

　昭和５９年４月２日以降に生まれた方で理学療
法士又は作業療法士の資格免許を有する方、又
は令和２年春の国家試験により、資格免許取得
見込みの方

http://www.kuniyoshi-hp.jp/
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（浜・岩和田地区）を開催します 

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
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
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
待ちしています。 
【日時・場所】９月３日（火） １３：３０～１５：００ 浜青年館 

９月９日（月） １３：３０～１５：００ 岩和田青年館 
※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。 
※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。 
【対象】町内在住の方 
【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】軽い運動・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 

町身体障害者福祉会 
「日帰り旅行」の参加者を募集します  

町身体障害者福祉会に未入会で障害者手帳をお持ちの方
もぜひご参加ください。 
【日時】９月１９日（木） 須賀多目的広場 

７：００発 １８：３０着（予定） 
【内容】山梨県（ぶどう狩り、リニア見学センター） 

※車イスでも可 
【対象者】障害者手帳所持者 ※付き添いの方の参加も可 
【参加費】会員３，５００円 会員以外の方４，０００円 

※入園料・昼食代等を含む 
【申込締切り】９月６日（金） 
【申込み・問合せ】身体障害者福祉会事務局（社会福祉協議会内） 

ＴＥＬ ６８－６７２５ 

公開講座のお知らせ 
公民館では、城西国際大学との共催により『地域の観光の事

例紹介』をテーマに公開講座を開催します。入場料は無料で
す。ぜひご参加ください。 
【日時】 
○９月１４日(土) １４：００～１５：３０ 

「文化観光の活用と訪問者ニーズについて」 
○１０月１２日(土) １４：００～１５：３０ 

「訪問教育旅行の受入と促進」 
○１１月２日(土) １４：００～１５：３０  

「小さな拠点からの活性化」 
【場所】公民館  
【申込方法】電話にて氏名、住所、年齢、電話番号を公民館ま

でお知らせください。 
【申込み・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

各種手当を受給している方は 
現況届・所得状況届の提出が必要です 

下表の手当を受給中の方は、８月以降の手当の受給資格を
審査しますので、現況届・所得状況届等に必要書類を添えて保
健福祉課（２階②窓口）まで提出してください。 

期間内に提出がない場合は、８月以降の手当の受給が遅れ
る場合がありますのでご注意ください。 
※現在手当を受給中の方には、個別通知しています。 

 

 

 

 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

行政書士による無料相談会を実施します 
千葉県行政書士会長夷支部では、心配ごとをお持ちの方の

ための無料相談会を実施します。 
【日時】８月１８日（日） １０：００～１４：００ 
【場所】公民館 ２階 中会議室 
【相談内容】・相続手続きと遺言書作成 

・農地法・宅地開発手続き 
・成年後見制度に関すること 
・各種契約書と内容証明郵便の作成 
・法人設立に関すること 
・建設業、風俗営業など各種許認可申請に関すること 

※予約は必要ありません。 
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当 

行政書士 髙橋英彦 ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６ 

訂正とお詫び 
７月１０日に町内全戸配布しました、令和元年度わかりやすい

予算書の数値に記載誤りがありました。訂正してお詫びいたしま
す。 
○３ページ、「（１）各会計の予算規模」の合計欄の数値 

（誤）予算額 ６５億５，４２７万円  前年比 ４，９３８万円 
（正）予算額 ６５億１，５４７万円  前年比 ６，１２０万円 

○5 ページ、「一般会計の借入金残高と返済額」の「漁港や中山
間地域の整備」欄の数値 
（誤）令和元年度現在高見込額 １億３，８７８万円 
（正）令和元年度現在高見込額 １億３８８万円 

  広報御宿７月号（Ｎｏ.６８９）の１５ページ、慶弔欄の数字に記
載誤りがありました。訂正してお詫びいたします。 

（誤）出生１３ 死亡 ３ 
（正）出生 ３ 死亡 １３ 

【問合せ】企画財政課 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

  
消費税率の引き上げに伴う 

水道料金改定について 
消費税率が令和元年１０月１日から１０％（現行８％）へ引き上

げとなります。これに伴い、水道料金は、次のとおり消費税相当
分を改定します。 
【新税率適用日】令和元年１０月１日 
【適用対象】令和元年１０月の使用分から 
※１０月以降使用分の最初の検針から、適用となります。 
 
 
 
 

 

 

 

【問合せ】建設環境課 水道係 ＴＥＬ ６８－６６９３ 

「千葉県 道の相談室」 
～道についてのあらゆる相談は～ 

「道の相談室」は幅広く道に関する相談を受け付け、いただ
いたご意見、苦情などに速やかに対応するための窓口です。 

国や県、市町村などの道路の管轄を問わず、あらゆる道路に
ついての相談に対して、１回のお電話で受付が済むよう関係機
関と連携して対応します。 

また、お寄せいただいた相談などは整理、分析し、今後の道
路行政に生かしていきます。 

【問合せ】千葉県 道の相談室 TEL ０４３－２２３－４９７０
ヨ ク ナ レ

 

（土・日、祝日、年末年始を除く９：００～１７：００） 
FAX ０４３－２２７－０８０４ 

警察ふれあいフェスタ 2019 
～新しい時代へ！羽ばたけ！未来の警察官！～ 

楽しみながら警察の仕事を学べる体験型のイベントです。夏
休みの思い出に、自由研究の課題に、将来の夢に向けて、ご家
族でぜひお越しください。 
【日時】８月１７日（土）、１８日（日） １０：００～２０：００ 

※１８日は１８：００まで 
【会場】そごう千葉店６階催事場ほか（JR 千葉駅から徒歩１分） 
【内容】子ども警察官制服体験、パトカー乗車体験、鑑識体験、

警察犬訓練、音楽隊コンサートほか 
【問合せ】千葉県警察本部広報県民課  

ＴＥＬ ０４３－２０１－０１１０ 

※そごうへの問い合わせはご遠慮ください。 
警察ふれあいフェスタ 2019 千葉 検索 

新税率（１０％）を適用予定の検針月

令和元年９月３０日以前か
ら継続使用の場合

令和２年１月検針（経過措置による）
（令和元年１１月・１２月使用分）
※直前の１１月検針は、９月・１０月使用
   分が対象のため、現行税率８％が適
   用されます。

令和元年１０月１日以降に
使用を開始する場合

令和元年１１月検針
（令和元年１０月使用分）

手当の名称 提出期間 （※土日・祝日を除く。８：３０～１７：１５）

児童扶養手当 ８月３０日（金）まで

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

９月１１日（水）まで


