
会計年度任用職員を募集します 
【勤務内容】税務住民課住民班 窓口業務補助 

【勤務期間】７月１０日（金）～３月３１日（水） 

９：００～１５：００ 原則週休２日 

【応募要件】パソコン操作のできる方（Excel、Word） 

【応募方法】 

令和２年度会計年度任用職員応募申込書に必要事項を記

入のうえ、写真を貼付し、６月３０日（火）までに総務課行政班（４

階③窓口）へ直接又は郵送（締切日必着）で提出してください。 

※応募申込書は総務課窓口又は町ホームページでダウンロー

ドできます。郵送を希望する方は、１２０円切手を貼った返信

用封筒（角２A４サイズ）を同封し、『御宿町会計年度任用職員

応募申込書希望』と明記して総務課まで送付してください。 

【面接日程】７月６日（月） 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 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
７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。 

※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合 

は中止となります。 

 

 

 

 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

特定外来生物オオキンケイギクの 
取扱いにご注意ください  

５月から７月にかけて黄色いコスモスのような花を咲かせるオ

オキンケイギクが繁殖します。 

オオキンケイギクは、旺盛な繁殖力や他の植物の成長を妨げ

る物質を出すことから特定外来生物に指定されています。庭や

空き地などで見かけたら、多年草のため根ごと抜取り燃えるゴミ

に出して処分してください。 

また、オオハンゴンソウ（７月から９月に咲く）などの他の特定

外来種についても同じように処分してください。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
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新型コロナウイルス感染症の影響により 
町税の納付が困難な方へ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などの収入に
相当の減少があり、一時の納税が困難な方については、申請に
より、１年間町税の納税を猶予される特例制度があります。（無
担保・延滞金なし） 
【対象となる方】 
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の

任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べ
て概ね２０％以上減少していること 

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること 
※詳細は、税務住民課税務班（３階⑦窓口）までお問い合わせ

ください。 
【問合せ】税務住民課 税務班 ＴＥＬ ６８－６６９２ 

国民年金保険料の免除について 
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している
方は、保険料の免除等ができます。 
【対象者】次のいずれにも該当する方 
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響に

より収入が減少したこと 
②国民年金保険料の免除等に該当する基準まで所得低下が

見込まれること 
【対象期間】令和２年２月以降の保険料 

（令和２年７月分以降は改めて申請が必要です） 
【問合せ】年金加入者ダイヤル ＴＥＬ ０５７０－００３－００４ 
      税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

各種保険料（税）の減免又は 
徴収の猶予について  

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす
方は、各種保険料（税）が減免又は徴収の猶予となります。 
【全額免除の方】 

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡
し、又は重篤な疾病を負った世帯の方 
【保険料の一部減額の方】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の
収入が前年度に比べ３０％以上の減少が見込まれる世帯 

各種保険料（税）の減免又は徴収の猶予の対象になるかに
ついては、以下までお問い合わせください。 
【問合せ】・国民健康保険税について： 

税務住民課 税務班 ＴＥＬ ６８－６６９２ 
・後期高齢者医療保険料について： 
保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

・介護保険料について： 
保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

御宿町長選挙の日程について 
令和２年１２月２３日任期満了に伴う御宿町長選挙の日程をお

知らせします。 

【選挙期日】令和２年１２月１３日（日） 

【告示日】令和２年１２月８日（火） 

【基準日・登録日】 

令和２年１２月７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１４年１２月１４日以前に出生した方であること 

③令和２年９月７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９月７日までに転入届を提出されている

こと）され、引き続き３か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 

郵便等による不在者投票制度のお知らせ 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険被保険者

証をお持ちで以下に該当する方は、自宅などで郵便等による

不在者投票ができます。 

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

ください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

開催日 場　所 相談内容

７月　２日（木） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

７月２２日（水） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

身体障害者手帳を
お持ちの方

○両下肢、体幹または移動機能の障害が１級
   または２級
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または
   小腸の障害が１級または３級
○免疫、肝臓の障害が１級から３級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

