
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。 
保険証について 
後期高齢者の被保険者証（保険証）を７月中旬に発送します

ので、８月１日（土）からは、新しい保険証を使用してください。    
なお、古い保険証は、役場又は公民館に返却してください。 

◎保険証の有効期間は、令和２年８月１日（土）から令和３年７
月３１日（土）です。 

◎保険証の色は、黄土色
お う ど い ろ

になり、形や大きさに変更はありません。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
８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。 
 
 
 

 

※来所の際はマスクをご着用ください。 
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。 
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠

慮ください。 
※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 

水稲病害虫防除を行います 
水稲病害虫防除を次のとおり行いますので、ご協力をお願い

いたします。 
【実施日】７月１６日（木） ５：００～１４：００（予定） 

※天候不良の場合は翌日順延 
（防災行政無線でお知らせします。） 

【注意】実施中はラジコンヘリ等へ近づかないでください。 
散布後の水田には１日程度は入らないでください。 
その他については、水稲病害虫一斉防除のチラシを参
照ください。 

※害虫駆除の効果を上げるため、お持ちの水田周辺の除草に
ご協力ください。また、水田以外の土地についても、草刈り等
の管理にご協力ください。 

【問合せ】御宿町航空防除事業協議会（産業観光課内） 
ＴＥＬ ６８－２５１３ 
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子宮がん検診を実施します 

 

 
 

※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から延期または
中止となることがあります。 

【場所】町保健センター 
【受付時間】 
 

（時間予約制） 

※全日程の午後に送迎バスを運行します。 
送迎バスの運行時刻・停車場所は通知文をご覧になるか、お
問い合わせください。 
なお、検診会場から送りの車は、ご利用の方の状況により随
時運行します。 

【持ち物】受診票、通知文、体調確認表、検診費用（１，０００円） 
【服装】スカートを着用してください。 

※マスクの着用をお願いします。 
【注意事項】   
〇新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、今年度は

時間予約制とさせていただきます。 
予約受付開始 ７月１６日（木） ９：００～ 

※予約受付開始日は電話がかかりにくくなることが予想されま
すので、ご了承ください。 

※ご希望の時間に予約できない場合もあります。調整にご協力
ください。 

○電話予約は、９：００～１６：００の間にお願いします。 
時間外及び土日祝日の電話予約は受付できません。 
予約の際には、住所、氏名、生年月日、電話番号をお知ら
せください。 

○次の病気で現在治療中の方は受診できません。医療機関で
の受診をお願いします。 ・カンジダ ・トリコモナス 
また、子宮を摘出された方は、かかりつけ医など医療機関で
の受診をお願いします。 

○検診時に採取した細胞で検査ができなかった場合、再度受
診をお願いすることがあります。 

○過去３年以内に受診された方や今年度初めて対象年齢とな
る方、検診希望のご連絡をいただいた方には、「受診票」を
送付します。受診票が届かない方で受診を希望される場合
は、予約電話の際に受診票をお持ちでない旨をお知らせく
ださい。 

【申込・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８-６７１７ 
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令和２年度御宿町敬老会を中止します 
例年開催しております御宿町敬老会について、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、今年度は中止します。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

～市町村交通災害共済の更新時期です～ 

各地区出張受付を行います 
現在交通災害共済に加入されている方は令和２年８月３１日

（月）で期間が満了となります。 

以下の日程で出張受付を行いますので、加入申込書に必要

事項を記入のうえ、会費を添えてお申込ください。 

年会費（令和２年９月１日（火）～令和３年８月３１日（火））は、

１人７００円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記載方法の分からない方は、受付当日に申込用紙をそのま

ま会場へお持ちください (印鑑は不要) 。 

※町内のこども園並びに小中学校の児童・生徒で、すでに集団

会員加入されている方は、申し込みの必要はありません。 

※出張受付以降は、総務課行政班（４階③窓口）、公民館にて

随時申込みを受け付けています。 

※来所の際は、マスクをご着用ください。 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

①　９：３０～１０：１５ ②１０：１５～１１：００

③１３：００～１３：４５ ④１３：４５～１４：１５

開催日 場　所 相談内容

８月　３日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

８月２１日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

第１期 第２期

７月３１日（金） ８月３１日（月）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

受付日 会　場 時　間

浜青年館
高山田区民館

須賀区民館
上布施コミュニティ消防センター

７月２８日（火）

新町会館
久保区民館

９：００～１０：００

１０：３０～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：３０～１５：３０

1６：００～１７：００

六軒町消防庫
浄水場

岩和田青年館
御宿台集会所

期　日 対　象

８月７日（金）

８月２９日（土）

　２０歳以上の女性
　（平成１２年１２月３１日までに生まれた方）
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御宿町役場 職員募集 
町では、令和３年度採用職員を募集します。詳細は、配布す

る受験案内でご確認ください。 
【試験職種・採用予定人数等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申込方法】 
「令和２年度 職員採用試験申込書」に必要事項を記入のう

