
 

千葉県議会議員一般選挙について 
４月７日（日）は千葉県議会議員一般選挙の投票予定日です。 

【投票時間】７：００～２０：００ 

【期日前投票・不在者投票】 

投票日当日、仕事やレジャー、冠婚葬祭等で投票所へ投票

に行けない場合や病院等に入院中の方、他の市町村に滞在予

定の方などは、期日前投票または不在者投票ができます。 

 
 

【御宿町で投票できる方は以下の要件をすべて満たしている方

です】 

①日本国民であること 

②平成１３年４月８日以前に生まれた方 

③平成３０年１２月２８日までに御宿町に転入の届出をした方で、

引き続き３カ月以上御宿町に住所を有している方 

④公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと 

【最近引越しされた方へ】 

平成３０年１２月２９日以降、現住所地の千葉県内市町村に転

入届を提出された方は、 

①転入前の住所が千葉県外である場合 

→今回の千葉県議会議員選挙の投票はできません。 

②転入前も千葉県内の市町村に住所を有していた場合 

→原則として、転入前に３カ月以上住み続けた住所地の選挙

区での投票ができます。 

※千葉県内のいずれかの市町村に３カ月以上住み続け、以

降、継続して、千葉県内に住所があることが必要です。 

この際、市区町村で発行される「引き続き県内に住所を有す 

ることの証明書」を提示するか、投票所において投票管理者

に対して「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」を

する必要があります。 

また、転入前に３カ月以上住み続けた住所地の選挙管理委

員会から投票用紙等を取得し、現住所地の市区町村選挙管理

委員会で不在者投票を行うこともできます。詳しくは、選挙管理

委員会にお問い合わせください。 

『おもいのせ みらいをたくす とうひょう日』 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
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発行日 平成３１年３月８日  ＮＯ．７６４ 

消費者被害啓発セミナーを開催します 
～近隣で起きている事例を学び予防に役立てましょう～ 

申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。 

【日時】３月２８日（木） １４：００（４５分程度） 

【場所】公民館 1 階和室 

【講師】いすみ警察署員 

【問合せ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

狂犬病予防集合注射を実施します 
狂犬病予防法により、犬の飼い主には、飼い犬に毎年１回の

狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。 

町では、県獣医師会と連携し狂犬病予防注射を実施します。 

【日時・場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【費用】３,５００円（注射料金２,９５０円＋注射済票交付手数料５５０円） 

