臨時職員を募集します
≪作業員 募集人数１名≫
【勤務内容】町有地等の環境美化に係る草刈等
【勤務時間】８：３０～１７：１５ 週休２日
【応募要件】普通自動車運転免許（ＭＴ）を有する方
≪用務員 募集人数１名≫
【勤務内容】町内学校の環境整備、その他必要な業務
【勤務時間】８：００～１６：３０ 原則週休２日（学校休業日ほか）
【応募要件】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する方
≪共通事項≫
【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、
４月２３日（月）までに総務課行政班（役場４階③窓口）
へ提出してください。※郵送可（締切日必着）
【面接日程】４月２６日（木） ※詳細は後日連絡します。
【応募・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

おんじゅく
お知らせ版
発行日 平成３０年４月１０日 Ｎｏ．７４２

お知らせ版の発行方法が変わります
平成３０年度４月から、これまで毎月１０日と２５日に発行していたお
知らせ版の発行方法が変わります。１０日発行分はこれまでどおりお知
らせ版として発行し、２５日発行分は広報御宿へ掲載します。
【問合せ】企画財政課 企画係 ＴＥＬ ６８－２５１２

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２
URL http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku

平成３０年度税別納期限一覧
平成３０年度の各種税の納期限は次のとおりです。

海岸清掃及び町民清掃を実施します

第１期
固定資産税

５月 １日（火）

第２期

第３期

第４期

７月３１日（火） １０月 １日（月） １２月２５日（火）

４月は海岸清掃と町民清掃を実施します。良好な環境保全のた
軽自動車税 ５月３１日（木）
め、進んで参加しましょう。
町県民税
７月 ２日（月） ８月３１日（金） １０月３１日（水） １月３１日（木）
【日時】４月１５日（日）８：００～１０：００
第１期
第２期
第３期
第４期
◎海岸清掃を実施する区
７月３１日（火） ８月３１日（金） １０月 １日（月） １０月３１日（水）
須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区
国民健康
保険税
第５期
第６期
第７期
第８期
[ごみ袋配布場所及びごみ回収場所]
１１月３０日（金） １２月２５日（火） １月３１日（木） ２月２８日（木）
浜海岸：浜トイレ脇
中央海岸：海岸ステージ付近、砂丘橋海岸側
※口座振替をご利用の方は各納期前に残高をご確認ください。
千葉県収入証紙の会計室窓口での
浦仲海岸：海岸通り（岩和田寄り階段付近）
納税は口座振替にすると納め忘れがなく、窓口へ行く手間が省けま
購入にご協力ください
岩和田海岸：岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近）
す。安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。
千葉県収入証紙を役場会計室（３階⑥窓口）で購入いただくと、販 ◎町民清掃を実施する区
【問合せ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２
売した金額の３％が手数料として町へ交付されます。
高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区
千葉県収入証紙の役場会計室での購入にご協力くださいますよう ※清掃は行政区ごとに決められた場所で行ってください
介護予防教室
お願いします。
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４
「鶴亀くらぶ～介護予防運動教室～」を開催します
【千葉県収入証紙により、納入する主な使用料及び手数料】
町では、要介護状態や転倒しないよう身体機能の維持・増進を目的
・自動車運転免許証更新手数料
行政書士による無料相談会を実施します として、介護予防教室「鶴亀くらぶ～介護予防運動教室～」を実施して
・自動車保管場所証明（車庫証明）申請手数料
います。新規参加者を募集しますので、ぜひご参加ください。
千葉県行政書士会長夷支部では、暮らしの手続き無料相談会を
・旅券（パスポート）の発給手数料
【日時・回数】５月１６日（水）～平成３１年３月２０日（水）
実施します。予約の必要はありません。当日ご来場できない方につ
・県立学校入学検査料など
１３：３０～１５：３０ 原則水曜日実施、計３８回
いては、無料で電話相談ができます。
【問合せ】夷隅地域振興事務所 TEL ８２－２２１１
※回数や日程に変動がある可能性があります。
【日時・場所】４月２２日（日） １０：００～１４：００
詳細は、申込者へ個別通知します。
平成３０年度千葉県調理師試験を実施します 【場所】公民館２階中会議室
【場所】町保健センター他
【日程】１０月１３日（土）
【相談内容】○相続手続きと遺言書作成
※送迎については、お申し込み時にご相談ください。
【会場】ＴＫＰガーデンシティ千葉（千葉市中央区問屋町１－４５）
○農地法・宅地開発手続き
【対象】町内在住の６５歳以上の方１０名（先着順）
【受験願書配布】４月２０日（金）より健康福祉センターで配布していま
○成年後見制度に関すること
【内容】運動の専門スタッフによる運動や個別相談、自宅でも簡単にで
す。お早めに取りに来てください。
○各種契約書と内容証明郵便の作成
きる体操等が中心です。その他脳トレーニング、歯科指導、調
【申込方法】住所地の健康福祉センター（保健所）へ必要書類を提出して
理実習などを実施予定です。また、教室開始・終了時に身体機
○法人設立に関すること
ください。なお、住所が県外にある方は県庁健康福祉部健康
能の測定・評価を実施します。
○民泊、建設業など各種許認可申請に関すること
づくり支援課で受付を行います。
【申込方法】４月２５日（水）までに保健福祉課福祉介護班（役場２階②
その他、なんでもご相談ください。
窓口）にご連絡ください。
【受付期間】５月２９日（火）～３１日（木） １０：００～１６：００
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当
※対象外の方で見学などご希望がありましたらご連絡ください。
【申込み・問合せ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所）
行政書士 髙橋英彦 ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６
【申込み・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
勝浦市出水１２２４ ＴＥＬ ７３－０１４５