え、所定の様式の志望動機を添えて、総務課（４階③窓口）へ
提出してください（郵送可）。 
試験申込書及び志望動機記入用紙は同課で配布します（配

布時間は土日祝日を除く８：３０～１７：１５）。 
郵送希望者は｢採用試験申込書希望｣と記入した封筒に、

１２０円切手を貼った返信用封筒(郵便番号､住所、氏名を明
記、角２Ａ４サイズ)を同封し、送付してください。 
【受付期間】７月２７日（月）から８月１１日（火） 締切日消印有効 

※土日祝日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 
【試験日時及び場所】 
〇１次試験 ９月２０日（日） 

受付時間 ９：００～９：３０ 試験開始 １０：００     
会場：役場２階会議室 

 

 

 
 
 

※知識より論理的思考等を重視する試験です。 
〇２次試験 １０月下旬を予定 (面接試験等を予定) 

詳細は、第１次試験合格者に別途通知します。 
【採用予定時期】 
採用試験の合格者は、原則として令和３年４月１日採用となり

ます。ただし、受験資格がないこと、試験申込書等提出書類の
記載事項が事実と異なる場合又は採用時に必要な書類が提出
できない場合は採用を取り消すことがあります。 
【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 ０４７０-６８-２５１１ 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 職員募集 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合では、令和３年４月１日付

採用の消防職員を募集します。 
【試験職種・採用予定人数等】 
 
 
 

身体基準等の受験要件があります。詳細は、組合のホームペ

ージをご覧いただくかお問い合わせください。 
【申込書配布場所】 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 事務局及び消防本部  

【受付期間】７月２７日（月）から８月１１日（火） 締切日消印有効 
※土日祝日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時】 
〇１次試験 ９月２０日（日）  
１次試験科目等：教養(択一式)試験、作文試験、消防適性検査 

【申込・問合せ】 
〒２９８－０１２４ 千葉県いすみ市弥正８８－１ 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局 
総務課 庶務係  ＴＥＬ ０４７０-８６-６６００ 

ＵＲＬ http://www.isumi-kouiki.com 

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。 

【受付期間】７月２７日（月）から８月１１日（火） 締切日消印有効 

※土日祝日を除く。受付時間は８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 

〇１次試験 ９月２０日（日） 

場所：南房総広域水道企業団 大多喜浄水場 

（夷隅郡大多喜町小谷松５００） 

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/ 

特別定額給付金の申請期限は 
８月１７日（月）までです  

現在町では、特別定額給付金の申請を受付けています。申

請期限は８月１７日（月）です。 ※当日消印有効 

申請がお済みでない方は、お早めに申請をしてください。 

※申請書には、世帯主氏名、生年月日、住所、電話番号及び

金融機関口座（世帯主の口座）をご記入ください。また、裏面

には本人確認書類（保険証、免許証等）及び金融機関口座

のコピーの貼付が必要です。 

※返信用封筒に入れる際は、記載漏れや、貼付漏れがないよう

確認してください。 

【問合せ】御宿町特別定額給付金室 ＴＥＬ ０４７０－６２－６１０８ 

御宿町中小企業再建支援金について 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の

事業継続や再開を支援するため、「千葉県中小企業再建支援

金」の給付を受けた町内中小企業者（会社・個人）に対して、一

律１０万円の支援金を交付します。 

【交付対象者】 

（１）千葉県中小企業再建支援金の給付を受けた町内に事業所

を有する中小企業者であること。 

※法人の場合は法人町民税納税義務者であること。 

個人の場合は個人町民税納税義務者であること。 

（２）御宿町感染症蔓延防止協力金の交付を受けていないこと。 

※御宿町感染症蔓延防止協力金の対象者であっても、御宿

町感染症蔓延防止協力金を受けていない場合は、御宿

町中小企業再建支援金の対象となります。 

【支援金額】１交付対象者につき１０万円 

【交付申請等】 

（１）御宿町中小企業再建支援金交付申請書兼請求書 

（２）千葉県中小企業再建支援金交付決定通知書の写し又は入

金が確認できる通帳の写し 

（３）誓約書 

（４）振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し 

（５）町税の納税証明書（過年度） 

※納税証明書は税務住民課税務班（３階⑦窓口）で発行してい

ます（交付申請書兼請求書を提示することにより手数料減免）。 

※申請に必要な書類は町ホームページからダウンロードする

か、産業観光課（４階①窓口）、御宿町観光協会、御宿町商工

会、御宿岩和田漁業協同組合に設置しています。  

【交付申請期限】１０月３０日（金）まで 

【申請・問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

試験職種 人数 受　　験　　資　　格

行政
（上級）

若干名
昭和６０年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。

行政（初級）
【身体障害者】

若干名

昭和５５年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。
【身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳
の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの
方で、通勤及び職務の執行に介助者を必要とせず、
活字印刷文の出題に対応できる方。】

試験職種 １次試験科目等 試験時間 試験レベル（一般教養）

行政
（上級）

教養Logical-Ⅰ　　※
事務適性検査
性格特性検査

２時間
１０分
２０分

大学卒業程度

行政（初級）
【身体障害者】

教養Logical-Ⅱ　　※
事務適性検査
性格特性検査

２時間
１０分
２０分

高校卒業程度

試験職種 人数

機械職（初級） １名

試験職種 人数 受　験　資　格

３名程度
平成８年４月２日から平成１５年４月１日までに
生まれた方

消防職
(初級)

http://www.m-sui.jp/