※おつりの無いようにご用意ください。 

【注意事項】 

・上記のとおり２日間での実施となりますが、どの会場でも接種

を受けることができます。ご都合のよい会場にお越しください。 

・町に登録の無い犬は集合注射を受けられません。登録や他の

市町村からの転入等の各種手続きは、事前に建設環境課環

境整備班（役場３階⑤窓口）で済ませてください。 

・犬の登録をしている飼い主の方には、事前に通知（ハガキ）を

お送りしますので、当日ご持参ください。 

・会場で飼い犬がフンをした場合は、飼い主が責任をもって片

付けてください。 

・都合により集合注射を受けられない場合は、必ず動物病院で

接種してください。 

※雨天等により延期となる場合は、当日の朝に防災行政無線で

お知らせします。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

軽自動車に変更はありませんか？ 
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。

また、使用していなくて、ナンバーを返納しない場合も課税対象

になります。平成３０年度中に名義変更等がある場合は、３月３

１日までに廃車や名義変更の手続きをしてください。 

なお、手続きをする際には、車種に応じて問い合わせ先が異

なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】税務住民課 税務班 ＴＥＬ ６８－６６９２ 

２０１９年度「男の料理教室」募集について 
社会福祉協議会では料理を通して栄養・調理・保健・福祉な

どを学ぶ「男の料理教室」の受講生を募集します。 

【開催回数】年９回開催 

【開催日】現在調整中 

【時間】９：００～１３：００ 

【場所】御宿町保健センター 

【対象】６０歳以上の男性 ２０名 

※受講希望者が１５名未満の場合は開催しません。 

【費用】材料費 年間３，０００円 

【募集期間】４月２６日（金）まで 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

会　場

９：００ ～ ９：５０ 公民館

１０：００ ～ １０：３０ 六軒町消防庫前

１０：４０ ～ １１：１０ 新町会館前

１１：２０ ～ １１：５０ 浜青年館前

１２：００ ～ １２：３０ 岩和田青年館前

９：００ ～ ９：３０ 高山田消防庫前

９：４０ ～ １０：１０ 上布施コミュニティ消防センター前

１０：２０ ～ １０：５０ 実谷消防庫前

１１：００ ～ １１：５０ 御宿台ふれあい広場

４月１５日（月）
【雨天延期の場合】

５月１０日（金）

日　時

４月１２日（金）
【雨天延期の場合】

５月９日（木）

期間 時間 場所
３月３０日（土）～
           ４月６日（土）

８：３０～２０：００ 役場 ２階 中会議室

車種 手続きをする場所

原動機付自転車（１２５cc以下）
役場税務住民課　税務班
（３階７番窓口）

小型特殊車 TEL ６８－６６９２

軽自動車検査協会　袖ヶ浦支所

TEL ０５０－３８１６－３１１６
（コールセンター）

軽二輪（１２５cc超～２５０cc以下）
千葉運輸支局　袖ヶ浦自動車検査
登録事務所

二輪小型自動車（２５０cc超）
TEL ０５０－５５４０－２０２５
（テレホンサービス）

軽自動車（乗用／貨物）

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


 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 

千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバ

イト等を含む）とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」

（地域別最低賃金）が改正されています。                                 

平成３０年１０月１日から 

時間額  ８９５ 円 

(従来の８６８円から２７円引上げ) 

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することは

できません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律

により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなさ

れます。 

最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部

賃金室又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。 

【問合せ】千葉労働局労働基準部賃金室 

ＴＥＬ ０４３－２２１－２３２８ 

茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１ 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 
千葉支部からのお知らせ 

