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【問合せ】総務課 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

『おんじゅく まちかど つるし雛めぐり』 
開催に伴うボランティアを募集します 

令和２年２月１５日から３月３日まで「おんじゅく まちかど つ
るし雛めぐり」を開催します。 

これに伴い来場者の方々の案内や、おもてなしを行うボラン
ティアの方を募集します。 
【日時】令和２年２月１５日（土）～３月３日（火） 
【時間】９：００～１６：００の交代制（１回あたり２時間程度） 

※多くの方のご協力が必要です。少しでも構わないので、お時
間の都合のつく方は是非ご協力をお願いします。 

【案内予定場所】 
月の沙漠記念館駐車場、須賀多目的広場、手づくりの蔵会場 
【申込方法】 

準備等の都合上、令和２年１月１５日（水）までにお申込みく
ださい。 
※日時、案内場所については受付時に相談させていただきます。 
【ボランティア説明会】１月下旬～２月上旬を予定 

【申込・問合せ】 
おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会事務局 
産業観光課 ＴＥＬ ６８－２５１３（担当 山口）  
商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８（平日９:００～１７：００） 

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１２月１０日  ＮＯ．７８２ 

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 

御宿町消防団出初式を開催します 
 消防団出初式を以下のとおり開催します。 

【日時】令和２年１月１２日（日） １０：００～１１：３０ 

※当日、朝７：００にサイレンを鳴らします。火災と間違えないよう

注意してください。 

【場所】公民館 大ホール 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

令和元年度犬及び猫の不妊手術 
補助金の申請受付は終了しました 

令和元年度犬及び猫の不妊手術補助金の申込額が予算額

に達しましたので、申請受付を終了しました。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

令和元年度第３回 

南房総広域水道企業団 職員募集 
【試験職種・採用予定人数等】 

 

 

詳細は、受験案内又は南房総広域水道企業団ホームページで

ご確認ください。 

【受付期間】令和２年１月６日（月）まで 必着 

※土日及び年末年始（１２月２８日（土）～令和２年１月５日（日））

を除く。 受付時間は８：３０～１７：１５ 

受験案内、試験申込書等は南房総広域水道企業団ホームペ

ージからダウンロードできます。 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 令和２年 1 月１９日（日） 

場所：南房総広域水道企業団 大多喜浄水場 会議室 

試験科目等については、受験案内でご確認ください。 

【申込・問合せ】 

南房総広域水道企業団 業務課 総務班   

〒２９８-０２２８ 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松５００ 

ＴＥＬ ０４７０－８２－５６５１ ＵＲＬ http://www.m-sui.jp/ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

『ひとつずつ いいね！で確認 火の用心』 

御宿町消防団歳末夜警を実施します 
住民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、防火意識の

高揚と災害への備えとして、歳末夜警を実施します。火災の発

生しやすい季節ですので、火の元には十分注意してください。 

【実施期間】１２月２５日（水）～３１日（火） ２０：００～ 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

メキシコ記念公園進入路の 
全面通行止めについて 

町道１０８９号線、メキシコ記念公園進入路は土砂崩れ

の為、復旧工事が完了するまで全面通行止めとなります。 

ご不便、ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
【問合せ】建設環境課 建設水道班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

 

試験職種 人数

機械初級 １名

第６期 第７期

１２月２５日（水） １月３１日（金）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

メ
キ
シ
コ
記
念
公
園 

岩和田漁港 

 

全面通行止 

歩行通行可 

土砂崩れ箇所 

施　設　名 休　業　日

御宿町役場
子育て支援センター

１２月２８日（土）～令和２年1月５日（日）

御宿町公民館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
歴史民俗資料館
御宿町営野球場
旧岩和田小学校体育館
御宿児童館
おんじゅく認定こども園
月の沙漠記念館

１２月２９日（日）～令和２年1月３日（金）

地域福祉センター １２月２９日（日）～令和２年1月４日（土）

御宿台公園テニス場
御宿パークゴルフガーデン

１２月３１日（火）、令和２年1月１日（水・祝）

１２月２８日（土）、１２月２９日（日）、１２月３１日（火）、
令和２年１月１日（水・祝）～１月３日（金）、１月５日（日）

※１２月３０日（月）及び令和２年１月４日（土）は、全区域
燃やせるごみの特別収集日です。清掃センターへの持ち
込みも可能です。（８：３０～１２：００、１３：００～１６：００）

いすみ市大原聖苑 令和２年１月１日（水・祝）～１月３日（金）

エビアミー号 １２月２９日（日）～令和２年１月３日（金）

御宿駅前観光案内所
観光案内業務は年末年始営業します。
※レンタルサイクルの貸し出しは１２月３１日（火）～令和
  ２年１月３日（金）は行いません。

清掃センター

http://www.m-sui.jp/
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


犬のしつけ方教室を開催します 
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】令和２年１月１７日（金）、２月１３日（木）、３月９日（月） 
    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組（事前予約制） 
≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。 

