臨時職員を募集します

おんじゅく

≪（１）保育士 募集人数１名≫
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での保育業務
【勤務期間】８：３０～１６：３０ 月１８日程度(休日 日曜日・祝日ほか１日)
【応募要件】保育士資格を有する方
≪（２）公民館夜間施設管理 募集人数１名≫
発行日 令和元年９月１０日 ＮＯ．７７６
【勤務内容】公民館での夜間施設管理 ※令和元年１０月より勤務
【勤務期間】１７：１０～２１：１０ 週２日程度勤務（木曜日・金曜日）
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
【応募要件】年齢不問
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku
≪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、
介護予防教室 巡回型元気いきいき教室
９月２４日（火）までに総務課行政班（４階③窓口）へ提出
（高山田・御宿台地区）を開催します
してください。※郵送可（締切日必着）
【面接日時】９月２６日（木） 時間は後日連絡します。
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
【応募・問合せ】〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
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
御宿町役場 総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１
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】１０月４日（金） １３：３０～１５：００ 高山田公民館
秋の全国交通安全運動を実施します
１０月７日（月） １３：３０～１５：００ 御宿台集会所
次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守 ※他の地区は開催日が近くなりましたらお知らせします。
ることが重要です。また、高齢運転者による重大交通事故が発生して
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
います。
※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。
秋口は、日没の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間には、重大
【対象】町内在住の方
事故につながるおそれのある歩行中・自転車乗用中の交通事故の増
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
加が懸念されることから、この時期に、広く県民に交通安全思想の普
※動きやすい服装でお越しください。
及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
※御宿台集会所については、上履きをご持参ください。
慣付けていただくことにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に
【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌
等
実施します。
【問合せ】保健福祉課
福祉介護班
ＴＥＬ
６８－６７１６
【期間】９月２１日（土）～９月３０日（月）
【スローガン】～身につける 夜道のお守り 反射材～
お知らせ版の発行方法について
【運動の重点目標】
様々な行政情報をお知らせする「お知らせ版」は、毎月１０日と２５
１．子供と高齢者の安全な通行の確保
日に発行しています。（土日・祝日の場合は直前の開庁日）
２．高齢運転者の交通事故防止
１０日発行分はＢ４の用紙でお届けし、２５日発行分は広報御宿へ
３．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
４．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 掲載しています。
【問合せ】企画財政課 企画係 ＴＥＬ ６８－２５１２
５．飲酒運転の根絶
【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１

お知らせ版

大腸がん検診・胸部検診を実施します
大腸がん（便潜血反応検査）検診と胸部（結核・肺がん）検診を実
施します。
過去３年以内に検診を受けた方及び事前にお申し込みをされた
方には、９月中旬に「受診票」をお送りします。「受診票」が届かない
方で検診をご希望の方は、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。
○大腸がん検診・胸部検診共通
【対象者】
４０歳以上の方（昭和５４年１２月３１日までに生まれた方）
※以前同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察をされている方
は、医師の指示を確認のうえ、受診してください。
【日時・会場】
期

日

会 場
上布施コミュニティ
消防センター
９月３０日（月）
町保健センター
１０月１日（火）
１０月２日（水）

御宿台集会所
岩和田青年館

１０月３日（木）
公民館
１０月４日（金）
１０月５日（土）

受付時間
９：００～１１：００
１３：００～１５：００
９：００～１１：００
１３：００～１５：００
９：００～１１：００
１３：００～１５：００
９：００～１１：００
１３：００～１５：００
９：００～１１：００
１３：００～１５：００
９：００～１１：００

対象地区
上布施・
実谷・七本
高山田・御宿台
御宿台
岩和田
新町
六軒町
浜
久保
須賀
地区指定なし

※対象地区の会場で検診を受けられない場合は、他の会場でも受け
られます。なお、大腸がん検診については以下の日程でも回収を
行います。
期 日
受付時間
場 所
１０月７日（月）
９：００～１２：００、 役場３階
～１０日（木） １３：００～１６：００ 保健福祉課

