
  
臨時職員を募集します 

≪（１）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 

≪（２）学校給食共同調理場調理員 募集人数１名≫ 
【勤務内容】共同調理場での学校給食調理業務及び配送 
【勤務時間】８：００～１６：４５ 

原則週休２日（学校給食業務のない日） 
【応募要件】普通自動車運転免許を有する方（ＡＴ限定可） 

≪（３）保育士または保育士補助員 募集人数１名≫ 
【勤務内容】おんじゅく認定こども園での保育業務 

          保育士の資格がない方は保育士補助員としての勤務
となります。 

【勤務時間】７：３０～１９：００ ※７時間４５分勤務 
原則週休２日（日曜・祝日ほか１日） 

【応募要件】保育士…保育士資格を有する方 
（保育士補助員を希望する場合は資格不問） 

≪（４）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 

≪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、５月２４日（木）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】 （１）（２）５月２８日（月）、（３）（４）５月２９日（火） 
※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 
 

自動車税（県税）の会計室窓口での 
納付にご協力ください 

千葉県税を役場会計室（３階⑥窓口）で納付していただくと、税
額の２％が取扱手数料として町へ交付されます。 

平成２９年度は約３７万円の県税取扱手数料が町の収入となりま
した。引き続き、県税の役場会計室での納付にご協力くださいます
ようお願いします。 
【会計室で納付できる千葉県税】 
自動車税、自動車取得税、不動産取得税、法人県民税、 
法人事業税、個人事業税 
※自動車税（県税）の納付期限は、５月３１日（木）です。忘れずに
納付期限内に納めましょう。 

【問合せ】 
千葉県自動車税事務所（自動車税、自動車取得税のみ） 
ＴＥＬ ０４３－２４３－２７２１ 
茂原県税事務所 ＴＥＬ ０４７５－２２－１７２１ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成３０年５月１０日  ＮＯ．７４４ 

 
高齢者のよい歯のコンクールの 

参加者を募集します 
夷隅郡市の市町と歯科医師会では毎年、高齢者のよい歯のコ

ンクールを開催しています。御宿町の代表を決める一次審査を実

施しますので、歯に自信のある方は、ぜひご参加ください。 

【対象者】平成３０年４月１日現在、８０歳以上（昭和１３年４月１日以

前の生年月日の方）で自分の歯が２０本以上ある方（か

ぶせた歯・さし歯も可） 

【応募締切】５月２１日（月） 

【審査受付】５月２２日（火） １４：００～１４：１５ 

【審査会場】町保健センター 健康診査室 

【審査内容】問診・歯科健診 

【応募・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール 
  作品を募集します 

８０歳で２０本の歯を保つことを目標とした歯の健康づくりに関す

る知識の普及啓発のため、正しい歯科疾患（むし歯及び歯周疾

患）の予防に関する標語を募集します。 

【対象者】御宿町に在住・在勤・在学している方 

【審査基準】 

・口腔全体の健康を取り上げ、かつ成長期だけでなく生涯にわた

ってのスローガンとなるような標語 

・教育上不適切な表現、人によっては不快感を抱くような表現のな

いこと 

【注意事項】 

・特別支援学校は千葉県歯科医師会が募集・審査を行う。 

・特定の歯科用品名、商品名の記載のないこと。 

・「虫歯」ではなく、ひらがなで「むし歯」と記すこと。 

・他の団体の主催するコンクール等に応募していないこと。 

・応募作品は、応募者によるオリジナル作品とすること。 

・作品は主催者に帰属し、応募された作品は原則として返却しません。 

・応募作品は、広報用として広く活用します。 

（在住・在勤市区町村、氏名等を公表予定） 

・審査資料により取得する情報については、歯と口の健康週間事

業のみに利用し、他の目的では利用及び提供はしません。 

【提出締切】５月３１日（木）（郵送の場合は当日消印有効） 

※提出時は、住所・氏名・電話番号を明記してください。 

【申込・問合せ】保健福祉課 保健事業班 （３階②窓口） 

ＴＥＬ ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

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

海岸清掃を実施します 
５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

め、皆さんの参加をお願いします。 

【日時】５月２０日（日）８：００～１０：００ 

◎海岸清掃を実施する区 

須賀区、浜区、新町区、六軒町区、岩和田区 

【ごみ袋配布場所及びごみ回収場所】 

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 

浦仲海岸：海岸通り（岩和田寄り階段付近） 

岩和田海岸：岩和田海岸駐車場（御宿活魚付近） 

◎町民清掃を実施する区  

 高山田区、久保区、実谷･七本区、上布施区、御宿台区 

※雨天等により中止になる場合は防災行政無線でお知らせします。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 
 

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（新町区・高山田区）を開催します 

町では、高齢者の方が要介護状態にならないために、各区の集

会所で体操や脳トレーニング等を行う巡回型元気いきいき教室を

実施します。 

近所の方をお誘いのうえ、皆さんのご参加をお待ちしています。 

【日時・場所】５月２９日（火） １３：３０～１５：００ 新町会館 

６月 ４日（月） １３：３０～１５：００ 高山田公民館 

※他の地区は日程が近くなりましたらお知らせします。 

※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。 

【対象】町内在住の６５歳以上の方 

（６５歳未満の方も見学できます。） 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給） 

※動きやすい服装でお越しください。 

【内容】簡単な体操・脳トレーニング・レクリエーション・歌  等 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