（事前に基礎講座の受講が必要です。） 
【日時】令和２年１月１７日（金）、２月９日（日）、３月９日（月） 

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】令和２年１月１５日（水）、２月１９日（水）、３月１８日（水） 

１０：００～１２：００ ※予約制 
※講習日程は調整可能です。（要相談） 

【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。 

犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を 
開催します 

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
しの会を開催します。 
≪一般譲渡会≫（直接受付時間にお越しください・無料） 

動物愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。 
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。 
【日時】令和２年１月１６日（木）、２月６日（木）、２月２２日（土）、 

３月１９日（木） 
受付 ９：００～９：３０、開催時間 ９：３０～１２：００ 

※受付時間に遅れると参加できません。 
≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料） 

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。 
【日時】令和２年１月１１日（土）、２月９日（日）、３月７日（土） 

９：３０～１１：００ 
(犬猫の欲しい方   受付 ９：００～９：３０) 
(犬猫をあげたい方  受付 ９：３０～１０：００) 

※受付時間に遅れると参加できません。 
≪共通事項≫ 
【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 

国民年金相談・手続きの際は予約を！ 
日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金

請求手続きについて「事前予約」を行っています。 

待ち時間の少ない予約相談をぜひご利用ください。 

〇予約相談希望日の１カ月前から前日まで受付できます。 

〇申込みの際には、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や

年金証書等）をご用意ください。 

【予約先】 

全国共通予約専門受付電話 ＴＥＬ ０５７０－０５－４８９０ 

千葉年金事務所 国民年金課 ＴＥＬ ０４３－２４２－６３２０ 

千葉年金事務所 茂原分室 ＴＥＬ ０４７５－２３－２５３０ 

「介護予防サポーター養成講座」の 
受講者を募集します 

町では各区の集会所等で高齢者を対象に簡単な運動や脳ト

レーニング等を行い、介護予防の普及と啓発活動を行う「介護

予防サポーター」を養成します。 

介護予防サポーターとしての活動の基礎知識を習得するた

めに以下の日程で養成講座を実施しますので、ぜひご参加くだ

さい。 

【日程】※時間が変更になる可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

【場所】町保健センター 

【対象】 

①町内に住所を有し、介護予防サポーター（無償）として高齢者

を対象とした介護予防活動に携わる意思のある方 

②自力で各区の集会所等へ行くことのできる方 

③介護予防サポーター養成講座の全日程を受講できる方 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具・動きやすい服

装でお越しください。 

【申込】令和２年１月１０日（金）までに保健福祉課福祉介護班（２

階②窓口）までにお申し込みください。 

※都合により全日程受講できない方、途中参加の方等、お気軽

にご相談ください。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

相談時間は、９：００から１２：００までです。 

 

 

 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

御宿町プレミアム付商品券について 
平成３１年度（令和元年度）の市町村民税が非課税の方で、

課税の親族等の扶養にも入っていない方を対象に、御宿町プ

レミアム付商品券事業を実施しています。町内でご利用いただ

ける５，０００円分の商品券を１冊４，０００円で、対象者１人につ

き５冊まで購入いただけます。（最大２０，０００円で２５，０００円の

買い物ができます。） 

購入引換券の申請は令和２年１月１０日（金）まで、商品券の

購入及び利用は令和２年１月３１日（金）までとなっております。 

申請及び商品券購入の際は、本人確認のできるもの（免許

証、保険証等）を必ずお持ちください。 

※詳細は、町ＨＰまたは８月９日号のお知らせ版をご覧ください。 

（町ＨＰ http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/8/3.html） 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 「プレミアム付商品券」窓口 

ＴＥＬ ６２－６１０１・６８－６７１６ 

令和元年 冬の交通安全運動を実施します 
年末は、日没が早まり、日の出も遅くなることから、夕暮れから

夜間、早朝における交通事故が増加する傾向があります。ま

た、忘年会などの飲酒の機会が増える時期でもあり、飲酒運転

による重大な交通事故の発生も懸念されます。 

 そこで、本運動は運動重点を定め、県民一人ひとりが交通ル

ールを遵守し、交通マナーを実践することにより、交通事故の防

止を図ります。 

【期間】１２月１０日（火）～１２月１９日（木） 

【スローガン】～夕暮れの 早めのライトで 防ぐ事故～ 

【運動重点】 

１．夕暮れ時や夜間・明け方における交通事故防止  

２．飲酒運転の根絶 

３．子供と高齢者の交通事故防止 

４．自転車の安全利用の推進 

（特に「ちばサイクルール」の周知徹底） 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

日　時 内　容

令和２年１月１７日（金）
１３：３０～１５：３０

介護保険制度、介護予防、
介護予防サポーターの活動について

令和２年１月２４日（金）
　９：００～１２：００

高齢者の口腔機能・運動機能の特徴、
口腔トレーニング・運動について（実技）

令和２年１月２７日（月）
１３：３０～１６：００

高齢者の栄養・レクリエーションについて
レクリエーション・脳トレーニング（実技）

開催日 場所 相談内容

令和２年１月　６日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

令和２年１月２２日（水） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/8/3.html

