
平成３０年度犬及び猫の不妊手術 
補助金の申請受付は終了しました 

平成３０年度犬及び猫の不妊手術補助金の申込額が予算額
に達しましたので、申請受付を終了しました。 
多数のお申し込みをいただき、ありがとうございました。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

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、以下のとおり情
報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（J
アラート）（※１）を用いた試験で、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】１１月２１日（水） １１：００頃 
【町で行う放送試験】 

情報伝達手段  放送内容

防災行政無線

　 町内３１カ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

一斉に、次のように放送されます。
  【放送内容】
　 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、ぼうさいおんじゅくです。」
   下りチャイム音

登録制メール

スマホアプリ
twitterなど

※２

  事前に登録いただいている端末に以下のとおり通知します。

  【通報内容】
 　これは、Jアラートのテストです。
 　対象地域：全土区域  

※１ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは、地震・津波や武
力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて
瞬時に伝達するシステムです。 

※２ この訓練ではエリアメールの送信は行いません。 
【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
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後期高齢者医療保険料の納期について 

第５期 第６期

１１月３０日(金） １２月２５日（火）

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 

歯周病検診の申請はお済みですか 

 町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進する

ため、歯周病検診を実施しています。 

実施期間は１１月３０日（金）までとなりますが、事前に申請

が必要となりますので早めに手続きを行ってください。 

※実施期間外の受診は全額自己負担となりますのでご注意く

ださい。 

【対象者】 

受診の前年度に４０歳、５０歳、６０歳及び７０歳に達した方 

（ただし、歯周病の治療中または歯が 1本もない方を除く。） 

４０歳…（昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日生まれの方） 

５０歳…（昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日生まれの方） 

６０歳…（昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日生まれの方） 

７０歳…（昭和２２年４月２日～昭和２３年４月１日生まれの方） 

※対象者には５月末に個別に通知しています。 

なお、個別通知は平成３０年５月１日現在の住民登録に基

づき発送していますので、該当される方で平成３０年５月１日以

降に転入手続きをされた場合は、保健福祉課保健事業班へ

お申し出ください。 

【実施期間】１１月３０日（金）まで 

【利用回数】実施期間中 1回 

【自己負担額】４０歳・５０歳・６０歳の方、５００円 

７０歳・対象者で生活保護の方、無料 

※基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療等が必要と

なった場合は別途料金がかかります。 

【実施場所】夷隅郡市内協力歯科医院 

※事前に予約が必要です。 

【申請方法】歯周病検診を受診する前に申請が必要です。 

印鑑・マイナンバーカードまたは通知カード・本人

確認書類をお持ちのうえ、保健福祉課保健事業班

（３階②窓口）にお越しください。申請の手続き後

「御宿町歯周病検診票」を交付しますので、受診時

に協力歯科医院へお持ちください。 

【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 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

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

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（御宿台地区）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。ご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】１２月３日（月）１３：３０～１５：００ 

御宿台集会所 

※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 

 
自衛官等を募集します 

防衛省・自衛隊では「中学校等卒業予定者及び卒業者」を対象とした「陸上自衛隊高等工科学校生徒」を募集しています。 
詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。 

【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階） ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

応募資格 受付期間（締切日必着） 合格発表 入校 待遇・その他

【身分】
特別職国家公務員「生徒」
（自衛官ではありません。）
【生徒手当】
月額：１０１，０００円を支給
（平成３０年２月１日現在）
期末手当：年２回（６月、１２月）
【教育】
生徒課程修了時に高等学校の卒業資
格を取得することができ防衛大学校
等への受験資格が得られます。

募集種目

平成３１年
１月１７日(木)

平成３１年４月１日現
在、１５歳以上１７歳
未満の男子で中学校等
卒業予定者及び卒業者

試験期日（期間）

陸上自衛隊
高等工科学

校

一般

推薦
１１月１日(木)～
        １１月３０日(金)

１１月１日(木)～
  平成３１年１月７日(月)

【１次試験】
平成３１年１月１９日(土)
【２次試験】
平成３１年２月１日(金)～
２月４日(月)のうち指定
する１日

平成３１年
２月１５日(金)

平成３１年１月５日(土)～
１月７日(月)までの間の
指定する１日

平成３１年
４月上旬

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


創業に関心のある方は商工会に 
ご相談ください 

商工会では、夷隅郡内で創業・起業に関心のある方や創業を
予定している方を対象として、基礎から実践的な内容まで習得す
ることができる「創業塾」を開催します。 
<勝浦創業塾>全４日間 
【開催期日】１１/１８（日）、１１/２５（日）、１２/２（日）、１２/９（日） 
【開催時間】各日 ９：３０～１５：３０ 

※初日のみ９：３０～１６：３０ 
【開催会場】勝浦市商工会 〒２９９－５２２５ 勝浦市墨名６５７－２ 
【受講料】３，０００円（テキスト代として） 
【定員】２０名程度（先着順） 
【申込方法】御宿町商工会へ電話にてお申し込みください。 

※詳しい内容は、御宿町商工会ホームページ内の
「お知らせ」欄をご覧ください。 

【問合せ】御宿町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８ 
ＵＲＬ http://onjuku.or.jp/ 

