
 
臨時職員を募集します 

≪（１）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 

【勤務期間】勤務時間については面接時にお知らせします。 

【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 

≪（２）おんじゅく認定こども園調理員 募集人数１名≫ 

【勤務内容】おんじゅく認定こども園での給食等調理業務 

【勤務時間】８：００～１４：００ ※うち休憩１時間 

原則週休３日（日曜・土曜・ほか１日） 

【応募要件】年齢不問・資格不問 

≪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、９月２８日（金）までに総務課行政班（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】１０月４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 

平成３０年 秋の全国交通安全運動を 
実施します 

秋口における日没の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間

には重大事故につながるおそれのある歩行中・自転車乗用中

の交通事故の増加が懸念されます。また、子供や高齢者が被

害に遭う事故が依然として発生しています。 

そこで、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通

ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることによ

り、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施します。 

【期間】９月２１日（金）～９月３０日（日） 

【スローガン】 ～ハイビーム 上手に使って 事故防止～ 

【運動の重点目標】 

１．子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故

防止 

２．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

３．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の

徹底 

４．飲酒運転の根絶 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
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大腸がん検診・胸部検診を実施します 
大腸がん（便潜血反応検査）検診と胸部（結核・肺がん）検診

を実施します。 
過去３年以内に検診を受けた方及び事前にお申し込みをさ

れた方には、９月中旬に「受診票」をお送りします。「受診票」が
届かない方で検診をご希望の方は、保健福祉課保健事業班
（役場３階②窓口）へお申し込みください。 
○大腸がん検診・胸部検診共通 
【対象者】 
４０歳以上の方（昭和５３年１２月３１日までに生まれた方） 

※以前同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察をされてい
る方は、医師の指示を確認のうえ、受診してください。 
【日時・会場】 

期　　日 会　　場 受付時間 対象地区
上布施コミュニティ
消防センター

　９：００～１１：００
上布施・
実谷・七本

町保健センター １３：００～１５：００ 高山田・御宿台
　９：００～１１：００

１３：００～１５：００

岩和田青年館 ９：００～１１：００ 岩和田

１３：００～１５：００ 六軒町
９：００～１１：００ 浜
１３：００～１５：００ 久保

９：００～１１：００ 須賀
１３：００～１５：００ 新町

１０月６日（土） ９：００～１１：００ 地区指定なし

１０月５日（金）

１０月1日（月）

１０月２日（火） 御宿台集会所 御宿台

１０月３日（水）

１０月４日（木）

町公民館

 
※対象地区の会場で検診を受けられない場合は、他の会場で
も受けられます。なお大腸がん検診については以下の日程
でも回収を行います。 

期　日 受付時間 場　所

１０月９日（火）
　　　　～１１日（木）

　９：００～１２：００、
１３：００～１６：００

役場３階
保健福祉課  

○大腸がん検診（便潜血反応検査） 
【持ち物】①受診票（質問事項について記入してください。） 

②検体（採便容器） ２日分 
③検診費用５００円 当日受付時に徴収します。 

※今年度受けない方は、受診票と、容器（未開封）を保健福祉
課保健事業班（役場３階②窓口）へ返却してください。 

○胸部（結核・肺がん）検診（レントゲン検査） 
【持ち物】受診票（質問事項について記入してください。） 

※レントゲン検査は無料です。 
【注意】妊娠中の方は受診できません。 

※問診により対象となる方は、喀痰
か く た ん

検査のみ、検体提出の際に、

検診費用１，０００円が必要です。 

※検診期間中の会場では、喀痰検査の検体回収は実施しませ
んので、ご注意ください。 

【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

後期高齢者医療保険料の納期について 

第３期 第４期

１０月１日(月） １０月３１日（水）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)  

※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。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

県税の会計室窓口での納付状況 
（８月３１日現在） 

日頃から、自動車税をはじめ、県税の会計室での納付にご協

力いただきありがとうございます。県税を納付の際は、引き続き会

計室（役場３階⑥窓口）をご利用くださいますようお願いします。 

８月３１日現在の会計室窓口での県税取扱状況は、次のとお

りです。 

【取扱件数・納付額】 ４８１件 １７，８７４，２００円 

【県からの取扱費交付見込額】   ３５７，４８４円 

【会計室で納付できる主な県税】 

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 

【県税の問合せ】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 

【問合せ】会計室 TEL ６８－６６９１ 

第 3６回「目の愛護デー」無料電話相談 
千葉県眼科医会会員が目の健康についての相談にお答え

します。 ※事前申し込み不要 

【日時】１０月８日（月・祝日） ９：００～１６：００ 

【相談電話】０４３－２４２－４２７１（当日のみ） 

【問合せ】千葉県千葉リハビリテーションセンター 

ＴＥＬ ０４３－２９１－１８３１ 

FAX ０４３－２９１－１８５７ (FAXにてお願いします) 

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


 

無料調停相談を実施します 
千葉地方・家庭裁判所一宮調停協会では、家事・民事調停

委員による無料調停相談を実施します。調停とは、裁判所の調

停委員が問題解決のため間に入り、話し合いにより解決を図っ

ていく制度です。 

・離婚、扶養、相続などの家庭内の悩み事 

・金銭、土地、建物、交通事故などの悩み事 等でお困りの方

は、解決の糸口を見つけてみませんか。 

【相談日】１０月２１日(日) 