権利擁護シンポジウム（各種機関の役割）を
開催します

○大腸がん検診（便潜血反応検査）
【持ち物】①受診票（質問事項について記入してください。）
里親制度説明会を開催します
②検体（採便容器） ２日分
里親制度を多くの方に知っていただくため、里親制度説明会を開
町では権利擁護における理解と普及啓発の取組として司法書士及
③検診費用５００円 当日受付時に徴収します。
催します。里親になりたい、里親について知りたいと思っている方は、
び社会福祉士を講師にお招きし、成年後見制度や権利擁護におけ ※今年度受けない方は、受診票と容器（未開封）を保健福祉課保健
参加をお待ちしております。お気軽にご参加ください。
る各種機関の役割について、講演会を開催します。
事業班（３階②窓口）へ返却してください。
【日時】９月２９日（日） １０：００～１２：００
【日時・場所】１０月９日（水） １４：００～１６：００ 公民館 大ホール
【場所】大原文化センター ２階 会議室
○胸部（結核・肺がん）検診（レントゲン検査）
【内容】・杉田大介（司法書士） 「成年後見制度等について」
（いすみ市大原７８３８）
【持ち物】受診票（質問事項について記入してください。）
・鉢金みゆき（社会福祉士）
【内容】里親制度の説明 （個別相談も可能です。）
※レントゲン検査は無料です。
「介護保険施設及び介護支援専門員の役割」
現役里親さんの体験談
【注意】妊娠中の方は受診できません。
・おんじゅく地域包括支援センター
【費用】無料
「行政及び地域包括支援センターの役割」についての講演
※問診により対象となる方は、喀痰検査のみ、検体提出の際に、検診
参加をご希望される方は以下までご連絡ください。（当日参加も可
【定員】１００名
※参加費無料
費用１，０００円が必要です。
能です。）
【申込方法】１０月７日（月）までに保健福祉課福祉介護班（２階②窓
【問合せ】いすみ市役所 福祉課 子育て支援室
※検診期間中の会場では、喀痰検査の検体回収は実施しませんの
口）までご連絡ください。
ＴＥＬ ０４７０－６０－１１２０（福祉課直通）
で、ご注意ください。
【申込・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
【申込・問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７
か く た ん

犬のしつけ方教室を開催します

後期高齢者医療保険料の納期について

千葉県動物愛護センターでは、犬のしつけ方教室を開催します。
≪基礎講座≫※飼い犬は同伴できません。
【日時】１０月３日（木）、１１月６日（水）、１２月５日（木）
受付 ９：３０～１０：００、受講時間 １０：００～１２：００
【受講料】無料
【募集人数】先着２０名（事前予約制）
≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。
【日時】１０月３日（木）、１１月６日（水）、１２月１日（日）
受付 １２：３０～１３：００、受講時間 １３：００～１５：００
【受講料】３，０００円（消費税別）
【募集人数】３組以上１０組まで（事前予約制）
※実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催します。
【問合せ】（公財）千葉県動物保護管理協会
ＴＥＬ ０４３－２１４－７８１４
≪パピークラス≫※飼い犬（生後６カ月くらいまで）と同伴です。
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び、模範的飼い主を目指します。
【日時】１０月１６日（水）、１１月２０日（水）、１２月１８日（水）
※講習日程は調整可能です。（要相談）
１０：００～１２：００
【受講料】無料
【場所・問合せ】千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料７０９－１
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１
※実技講座については問い合わせ先が（公財）千葉県動物保護管理
協会になります。

後期高齢者医療保険料
第３期
第４期
(普通徴収)
９月３０日(月） １０月３１日（木）
※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

県税の会計室窓口での納付状況
（８月３１日現在）
日頃から、自動車税をはじめ、県税の会計室での納付にご協力いた
だきありがとうございます。県税を納付の際は、引き続き会計室（３階⑥
窓口）をご利用くださいますようお願いします。
８月３１日現在の会計室窓口での県税取扱状況は、次のとおりです。
【取扱件数・納付額】 ４９９件 １８，５１２，８００円
【県からの取扱費交付見込額】
３７０，２５６円
【会計室で納付できる主な県税】
自動車税、自動車取得税、不動産取得税、法人県民税、
法人事業税、個人事業税
【県税の問合せ】
・千葉県自動車税事務所（自動車税・自動車取得税のみ）
ＴＥＬ ０４３－２４３－２７２１
・茂原県税事務所 ＴＥＬ ０４７５－２２－１７２１
【問合せ】会計室 ＴＥＬ ６８－６６９１

『御宿町プレミアム付商品券購入引換券』
交付申請の出張受付を行います
以下のとおり、『御宿町プレミアム付商品券購入引換券』交付申請の
出張受付を行います。
受付日
１０月１５日（火）