○両下肢または体幹の障害が特別項症から
   第２項症
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
   小腸、肝臓の障害が特別項症から第３項症

介護保険被保険者証を
お持ちの方

○要介護状態区分が要介護５

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


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、土砂崩れ箇所

の落石対策工事のため、当面の間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いたします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】建設環境課 建設水道班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

犬・猫譲渡会を開催します 
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】７月１８日（土）、８月１３日（木）、９月２４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。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止の場合に

は、千葉県動物愛護センターのホームページ上に掲載いたし

ます。 

≪犬と猫との出会いの場≫（オンライン申請） 

県民の方が飼っている犬猫の新しい飼い主さんをさがしてい

ます。詳細を良くお読みになり申請してください。 

※マッチングは両者間でメールにて調整していただきます。 

URL https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/dogcat-meeting.html 

≪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 

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「甦る、昭和の生活展」を開催

しています。 

昭和の暮らし・生活道具・写真など懐かしさ溢れる見ごたえの

ある展示です。ぜひご来館ください。 

※ご来館の際には、マスクの着用など感染防止対策にご協力を

お願いいたします。 

【展示期間】 

１０月１８日（日）まで ９：００～１６：００ 

※閉館時間の変更にご注意ください。 

【休館日】月曜日、祝日、年末年始 

※祝日が月曜の場合は、翌日火曜日も休館 

【問合せ】歴史民俗資料館 ＴＥＬ ６８－４３１１ 

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】７月１６日（木）、８月６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】７月１６日（木）、８月６日（木） 

受付 １２：３０～１３：００、受講時間 １３：００～１５：００ 

【受講料】３，３００円（消費税込） 

【募集人数】３組以上１０組まで（事前予約制） 

【問合せ】（公財）千葉県動物保護管理協会  

ＴＥＬ ０４３－２１４－７８１４ 

※実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催します。 

≪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 

※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。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止の場合に

は、千葉県動物愛護センターのホームページ上に掲載いたし

ます。 

レジ袋有料化が 
２０２０年７月１日にスタートします 

７月１日（水）より、全国でレジ袋（プラスチック製買物袋）の有

料化が始まります。 

これは、普段何気なく受け取っているレジ袋が本当に必要か

を考えるきっかけとなることを目的としています。買い物のときは

エコバックを利用するなど、レジ袋削減にご協力ください。 

【レジ袋有料化に関する問合せ】 

・消費者向け TEL ０５７０－０８０１８０ 

・事業者向け TEL ０５７０－０００９３０ 

歯周病検診を実施します 
町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進する

ために、歯周病検診を実施します。 

【対象者】 

受診の前年度に４０歳、５０歳、６０歳及び７０歳に達した方 

・４０歳 昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日生まれの方 

・５０歳 昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日生まれの方 

・６０歳 昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日生まれの方 

・７０歳 昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日生まれの方 

※ただし、歯周病の治療中または歯が１本もない方を除く 

※対象者には個別に通知しています。 

なお、個別通知は５月１日現在の住民登録に基づき発送しま

すので、該当する方で５月１日以降に転入手続きをされた方

は、保健福祉課保健事業班（３階②窓口）にお申し出ください。  

【期間・回数】６月１日（月）から１１月３０日（月） 

実施期間中 １回 

【自己負担額】 

・４０歳、５０歳、６０歳の方…５００円 

・７０歳、対象者のうち生活保護受給者…無料 

※基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療などが必要

となった場合は別途料金がかかります。 

※実施期間外の受診や協力歯科医院以外での受診は全額自

己負担となります。 

【実施場所】夷隅郡市内協力歯科医院 

※事前予約が必要です。 

【持ち物】 

通知文、保険証、自己負担額 

※通知文を紛失した場合は、保健福祉課保健事業班（３階②窓

口）までご連絡ください。 

【申込・問合せ】 

保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/dogcat-meeting.html