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


 
松くい虫防除を実施します 

保安林を守るため、千葉県では薬剤散布による松くい虫防除を

実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

【実施日】６月４日（月）※予備日：６月５日（火）・６日（水） 

【散布時間】４：００～６：４５、８：１５～１２：００ 

終了は、防災行政無線でお知らせします。 

※雨天・強風の場合は、順延となります。作業中、風が強くなった

場合、作業を一部延期することがあります。 

【実施区域】六軒町・須賀地区の一部（地図参照） 

 

【注意事項】散布中は、散布区域付近の通行は避けてください。万一、体

調を崩された場合は、夷隅健康福祉センター（ＴＥＬ ７３－ 

０１４５）又は、医療機関にご相談ください。 

【問合せ】千葉県南部林業事務所 森林管理課 

ＴＥＬ ０４－７０９２－１３１８ 

 

ビーチバレーボール大会 
開催日変更のお知らせ 

４月２５日発行の「広報おんじゅく」にてお知らせしました千葉県

ビーチバレーボール選手権大会は、以下のとおり日程が変更とな

りました。 

【日時】５月２７日（日） 試合開始９：１５（予定） 

【場所】御宿町中央海水浴場 月の沙漠記念像付近 特設コート 

【主催】千葉県バレーボール協会・千葉県ビーチバレーボール連盟 

※天候やコートコンディションによっては、スケジュールが変更にな

る場合があります。 

【問合せ】産業観光課 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 
全国一斉情報伝達試験を実施します 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報シス

テム （Ｊアラート）（※）を用いた情報伝達試験を行います。御宿町

以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。 

【実施日時】５月１６日（水） １１：００頃 

【町で行う放送試験】 
情報伝達手段 放送内容

　町内３１か所に設置してある屋外子局及び各家庭の戸別受信機から

　上りチャイム音

　「これは、Jアラートのテストです」×３

　「こちらは、ぼうさい御宿です。」

【通報内容】

　これは、Jアラートのテストです。

登録制メール
スマホアプリ
twitterなど

　対象地域：全土区域

　下りチャイム音

　事前に登録いただいている端末に下記のとおり通知します。

防災行政無線

一斉に、次のように放送されます。

【放送内容】

 
※緊急情報を、国から住民まで瞬時に伝達するシステム 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
 

行政区新役員が決定しました 

新しい区役員が決定しましたのでお知らせします。（敬称略） 

区名 職名 氏名 区名 職名 氏名
区  　　長 石井　鉄郎 区　 　 長 長谷川　充行
区長代理 石井　義幸 区長代理 鈴木　昭之助

石橋　弘好 石井　康夫

末吉　直樹 田中　とよ子
衛生委員 三上　信雄 衛生委員 幸保　建児
区  　　長 神定　忠男 区　  　長 加田　政和
区長代理 星野　　充 区長代理 木原　政吉

渡邉　幸夫 鶴岡　一男
米本　清司 貝塚　勝雄

衛生委員 高梨　一佳 衛生委員 渡辺　義男
区　  　長 井上　宙丈 区　  　長 吉野　弘雄
区長代理 瀧口　和廣 区長代理 吉田　紀昭

黒崎　　守 氏原　広実
井上　健治 君塚　博一

衛生委員 滝口　政博 衛生委員 吉野　伸好

区　  　長 井上　秀樹 区　  　長 関野　忠雄
区長代理 江澤　勝昌 区長代理 浅野　秀雄

鈴木　冨士男 関野　幹夫
岩瀬　義博 鈴木　郁夫

衛生委員 河又　惠一 衛生委員 大地　一光
区　 　 長 綱島　　勝 区　  　長 石嶋　　繁
区長代理 鶴岡　芳弘 区長代理 今村　雅一

宇田川　晴男 石川　貢司
田原　　誠 植田　行貴

衛生委員 和田　　昇 衛生委員 椎名　義男

久　保
土木委員

新　町
土木委員

六軒町須　賀
土木委員

浜
土木委員

高山田
土木委員

土木委員

御宿台
土木委員

岩和田
土木委員

実　谷
土木委員

上布施
土木委員

 
【問合せ】総務課 行政班 TEL ６８－２５１１ 

 
犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を開催 

千葉県動物愛護センターでは、犬・猫譲渡会及び飼い主探しの

会を開催します。 

≪一般譲渡会≫（直接予約時間にお越しください・無料） 

愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。 

【日時】５月２４日（木）、６月９日（土）、６月２８日（木） 

受付 ９：００～９：３０、開催時間 １０：００～１２：００ 

※受付時間に遅れると譲渡会に参加できません 

≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料） 

【日時】６月２日（土） １０：００～１１：３０ 

(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譲渡会に参加できません 

≪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 
 

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】６月７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名（事前予約制） 

≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。 

【日時】６月９日（土） 

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） 

≪パピークラス≫※飼い犬（生後６か月くらいまで）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】日程等は、お問合せ後に調整します。 

【受講料】無料 

≪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 
 

月見草を咲かせる会日帰りバスツアー 
月見草を咲かせる会では、熱海アカオハーブ＆ローズガーデン

へ行く日帰りバスの旅を実施します。 

【集合場所】公民館 

【日時】６月５日（火） ６：５０集合 ７：００出発 １８：００帰着予定 

【参加費】 ６，０００円 

（入場料・保険料込み、昼食は初代惣右衛門にて各自で） 

【申込方法】担当・本吉へ電話でお申込みください。 

【申込・問合せ】月見草を咲かせる会（本吉） 

ＴＥＬ ６８－２２０４ 