【時間】１０：００～１５：００まで ※１件あたり３０分程度 

【場所】茂原市総合市民センター  

〒２９７－００２２ 茂原市町保１３－２０ 

◎秘密は守られます 

◎直接会場にお越しください 

【問合せ】千葉地方・家庭裁判所一宮支部 

ＴＥＬ ０４７５-４２-３５３１ 

児童虐待を防ぐために 
『子どもへの暴力を思わせる音や保護者の怒鳴り声がよく聞こ

える』・『子どもに不自然な傷（あざ、打撲、やけどなど）がある』・

『衣服や体が不潔』・『夜遅くまで外にいる、家に帰りたがらない』

などは虐待のサインです。 

虐待を受けていると思われる子どもをみつけた場合、児童相

談所または町にご連絡をお願いします。知人、近隣からの連絡

の場合、連絡をした人が特定されないよう、秘密は厳守します。

匿名での連絡もお受けします。また、勘違いであっても、責任を

問われることはありません。 

子育てに悩みがあり、『これって虐待？』や『このままでは虐待

をしてしまうのではないか』というご家族からのご相談もお受けし

ています。 

【連絡先】児童相談所全国共通２４時間ダイヤル 

ＴＥＬ １８９（イチハヤク） 

保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

月の沙漠記念館企画展 

にしもとおさむ作品展を開催します 
「エビアミーゴ」作者による企画展。藍の型染め作品をはじめ、新

たなかわいいキャラクターも楽しめる内容です。ぜひご覧ください。 

【期間】１１月２０日(火)まで ※毎週水曜と祝日の翌日休館 

【開館】９：００～１７：００ (入館は１６：３０まで)  

【入館料】大人４００円 高大生・６５歳以上３００円 小中生２００円 

【問合せ】産業観光課 観光商工班 TEL ６８－２５１３ 

行政相談週間について 
総務省では、行政相談制度について、広く国民の方々に理解

していただくため、１０月１５日（月）から２１日（日）までの一週間

を「行政相談週間」と定め、特設行政相談所の開設を行います。 

町においては、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、次

のとおり、行政相談所を開設して、皆様方からの苦情や困りごと

をお聴きし、その解決を促進します。 

なお、相談料は無料で、秘密は厳守します。 

○町行政相談所（心配ごと相談所） 

【日時・場所】１０月２日（火） ９：００～１２：００ 町地域福祉センター  

○電話等での相談 

・行政苦情１１０番：０５７０－０９０１１０ 

○インターネットでの相談： 

詳細は総務省ホームページをご覧ください。 

総務省トップ＞政策＞国民生活と安心・安全＞行政相談 

【問合せ】総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

公証週間における 
無料公証相談の実施について 

茂原公証役場では、以下のとおり無料公証相談を実施しま

す。公正証書による遺言書、土地・建物の賃貸借、子どもの養

育費の支払、任意後見などの契約書の作成等皆様の様々な相

談を無料でお受けします。 

【日時】１０月５日（金） ９：３０～１２：００ 

【場所】茂原市役所５階 ５０４会議室 

〒２９７－８５１１ 茂原市道表１番地 

【日時】１０月６日（土） １０：００～１５：００ 

【場所】茂原公証役場 

〒２９７－００２６ 茂原市茂原６４０－１０（地奨第３ビル２階） 

※相談は、両日とも予約制となります。 

【予約・問合せ】茂原公証役場 ＴＥＬ ０４７５－２２－５９５９ 

東京都市圏パーソントリップ調査に 
ご協力ください 

千葉県では、暮らしやすいまちづくりや交通計画の検討に役

立てるため、皆さまから平日１日に使用した交通機関等を教えて

いただく調査を９月から１１月にかけて実施します。対象とさせて

いただきますご家庭には調査票をお送りしますので、ご協力を

お願いします。 

【問合せ】千葉県 都市整備局 都市計画課 

ＴＥＬ ０４３－２２３－３１６１ 

 

全国一斉！法務局休日相談所の 
  開設について 
法務局では、国民の皆様の日常生活における様々な心配

ごとや悩みごとに関する相談に応じるために「全国一斉！法

務局休日相談所」を開設します。相談は無料で予約優先とな

ります。 

【日時】１０月７日（日） １０：００～１６：００  

【場所】千葉地方法務局（千葉市中央区中央港１－１１－３） 

○相談員：法務局職員・司法書士・土地家屋調査士・公証人・

人権擁護委員 

○相談内容例：相続、登記、土地の境界、地代・家賃弁済、成

年後見制度、養子縁組、いじめ・パワハラなど法務局の業

務に関する相談（秘密は厳守されます） 

【予約・問合せ】千葉地方法務局 ＴＥＬ ０４３－３０２－１３１１ 

「第９回 秋の生き活きフェア」の 
開催について 

地域の人々にハンディキャップを持つ人たちへの理解を深め

てもらうことを目的として、長生・夷隅郡市の福祉施設が集まり、

日頃の活動の成果品などを販売します。 

【日時】９月１５日（土）・１６日（日） １０：００～２０：００ 

※１６日は１９：００まで 

【会場】茂原ショッピングプラザ アスモ（茂原市高師１７３５） 

１階センターコート 

【販売内容】加工食品・パン・木工・手芸品・花苗等 

【主催】長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会 

【問合せ】社会福祉法人 九十九会 ときわぎ工舎 

長生郡睦沢町長楽寺４９６ 

ＴＥＬ ０４７５－４４－２２９９ 

町身体障害者福祉会 
「日帰り旅行」参加者募集  

町身体障害者福祉会に未入会で障害者手帳をお持ちの方

も是非ご参加ください。 

【日時】１０月５日（金） 

須賀多目的広場７：３０発 １８：３０着予定 

【内容】めんたいパーク大洗(茨城県)他 ※車イスでも可 

【対象者】障害者手帳所持者(付き添いの方の参加も可) 

【参加費】会員３，０００円 会員以外の方３，５００円 

※昼食代等を含む 

【申込締切り】９月２０日（木） 

【申込み・問合せ】身体障害者福祉会事務局（社会福祉協議会内） 

ＴＥＬ ６８－６７２５ 


