
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３年８月１日から令和４年７月３１日 

です。 
◎保険証の色は、草色になり、形や大きさに変更はありません。 
【問合せ】保健福祉課  医療保険係 TEL ６８－６７１７ 

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。 
【受付時間】  ① ９：３０～１０：１５ ②１０：１５～１１：００ 

（時間予約制） ③１３：００～１３：４５ ④１３：４５～１４：１５  
※８月２５日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バスは、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、検診を希望され

る場合は、事前に予約が必要です。 
予約受付開始：７月２０日（火）９：００～ TEL ６８－６７１７ 

※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。また、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。 

○カンジダ・トリコモナス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。 

○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 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  
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～交通災害共済の加入・更新時期です～ 
各地区出張受付を行います 

交通災害共済は、住民相互の共済制度で、千葉県市町村総合事
務組合と県内市町村が共同で運営している制度です。 

現在交通災害共済に加入されている方は令和３年８月３１日で期
間が満了となります。 

下記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下さい。 

年会費 ７００円 

見舞金の額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま会場

へお持ち下さい。 
※会費については、お釣りが無いよう準備をお願いします。 
※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。 
※総務課（４階③窓口）もしくは、公民館にて随時申し込みを受け付

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 

公民館夏休み子ども体験プログラム 
公民館では、夏休みに町内の小・中学生を対象に様々なプログラ

ムを企画しています。どうぞお気軽にご参加下さい。 
「アクリル毛糸でカラフルタワシ作り体験」 
かぎ針を使い、食器洗いのタワシを手作りしましょう。 
【日時】８月７日（土） １３：３０～１５：３０位 町公民館和室 
【定員】１５人  【材料費】３００円 (毛糸、かぎ針込み) 
※小学３年生以下の方は、保護者同伴でお願いします。 
「親子ヨガ体験」 
親子でヨガ体験しませんか？お気軽にご参加下さい。 
【日時】８月２１日（土） ９：３０～１０：３０位 町公民館和室 

１５：３０～１６：３０位 町公民館和室 
【定員】各１０組  ※ペアで行うポーズがある為 
【持物】ヨガマット（バスタオルでも可）、飲料、動きやすい服装 
     ※ジーンズ、スカート、靴下、ストッキングの着用不可 
【申込方法】７月３１日(土)までに公民館備え付けの申込み用紙にて
お申込み下さい。 
※定員を超えた場合は、抽選になりますのでご了承下さい。 
【問合せ】公民館 TEL６８－２９４７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

B&G海洋センタープール開設のお知らせ 
【開設期間】７月２２日(木・祝)～８月３１日(火) 
【開設時間】９：００～１２：００、１３：００～１７：００ 
        ※昼休み（１２：００～１３：００）は閉鎖いたします。 
【その他】小学２年生以下は保護者の付き添いが必要です。 

発熱・風邪などの症状のある方は入場をご遠慮ください。 
更衣室での密をなるべく避けるため、水着を着用してのご来    
場にご協力をお願いいたします。 
※教室等により使用できるコースを制限することがあります。 

【問合せ】B&G海洋センター TEL ６８－４１４３ 

御宿海水浴場及び 
  町営ウォーターパーク開設のお知らせ 

〇御宿海水浴場 【期間】７月１７日（土）～８月２９日（日） 

※中央と岩和田の２つの海岸に遊泳エリアを設けます。 

〇町営ウォーターパーク 【期間】７月１７日（土）～８月３１日（火） 

※７月１７日は１０：００～１５：００まで無料開放します。７月１８日から通

常オープンします。７月１９日・７月２０日は、お休みです。 

 ただし、今後の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言やま

ん延防止措置等重点措置等の要請、まん延状況によっては、開設期

間中であっても開設中止とする場合があります。 

ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

【問合せ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３ 

開催日 場　所 相談内容

８月　２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２３日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

第１期 第２期
８月２日（月） ８月３１日（火）

 後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

 期　　日 場　　所 対　　象

８月　２日（月）

８月２５日（水）
御宿町公民館

２０歳以上の女性
（平成13年12月31日までに生まれた方）

受　付　日 時　間 場　所

須賀区民館
上布施コミュニティ消防センター
六軒町消防庫
浄水場（実谷・七本地区）
岩和田青年館
御宿台集会所
新町会館
久保区民館

９：００～１０：００
浜青年館
高山田区民館

７月２６日（月）

１０：３０～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：３０～１５：３０

１６：００～１７：００

①死亡見舞金　１５０万円
②傷害見舞金（入院・通院実日数に応じて）２万円～５０万円
③身障見舞金（身体障害等級１級又は２級）５０万円
④交通遺児見舞金　遺児一人につき１０万円

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


御宿町役場 職員募集 
御宿町では、令和４年度採用職員を募集します。詳細について

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３年度 職員採用試験申込書』に必要事項を記入のうえ、別 
添様式の志望動機を添えて、総務課（役場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２６日（月）から８月１０日（火） 締切日消印有効 

  ※土日を除く。受付時間は、８：３０～１７：１５ 
【試験日時及び場所】 
○第１次試験 ９月１９日（日） 

受付時間 ９：００～９：３０  試験開始 １０：００ 
会場：御宿町役場２Ｆ会議室 
 
 
 
 
 
 
 

 
※知識より論理的思考等を重視する試験です。 

○第２次試験 １次試験合格者に別途通知 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４年４月１日採用となります。

