臨時職員を募集します

おんじゅく

≪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)
発行日 令和元年１０月１０日 ＮＯ．７７８
【応募要件】年齢不問、普通自動車運転免許を有する方
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２
(ＡＴ限定可)
http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku
【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２４日（木）までに総務課行政班（４階③窓
後期高齢者医療保険料の納期について
口）へ提出してください。※郵送可（締切日必着）
後期高齢者医療保険料
第４期
第５期
【面接日時】１０月２８日（月） 詳細は後日連絡します。
(普通徴収)
１０月３１日(木） １２月２日（月）
【申込・問合せ】〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。
御宿町役場 総務課 行政班
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
ＴＥＬ ６８－２５１１
ださい。
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
１０月２２日（火）は即位礼正殿の儀が

高校生以下の年齢に相当するお子さんのインフルエンザ予
防接種費用の一部を助成します。
【対象者】
御宿町に住民登録のある、平成１３年４月２日以降に生まれた方
※ただし高校生の年齢相当は就職していない方に限る。
【助成範囲】１０月１日～１２月３１日の間に接種したインフルエン
ザ予防接種費用
【助成額】1 回につき上限 ２,０００円
【助成回数】小学生以下：２回 中・高校生：１回
【助成の方法】申請に基づく償還払い
※申請期間は医療機関に予防接種費用を支払った日から起算
して２年以内です。
【申請書類等】
①接種医療機関発行の領収書
②母子手帳・接種済証等の接種したことが確認できる書類
資料館の企画展を開催しています
（領収書で確認できる場合は不要）
歴史民俗資料館では、企画展「ふるさとの方言と民話展」を ③高校生以上の場合は就職していないことが確認できる書類
開催しています。
（学生証等）
古くから御宿町にある民話や方言を展示しています。ぜひお ④保護者名義の振込口座がわかるもの
誘い合わせのうえご来館ください。
⑤印鑑
【申請受付・問合せ】保健福祉課 保健事業班
【展示期間】令和２年１月５日（日）まで ９：００～１７：００
ＴＥＬ ６８－６７１７
【休館日】月曜日、祝日、年末年始
※祝日が月曜日の場合は、翌日火曜日も休館
行政書士による無料相談会を実施します
【問合せ】歴史民俗資料館 ＴＥＬ ６８－４３１１
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。
Ｂ＆Ｇ体育館・町営野球場
春季臨時予約受付について 【日時】１０月２０日（日） １０：００～１６：００
【場所】
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
○御宿会場 …御宿町公民館
受け付けます。
○茂原会場 …茂原ショッピングプラザ アスモ
【貸出期間】令和元年２月１日（土）～令和２年３月３１日（火）
○いすみ会場…いすみ市岬公民館
※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 ○大多喜会場…おおたきショッピングプラザ オリブ
で、ご了承ください。
【相談内容】・相続手続きと遺言書作成
【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
・農地法・宅地開発手続き
※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。
・成年後見制度
【申込期間】
・各種契約書と内容証明郵便の作成
１０月１０日（木）～１０月３０日（水）１６：００まで
・法人設立に関すること
※利用日が重なった場合は抽選になります。
・在留資格など国際業務に関するもの
【抽選日時】１０月３１日（木） １３：００
・建設業など各種許認可申請に関すること
【抽選場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター
※予約は必要ありません。
【問合せ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 支部長
今関雄一 ＴＥＬ ０４７５－４３－０２０２

お知らせ版

行われる日のため休日となります

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日と
する法律の施行に伴い、即位礼正殿の儀が行われる日の１０月
２２日（火）は休日となります。
公共施設等の休業日は以下のとおりとなります。
施 設 名
御宿町役場
御宿町公民館
歴史民俗資料館
地域福祉センター
清掃センター

休 業 日

休業日となります。

おんじゅく認定こども園・
子育て支援センター
御宿児童館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
御宿町営野球場
旧岩和田小学校体育館
通常営業となります。
詳細は各施設にご確認ください。
月の沙漠記念館
御宿台公園テニス場
御宿パークゴルフガーデン

・エビアミー号は、通常運行です。
・御宿駅前観光案内所の観光案内業務は営業します。
・戸籍・住民票等の発行は休業日のため行いません。なお、戸
籍の届出（死亡・出生・婚姻・離婚等）は休業日でも役場で受
け付けます。
【問合せ】総務課 ＴＥＬ ６８－２５１１

児童インフルエンザ予防接種費用の
助成について

狩猟期間が始まります
狩猟期間は令和元年１１月１５日（金）から令和２年２月１５日
（土）までです。
狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。
野外で活動する場合は、目立つ服装を着用し、ラジオ等を携
帯するなど、事故防止の対策を行いましょう。
【問合せ】産業観光課 農林水産班 TEL ６８－２５１３