【２０１９年度保険料率について】 

協会けんぽは、主に中小企業で働く方やそのご家族が加入さ

れている健康保険で全国に約３，９００万人（千葉支部は約９６万

人）の加入者がいます。 

２０１９年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率について

は、本年３月分（４月納付分）より現状の９．８９％から９．８１％に

引き下げとなります。一方、介護保険料率（全国一律）について

は、現状の１．５７％から１．７３％に引き上げとなります。 

【問合せ】協会けんぽ千葉支部企画総務グループ 

ＴＥＬ ０４３－３０８－０５２２ 

【特定健診について】 

協会けんぽでは、加入者のご家族（４０～７４歳の被扶養者）を

対象に特定健診を実施しています。健診費用の一部を協会けん

ぽが補助しますので、年に一度は健診を受診しましょう。なお、健

診受診に必要な受診券は、４月上旬に加入者ご本人の自宅へお

送りします。 

【問合せ】協会けんぽ千葉支部健診専用ダイヤル 

ＴＥＬ ０４３－３０８－０５２５ 

御宿児童合唱団おさらい会を開催します 
第２４期おさらい会（発表会）を次のとおり開催します。 

子どもたちは一生懸命練習に励んでいます。元気いっぱいの歌

声をぜひ聴きに来てください。 

【日時・場所】３月２４日（日） １３：３０開演 公民館大ホール 

【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

御宿児童合唱団第２５期生を募集します 
御宿児童合唱団の新入団員を募集します。毎週土曜日の午

後、公民館で活動しています。 

【対象者】こども園年中から小学校６年生まで 

※未就学児は活動時の保護者付き添いが必要です。 

【申込・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

オリーブ苗木の注文を受け付けます 
町では、生涯活躍のまち・おんじゅく（御宿版 CCRC）構想の

一つとして、オリーブ等を活用した地域活性化と人材育成に向

けての取組みを進めています。これまで、オリーブ講習会や視

察を実施し、オリーブの苗木の選定や植付け、また活用方法等

の知識を深めオリーブによるまちづくりを推進しています。 

 第１回目の講習会で説明したトルコ産（品種：ゲムリック）の良 

質な苗木の注文を受け付けます。 

【詳細】 

トルコ産の苗木 １本：２，０００円 

①安価で購入できます。 

（この苗木は、町が一部助成しているので２，０００円で購入で

きます。） 

②幹が太く根が多いので成長力があります。 

（苗木（２～３年生木 丈約５０cm）は、幹が太いので（直径 

１．５～２．０cm）新芽が出やすい。） 

【購入条件】 

・御宿町内での植栽とする。（町外には持っていかないこと） 

・町外の者に対しての代理購入はしないこと。 

・地域活性化のため特産加工品の利活用等に協力できる方。 

(葉や実を加工品にして御宿特産品を開発します。） 

【申込方法】 

注文用紙は産業観光課（役場４階①窓口）で配布しているほ

か、町ホームページからもダウンロードできます。３月１８日（月）

までに産業観光課へ提出してください。 

※本数に限りがありますので、注文が多い場合は調整させてい

ただくことがあります。 

【問合せ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

自衛官等を募集します 

防衛省では「予備自衛官補」「幹部候補生」「一般曹候補生」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（千葉地方協力本部） 〒２９７－００２２ 茂原市町保３－２１７ シティビル２階） 

ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

一般公募 技能公募 一般要員
飛行要員

（海・空のみ）
歯科・薬剤科

応募資格
１８歳以上３４歳
未満の方

１８歳以上で別に示す国家
資格等有する方(資格により
５５歳未満までの方)

専門の大卒（見込含）
２０歳以上３０歳未満の方
（薬剤科は２８歳未満の方）

１８歳以上３３歳未満の方

受付期間
３月１日(木)～５月１５日(水)

※締切日必着

試験期間

１次試験　５月１１日(土)
２次試験
　６月１１日(火)～６月１４日(金)
のうち指定する１日

１次試験　５月２５日(土)
２次試験
　６月２６日(水)～７月１日(月)のうち
指定する１日

合格発表

１次試験合格者　６月３日（月）
最終合格者
　陸：７月２６日（金）、
  海・空：８月２日（金）

１次試験合格　６月７日（金）
最終合格　７月２６日（金）

入(校)隊等

待遇・その他

【身分】特別職国家公務員
【初任給】１６７，７００円
(２０１８年１月１日現在)
※学歴・職歴等により異なります。

３月１日(木)～５月１日(金)
※締切日必着

４月１２日(金)まで
※締切日必着

４月２０日(土)～２４日(水)のうち、指定する日

５月１７日(金)

採用候補者名簿に記載され上位者から順次採
用予定者となります。

【身分】非常勤特別職国家公務員
(所定の教育訓練終了後、予備自衛官として任
用)
【訓練手当】日額７，９００円(２０１８年参考)

【身分】特別職国家公務員
【初任給】２２３，１００円、修士課程修了者等：２４２，２０００円、大学院卒者等：２４４，２００円、
歯科・薬剤科：２４３，１００円　(２０１８年１月１日現在)
※学歴・職歴等により異なります。

幹部候補生

一般曹候補生

２２歳以上２６歳未満の方
大学院卒（修士課程終了)の方は２８歳未満

募集種目

予備自衛官補

１次試験　５月１１日(土)・１２日(日)
２次試験　６月１１日(火)～１４日(金)のうち、指定する日
３次試験※飛行要員で２次試験合格者のみ
　海：７月８日(月)～１２日(金）、空：７月１３日(土)～８月１日(木)

１次試験合格者　６月３日（月）
２次試験合格者　※飛行要員のみ
　海７月１日（月）、空７月５日（金）
最終合格者
　陸：７月２６日（金）、海：８月２日（金）、空：８月３０日（金）

２０２０年３月下旬から４月上旬