ただし、受験資格がないこと、受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 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４年４月１日付採用の

消防職員を募集します。 

【試験職種・募集人員等】 

 
 

身体基準等の受験要件があります。詳しくは、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。 
【試験日時】第１次試験期日  ９月１９日（日） 
【受付期間】７月２６日（月）から８月１０日（火） 締切日消印有効 

※土日を除く。受付時間は、８：３０～１７：１５ 
【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 
【申込・問合せ】 
〒２９８－０１２４ 千葉県いすみ市弥正８８番地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 
ホームページアドレス http://www.isumi-kouiki.com 

夷隅環境衛生組合 職員募集 
令和４年度採用 夷隅環境衛生組合職員を以下のとおり募集します。 
【募集職種・採用予定人数等】 

 

 

 

 

 
【試験日時及び場所】 
第１次試験   日時：９月１９日（日） 

場所：夷隅環境衛生組合処理棟会議室 
《申込書の配布及び提出先》 

夷隅環境衛生組合で配布しています。 
※夷隅環境衛生組合ホームページからもダウンロードできます。 
郵送希望者は、「試験申込書請求」と朱書きした封筒に、１２０円切

手を貼った A4 サイズの返信用封筒（郵便番号、住所、氏名を明記）を
同封し、送付してください。 

詳しくは組合のホームページをご覧いただくか、組合へお問い合わ
せください。 
【書類提出先・問合せ】 
〒２９８-０１１１ 千葉県いすみ市万木５番地 
夷隅環境衛生組合（庶務係） TEL０４７０－８６－２１５５ 

おんじゅく花火大会の中止のお知らせ 
おんじゅく花火大会については、大会開催に伴う警備体制が十分

に整わないことから、中止となりました。 

【問合せ】おんじゅく花火大会実行委員会 

TEL ６８－２４１４（御宿町観光協会） 

会計年度任用職員を募集します 
【勤務内容・募集人数】 

おんじゅく認定こども園における保育業務 １名 

【勤務期間】８月１７日（火）～令和４年３月３１日（木） 

【勤務時間】８：３０～１７：００ 原則週休２日（日曜日、他１日） 

【時給】１，００２円 

【応募要件】保育士資格を有する方、年齢不問 

【応募方法】令和３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、７月２６日（月）までに総務課行政班（４階

③窓口）へ直接（土日祝日を除く、８：３０～１７：１５）または郵送（締切

日必着）で提出してください。 

※応募申込書は、町ホームページからダウンロードするか総務課窓

口で配布しています。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】８月４日（水）※詳細は後日連絡します。 

【申込・問合せ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

          総務課行政班 TEL ６８-２５１１ 

「封筒」に掲載する有料広告を募集します 
町役場や公民館で使用する封筒に掲載する有料広告を募集しま

す。封筒は、住民の皆さんや官公署等への書類の送付、役場窓口用

などに使用されます。 

事業所、企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。 

【規格】 

封筒サイズ：長形３号（Ａ４横三つ折サイズ）  

掲載場所：封筒裏面 作成枚数：４０，０００枚 

広告規格：縦:３６mm×横:１０８mm 一色刷り 募集枠数：５枠 

掲載料金（税込）：１枠あたり町内２５，０００円、町外３０，０００円 

【申込方法】 

広告掲載申込書に必要事項をご記入の上、下記の必要書類を添え

て、会計室（３階⑥窓口）へお申し込みください。広告掲載申込書は、

会計室で配布しています。また、町ホームページからダウンロードでき

ます。申込は先着順とし、枠数に達した時点で締切とします。 

【必要書類】  

(1)納税証明書（今年度を含め過去３年分） 

(2)掲載しようとする広告案 

(3)業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等） 

【申込期限】７月２６日（月）まで 

※継続申込の場合は、(1)納税証明書と(3)業務内容等を明らかにす

る書類等の添付は必要ありません。 

※広告の原稿及び版下等の作成経費は、申込者の負担となります。 

※広告の掲載要領や申込みについての詳細は会計室までお問い合

わせください。 

【問合せ】会計室 ＴＥＬ ６８－６６９１ 

試験職種 一次試験科目等 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

保健師
教養Logical-Ⅰ　※

専門（保健師）
２時間

１時間３０分
大学卒業程度

職　種 募集人員 受　験　資　格 第１次試験内容

消防職
(初級)

若干名
平成５年４月２日から平成１６年４月１日
までに生まれた方

教養（択一式）試験
作文試験
消防適性検査

↑
Ｈ
Ｐ 

試験職種 採用予定数 受　　験　　資　　格

行政（上級） 若干名
昭和６１年４月２日から平成１４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】

１名

昭和５６年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方で、学
歴を問わない。【身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医
師（以下「指定医」という）若しくは産業医による障害者の雇用の
促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断
書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能の障害について
は、指定医によるものに限る。）の交付を受けている者で、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】

保健師 １名
昭和５６年４月２日以降に生まれた方で、保健師の免許を有する
方又は令和４年３月末までに当該免許を有する見込みの方。

募集職種 採用予定人数 受験資格　※学歴は問いません

 一般行政職初級 若干名

【初級】
平成５年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた方。
【社会人経験者】
昭和４６年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた方で、
令和４年３月末時点で、行政・民間企業等における職務経験
が５年以上ある方又は見込まれる方。