千葉県最低賃金改正のお知らせ

介護予防教室

巡回型元気いきいき教室
（上布施・実谷地区）を開催します

千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイ
ト等を含む）とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」（地
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
域別最低賃金）が改正されました。
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
令和元年１０月１日から
待ちしています。
時間額 ９２３ 円
【日時・場所】１１月７日（木） １３：３０～１５：００
(従来の８９５円から２８円引上げ)
上布施コミュニティ消防センター
月の沙漠記念館企画展
最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部
１１月１１日（月） １３：３０～１５：００ 実谷区民館
「ラファエル ゲレロ展」を開催します
賃金室又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
※他の地区は開催日が近くなりましたらお知らせします。
メキシコ記念塔のモニュメント「抱擁」の作者、メキシコ彫刻界
【問合せ】千葉労働局労働基準部賃金室
※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。
の巨匠「ラファエル ゲレロ」氏の彫刻作品３１点を展示します。
ＴＥＬ ０４３－２２１－２３２８
※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。
大きな自然石から作り出す彫刻作品の美しさとエネルギーを
茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１
【対象】町内在住の方
ぜひ体感してください。
【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）
【期間】１０月２９日（火）まで ９：００～１７：００
ご存知ですか？労働委員会
※動きやすい服装でお越しください。
※休館日：水曜日及び祝日の翌日
～個別的労使紛争のあっせん～ 【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等
【入館料】大人４００円 高大生３００円 小中生２００円
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じ 【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
※特別展につき、１０月中の土曜日は、町内の小・中・高校生及
た解雇・パワハラ・労働条件の不利益変更などの労働関係のト
び引率者は無料で観覧できます。学生証など本人確認でき
ラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩 生ゴミの肥料化、減量化のための容器等
るものをお持ちください。
み寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせ
購入・作製に対して補助を行っています
【問合せ】月の沙漠記念館 ＴＥＬ ６８－６３８９
ん」を行っています。
町では、土地土壌の活性化及び生ゴミの減量化を図るため、
あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請できま
令和元年度第３四半期の粗大ごみ
生ゴミの肥料化、減量化に係る容器等購入費・作製費の一部を
戸別収集について す。あっせんを希望される方は、お気軽にお問い合わせください。 補助しています。
【問合せ・申請先】
実施予定日 １０月２４日（木）
１１月２８日（木）
１２月２６日（木）
容器等の種類
補助対象等
千葉県労働委員会事務局（千葉県庁舎７階）
申込締切
１０月１５日（火）
１１月１５日（金）
１２月１３日（金）
容器購入１個あたりの代金の２分の１以内とし、３，０００円を
ＴＥＬ ０４３－２２３－３７３５
コンポスト
限度とする。
【申込方法】
一世帯につき２個まで。
用紙に住所、氏名、電話番号、品目を明記のうえ、FAX・持 いすみ医療センター健康屋台を開催します
いすみ医療センターで健康屋台（健康相談会）を開催します。 手作りコンポスト 容器作製経費の２分の１以内とし、１０，０００円を限度とする。
参・郵送（ハガキ可）いずれかの方法により、清掃センター（持参
一世帯につき１個まで。
【日時】１０月２６日（土） １３：００～１５：００
する場合は役場建設環境課でも可）まで提出してください。
購入代金の２分の１以内とし、３０，０００円を限度とする。
【場所】いすみ医療センター
※書式は問いません。
生ゴミ処理機
一世帯につき１基まで。
【内容】○健康講話「知ってる？ホルモンの秘密とロコモ話題」
※収集するものは１回の申込みで５点までです。
講師：千葉大学医学部 田中 知明 教授
【実施の連絡】
【申請方法】
○健康座談会（いすみ医療センター内施設見学有）
申込締切後、時間を調整し、申込者に電話で連絡します。
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
「医療センター・千葉大学の専門医と語ろう！」
【処理料金(手数料)】
整備班（３階⑤窓口）へ提出してください。申込先着順に受付を
○健康測定、健康相談
１ｋｇ当たり９０円。積み込みの際に計量を行い、その場で料金を
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
骨密度測定、血管年齢測定、血糖測定、ロコモチェッ 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
頂きます。また、家電４品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗
ク、転倒防止体操、看護師・保健師による健康相談
濯機、衣類乾燥機)は、郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル
からもダウンロードできます。
【費用】無料
券を用意した物のみ収集が可能となり、別途に指定引取場所までの
※補助を受けるには購入前に申請が必要です。詳細は、建設
【定員】先着５０名（事前申込制）
運搬料(１ｋｇ当たり３円)を頂きます。
環境課環境整備班へお問い合わせください。
※参加されたことのない方が対象
【申込書提出先・問合せ】
【申込・問合せ】建設環境課 環境整備班
【申込・問合せ】いすみ医療センター ＴＥＬ ０４７０－８６－２３１１
清掃センター 〒２９９－５１０２ 御宿町久保１０４１
ＴＥＬ ６８－６６９４
Ｅメール：isumi-ic@kuniyoshi-hp.jp
ＴＥＬ・ＦＡＸ ６８－４６１３