１０月１６日（水）

１０月１７日（木）

１０月１８日（金）

受付時間
１０：００～１１：００
１３：００～１４：００
１４：３０～１５：３０
１０：００～１１：００
１３：００～１４：００
１４：３０～１５：３０
１３：００～１４：００
１４：３０～１５：３０

地区
実谷･七本
高山田
久 保
新 町
六軒町
岩和田
御宿台
浜

１３：００～１４：００

上布施

１４：３０～１５：３０

須 賀

受付場所
実谷区民館
高山田公民館
久保区民館
新町会館
六軒町青年館
岩和田青年館
御宿台集会所
浜青年館
上布施コミュニティ
消防センター
須賀区民館

【持ち物】
○『御宿町プレミアム付商品券購入引換券交付申請書』
○申請する方の印鑑
○対象者全員の本人確認書類
例：運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・介護保険証・年金
通知・学生証・官公庁や公共料金の通知など
※氏名と住所が載っているものをお持ちください。
【問合せ】保健福祉課 プレミアム付商品券窓口 ＴＥＬ ６２－６１０１
保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
第 6５回御宿町敬老会を開催します
●プレミアム付商品券取扱店を募集しています。
当日は、地元ボランティアの演芸等を予定しています。７０歳以上
お申し込み・問合せについては以下へご連絡ください。
犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を
【問合せ】商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８
の皆さんは、お誘い合わせのうえご参加ください。
開催します
【日時・場所】１０月１１日（金） 公民館
軽自動車税税制改正について
千葉県動物愛護センターでは、犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの
受付 １０：４０～、式典 １１：３０～、演芸 １２：２０～
会を開催します。
令和元年９月３０日をもって自動車取得税が廃止され、軽自動車税
※式典からご参加の方には、飲み物と軽食を用意しています。
において、「環境性能割」が創設されます。令和元年１０月１日以後の
≪一般譲渡会≫（直接予約時間にお越しください・無料）
※当日は以下のとおり送迎バスを運行しますのでご利用ください。
自動車及び軽自動車の取得に対して適用され税率は、燃費性能等
動物愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。
【敬老会送迎バス時刻表】
に応じて決定されます。
譲渡の条件についてはホームページ等で事前にご確認ください。
御宿台・七本・実谷方面
上布施・高山田方面
※新車、中古車を問わず取得された車両（取得価格が５０万円を超え
【日時】１０月１２日（土）、１０月３１日（木）、１１月１４日（木）、
西武プロパティーズ
新久井青年館
10:20
10:10
る車両）に課税され、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。
１２月１９日（木）
御宿台営業所
立山公民館倉庫下
10:25
【環境性能割の税率（自家用乗用車）】
受付 ９：００～９：３０、開催時間 ９：３０～１２：００
七本集会所
10:15 上布施コミュニティ
10:30
軽自動車（三輪以上）の車種区分
税率（％）
※受付時間に遅れると参加できません。
旧実谷上バス停
10:20 消防センター
電気自動車等
≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料）
実谷浄水場
10:25 新宿井上鉄工所前
10:33
★★★★かつ２０２０年度燃費基準＋２０％達成車
非課税
犬猫の欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの場です。
旧吉野商店前
10:30 高山田消防庫
10:38
★★★★かつ２０２０年度燃費基準＋１０％達成車
【日時】１０月５日（土）、１１月２日（土）、１２月１日（日） ９：３０～１１：００
旧石ヶ原バス停
10:35 公民館（会場）
10:45
★★★★かつ２０２０年度燃費基準達成車
1.0%
西琳寺前
10:40
浜方面
(犬猫の欲しい方
受付 ９：００～９：３０)
上記以外の車
2.0%
公民館（会場）
10:45 漁協御宿支所
11:00
(犬猫をあげたい方 受付 ９：３０～１０：００)
岩和田・六軒町方面
公民館（会場）
11:10
※受付時間に遅れると参加できません。
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年１０月１日から令和２
岩和田消防庫
11:00
≪共通事項≫
年９月３０日までの間に自家用の軽自動車（中古車を含む）を取得
※送りのバスは、敬老会
魚秀前
11:05
【場所・問合せ】
する場合、環境性能割の税率が１％軽減されます。
終了後随時運行します。
公民館（会場）
11:10
千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料７０９－１
【問合せ】千葉県 総務部 市町村課 税政班
【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１
ＴＥＬ ０４３－２２３－２１３４