平成３０年度特定健康診査の実施

家庭・子どもの教育相談受付

【送迎車を運行しますのでご利用ください】
【対象者】
各地区につき３日間運行します。ご都合の良い日にご利用ください。
御宿町に住所を有し、次のいずれかに該当する方
（１）４０～７４歳の国民健康保険被保険者
期
日
便数
集 合 場 所
集合時刻
（昭和１８年４月２日から
①岩和田消防庫前
13:05
昭和５４年３月３１日までに生まれた方）
1 ②火の見櫓前
13:08
（２）後期高齢者医療加入者
③保健センター着
13:15
（３）４０歳以上の生活保護受給者等
①御宿駅前
13:25
（昭和５４年３月３１日までに生まれた方）
※医療機関で健診を受けている方
②多目的広場入口前
13:30
肝炎ウイルス検診の実施
及び治療中の方も健診の対象となります。
③割烹旅館かのや駐車場
13:33
町では、肝炎ウイルスの感染を早期に発見するため、肝炎ウイルス検診を 【日時・場所】
2
５月７日（月）
④浜青年館前
13:35
実施します。
５月８日（火）
実施日
場所・受付時間
対象地区
国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、特定健康診査とあわせ
⑤ニュー日の丸
13:40
５月９日（水）
５月 ７日（月）
岩和田
て実施しますが、それ以外で検診を希望する方は、事前に保健福祉課保健
⑥保健センター着
13:45
５月 ８日（火）
須賀・浜
事業班（役場３階②窓口）にお申込みください。
５月 ９日（水） 保健センター
新町・六軒町
①月の沙漠記念館入口前
13:55
【対象者】今年度４０歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けていない方
５月１０日（木） １３：００～１４：３０
御宿台
②越川商店前
14:05
５月１１日（金）
高山田・久保
（昭和５４年３月３１日までに生まれた方）
実谷・七本・上布施
５月１２日（土）
3 ③藤江商店前
14:07
【日時】５月７日（月）～１２日（土）、７月１４日（土） １３：００～１４：３０
家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受け付けています。相
談には町家庭教育指導員がお応えします。秘密は厳守しますので、お気軽
にご相談ください。
なお、予定日以外でご相談のある方は、公民館までご連絡ください。
【日時】４月１５日（日）１３：００～１６：００
４月１９日（木）９：００～１２：００、１３：００～１６：００
【場所】公民館
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７

【場所】町保健センター
※国民健康保険等の特定健康診査会場で実施します。
【検査内容】血液検査
※肝炎ウイルス（B 型・C 型）が存在するかどうかを調べます。
【費用】無料
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

前立腺がん検診の実施

７月１４日（土）

指定なし

【健診内容】
①問診確認 ②受付 ③身体計測（身長・体重・BMI・腹囲）
④血圧測定 ⑤医師診察 ⑥尿検査 ⑦血液検査
※朝食は軽めにとり、昼食は食べないで受診してください。
※医師が必要と認めた方には、心電図・眼底検査を実施
します。
【持ち物】
①受診票 ②尿検査検体 ③健診費用５００円
（ただし、生活保護受給者及び７５歳以上の後期高齢者医
療加入者の方は無料です。）
※前立腺がん検診を受診される方は別途５００円がかかり
ます。
※受診票は、対象者（１）の方全員と、（２）（３）のうち前年度受
診者及び申込みのあった方にお送りしています。それ以外
で受診を希望する方は、事前に保健福祉課保健事業班（３階
②窓口）にお申し込みください。
以下に該当し検査を希望する方は、同時に肝炎ウイルス検
診・前立腺がん検診を実施します。
・肝炎ウイルス検診：
今年度４０歳以上で、今までに検診を受けていない方
・前立腺がん検診：５０歳以上の男性

中高年男性に多い前立腺がんを早期に発見するため、町では５０歳以上
の方を対象に血液検査（ＰＳＡ値検査）による前立腺がん検診を実施します。
国民健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、特定健康診査とあわせ
て実施しますが、それ以外で検診を希望する方は、事前に保健福祉課保健
事業班（役場３階②窓口）にお申込みください。
【対象者】平成３０年４月１日時点において、５０歳以上の男性
（昭和４３年４月１日までに生まれた方）
【日時】５月７日（月）～１２日（土）、７月１４日（土） １３：００～１４：３０
【場所】町保健センター
※国民健康保険等の特定健康診査会場で実施します。
【検査内容】血液検査
※検査当日は採血における食事制限はありません。
※ＰＳＡは、前立腺でつくられる特有の物質です。前立腺にがんができると、
早期から血液中に放出されるため、血液中のＰＳＡを調べることでがんの早
期発見に役立ちます。
【申込み・問合せ】
【費用】５００円
保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

1

2
５月１０日（木）
５月１１日（金）
５月１２日（土）

3

④新町消防庫

14:12

⑤保健センター着

14:20

①見晴台旧バス停前

12:58

②広域消防御宿分署旧バス停前
③西武プロパティーズ
御宿台営業所駐車場
④保健センター着
①西琳寺旧バス停付近
（旧リサイクルステーション前）
②高山田消防庫
③久保子どもの遊び場
（矢田団地前児童遊園）
④久保区民館入口

13:03

⑤保健センター着

13:45

①目黒商店前

13:55

②上布施コミュニティ消防センター

13:58

③新久井青年館前

14:01

④旧吉野商店前

14:05

⑤浄水場前

14:07

⑥実谷上旧バス停前

14:10

⑦七本集会所

14:15

⑧保健センター着

14:25

※帰りの車は、１４：３０から随時運行します。

13:05
13:10
13:20
13:25
13:30
13:40