家庭・子どもの教育相談 
町では、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
日以外で相談希望の方はお問い合わせください。 
【日時】１１月１５日(木) ９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 

１１月１６日(金) １８：３０～２０：３０ 
１１月１８日(日)１３：００～１６：００ 

【場所】公民館２階 
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

親と子の料理教室を開催します 
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子がふれあい、「楽しく」「おいしく」食べ
ることの大切さを見直してみましょう。皆さんのご参加をお待ちし
ています。 
【日時・場所】１２月２日（日） ９：３０～１３：３０ 保健センター 
【内容】講話、みそ汁塩分測定、調理実習 

献立：ボロネーゼ風パスタ、鶏ときのこのフリカッセ、 
にんじんとりんごのサラダ、いちご大福 

【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 
【定員】１５組(申込先着順) 
【費用】無料 
【持ち物】ご家庭のみそ汁、エプロン、三角巾、手ふきタオル、

筆記用具、室内用くつ 
【申込期限】１１月２０日（火） 
【申込み・問合せ】保健福祉課（食生活改善会事務局） 

ＴＥＬ ６８－６７１７ 

「生き活きフェア」の開催について 
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】１１月１７日（土）・１８日（日） １０：００～２０：００ 

※１８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） 

【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】社会福祉法人児童愛護会 青松学園 

長生郡一宮町一宮３８９ 

ＴＥＬ ０４７５－４２－３８６９ 

１１月から１２月は 
「労働保険適用促進強化期間」です 

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。農林水産の

事業の使用労働者５人未満の個人事業主を除き、労働者を１人

でも使用する事業主は、労働保険徴収法により労働保険に加

入手続きをしなければならないことになっています。 

労働保険は、労働者が、業務災害や通勤災害を被ったときに 

療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。 

雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を行うほ

か、事業主の方には失業予防及び雇用の改善等の措置に対し

て各種助成金を支給する制度です。 

いずれも事業主に加入が義務付けられています。未手続事

業の事業主は至急、加入手続きをしてください。 

詳細については、千葉労働局労働保険徴収課または最寄り

の労働基準監督署、ハローワーク（公共職業安定所）にお問い

合わせください。 

【問合せ】千葉労働局労働保険徴収課 ＴＥＬ ０４３－２２１－４３１７ 

茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１ 

ハローワークいすみ ＴＥＬ ０４７０－６２－３５５１ 

ご存知ですか？労働委員会にて 
個別的労使紛争のあっせんを行っています 
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じ

た解雇・パワハラ・労働条件の不利益変更などの労働関係のトラ

ブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩み

寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせん」を

行っています。 

あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請できま

す。あっせんを希望される方は、お気軽にお問い合わせください。 

【問合せ・申請先】千葉県労働委員会事務局（千葉県庁舎７階） 

ＴＥＬ ０４３－２２３－３７３５ 

 
オリーブ講習会を実施します 

町では、生涯活躍のまち・おんじゅく（御宿版 CCRC）構想
の取り組みとして、オリーブ等を活用した地域活性化と人材育
成の取り組みを進めています。つきましては、以下の日程によ
りオリーブ講習会を実施しますので、参加を希望される方はお
申し込みください。 
【日時】１１月２７日(火) １３：３０から 
【場所】役場 ２階大会議室 
【講師】株式会社オリーブアカデミー 古賀代表 
【内容】オリーブの苗木の説明、栽培方法、土作り、販売方法等 
【参加費】無料 
【申込期間】１１月２２日(木)まで ※先着８０名 
【申込み・問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

オリーブ視察研修を実施します 
以下の日程によりオリーブ視察研修を実施しますので、参

加を希望される方はお申し込みください。 
【日時】平成３１年１月１５日（火） 

役場保健センター前に８：４５集合 
【行き先】神奈川県二宮町 株式会社ユニバーサル農場 
【内容】オリーブ圃

ほ

場の視察、栽培方法、土作り、販売方法等 
【参加費】無料（バスを用意します） 

※昼食は個人負担となります。 
【申込期間】１２月１４日(金)まで ※先着４０名 
【申込み・問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

平成３１年度千葉県生涯大学校 
学生を募集します 

【応募条件】健康、仲間づくり、社会参加に興味のある千葉県
在住の方で、原則６０歳以上の方（昭和３４年４月
１日以前生まれ） 

【募集期間】１１月９日（金）～１２月２８日（金） ９：００～１７：００ 
※土曜日、日曜日、祝日は受付できません。 
※郵送の場合は１２月２８日（金）消印有効 

【願書配布場所】 
生涯大学校各学園、町保健福祉課福祉介護班（役場２階）、
各地域振興事務所、各健康福祉センター（各保健所）、県庁
高齢者福祉課 
※郵送希望の場合、１４０円切手を貼付した返信用封筒（角２）
を封入し千葉県生涯大学校事務局へ郵送してください。 

※千葉県ホームページからも入手できます。 
ホーム＞くらし・福祉・健康＞福祉・子育て＞高齢者＞高齢
者支援＞千葉県生涯大学校 

【提出先・問合せ】 
〒２６０－０８０１ 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 
千葉県生涯大学校事務局 ＴＥＬ ０４３－２６６－４７０５ 

http://onjuku.or.jp/

