
会計年度任用職員を募集します 
≪  町営ウォーターパーク 監視員・チケット等販売 ≫  

【勤務内容・募集人数・時給】 
(１) プール監視員 ７名程度 時給：１,１０３円～１,１６９円 
(２)チケット・売店販売、開閉園作業 １０名程度 時給：９５３円 
【勤務期間】７月１６日（土）～８月３１日（水） 原則週休２日 
 ※土日祝日勤務あり（勤務日数応相談） 
【勤務時間】８：３０～１７：１５（７時間４５分勤務） 
【応募要件】年齢不問 
≪  清掃作業員 ≫  
【勤務内容】海岸清掃、公衆トイレ清掃、町内草刈などの 
町内美化作業、清掃センター作業 等 

【募集人数・時給】２名 時給：９８３円 
【勤務期間】７月１１日（月）～８月３１日（水） 

８：３０～１７：３０（７時間３０分勤務） 原則週休２日 
※土日・祝日勤務あり 

【応募要件】年齢不問、普通自動車免許（MT車）を有する方 
 ～ 共通事項 ～ 
【応募方法】令和４年度会計年度任用職員応募申込書に必要
事項を記入のうえ、写真を貼付し、６月２０日（月）までに総務課
行政班（４階③窓口）へ直接（土日を除く、８：３０～１７：１５）また

は郵送（締切日必着）で提出してください。 
※応募申込書は、町ホームページからダウンロードまたは総務
課窓口で配布しています。郵送を希望する方は、１２０円切手を
貼った返信用封筒（角２A４サイズ）を同封し、『御宿町会計年度
任用職員応募申込書希望』と明記して総務課まで送付してくだ
さい。 
【面接日程】６月２７日（月）、２８日（火）のいずれかの日 
※詳細は後日連絡します。 
【申込・問合せ】〒２９９－５１９２御宿町須賀１５２２ 
総務課行政班 TEL ６８－２５１１ 

ハーブ体験教室の開催について 
公民館文化体験プログラムとして、ハーブ体験教室を開催し

ます。ハーブの香りを体験しながら、様々な効能や楽しみ方を

学んでみませんか。お気軽にご参加ください。 

【日時】７月１３日（水） １４：００～１５：３０（予定） 

【場所】御宿町公民館 大会議室 

【定員】２０名（先着順） 

【費用】無料 

【講師】三育学院大学講師 竹上嘉征先生 

【申込方法】７月１日（金）までに電話にてお名前、住所、年齢、

電話番号を公民館までお知らせください。 

【申込・問合せ】御宿町公民館 TEL ６８－２９４７ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 令和４年６月１０日  ＮＯ．８４２ 

郵便等投票制度について 
〇郵便等による不在者投票制度のお知らせ〇 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険被保険者証

をお持ちで以下に該当する方は、自宅などで郵便による不在者

投票ができます。 

この制度を利用するには「郵便等投票証明書」の交付が必要

です。 

必要な方は町選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 
 
 

 

 
 

 

〇特例郵便等投票制度のお知らせ〇 

新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療

養」等をされている方で一定の要件に該当する場合は、特例郵

便等投票ができます。 

特例郵便等投票を利用した投票用紙の請求方法等について

ご不明な点は選挙管理委員会へお問い合わせください。 

【問合せ】御宿町選挙管理委員会 TEL ６８－２５１１ 

 

行政書士による無料相談会 
【日時】６月１９日（日）１０：００～１４：００ 

【場所】御宿町公民館中会議室 

【相談内容】 

・相続手続きと遺言書作成 

・成年後見制度に関すること 

・各種契約書と内容証明郵便の作成 

・法人設立に関すること 

・建設業、風俗営業など各種許認可申請に関すること 

※予約は不要です（先着順） 

新型コロナウイルスの感染状況により電話相談会となる場合が

あります。 

【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 

      無料相談会担当 行政書士 髙橋 英彦 

      TEL ０４７０－６２－５７７６ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

千葉いのちの電話 第３４期ボランティア 
相談員募集事前説明会・講演会について 

社会福祉法人千葉いのちの電話では、「第３４期ボランティア

相談員募集」に先立ち、事前説明会と講演会を行います。 

① ７月６日（水）１０：００～１１：００ （受付９：３０～） 

【場所】CID ビル （千葉市中央区本町３－１―１６） 

【内容】事前説明会 （先着３０名） 

② ７月３１日（日）１０：００～１２：００ （受付９：３０～） 

【場所】CID ビル （千葉市中央区本町３－１―１６） 

【内容】公開講演会「自分をいかす」 

常山吾郎 氏 （臨床心理士） 

事前説明会 （先着３０名） 

【申込・問合せ】 

社会福祉法人千葉いのちの電話 事務局  

（月～金 ９：００～１７：００） 

TEL ０４３－２２２－４４１６ 

HP https://www.chiba-inochi.jp/ 

 

ちば南東部地域若者サポート 
ステーション（若者就労支援機関） 

ちば南東部地域若者サポートステーション（通称サポステ）

は、働くことに踏み出したい１５歳～４９歳までの本人やご家族を

対象に就労支援を行っています。「働き出す力」を引き出し「職

場定着するまで」を全面的にバックアップする厚生労働省委託

の支援機関です。 

【日時】月～金曜日 ９：００～１７：００ 

（年末年始、祝日を除く） 

【場所】茂原市茂原６４３ スズキビル３階 

【予約】月～金曜日（祝日を除く）利用料無料 

【電話】０４７５－２３－５５１５ 

【FAX】０４７５－３６－５７２２ 

【メールアドレス】chiba-nantou@mail.o-hara.ac.jp 

【ホームページ】https://chibanantosaposute.com 

 

HP 

▲ 

 介護保険被保険者証をお持ちの方 　○要介護状態区分が要介護５

 身体障害者手帳をお持ちの方

 戦傷病者手帳をお持ちの方

　○両下肢、体幹または移動機能の障害が１級または２級
　○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または
    小腸の障害が１級または３級
　○免疫、肝臓の障害が１級から３級

　○両下肢または体幹の障害が特別項症から第２項症
　○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
    肝臓の障害が特別項症から第３項症

https://www.town.onjuku.chiba.jp/
https://www.chiba-inochi.jp/
mailto:chiba-nantou@mail.o-hara.ac.jp
https://chibanantosaposute.com/


犬及び猫のマイクロチップ義務化について 
令和４年６月１日から、ペットショップ等の動物を販売する者に

対して、販売に供する犬猫のマイクロチップの装着及び環境省

指定の登録機関への情報登録が義務化されました。また、マイ

クロチップが装着済みの犬猫をペットショップ等で購入した飼い

主は、登録情報の変更をパソコンまたはスマートフォンから申請

する必要があります。（※１） 

なお、すでに飼育している犬猫については、本制度の対象と

はなりませんが、すでに民間事業者が実施しているマイクロチッ

プ事業（日本獣医師会のアイポ等）へ登録をしている方につい

ても、別途環境省が指定する登録機関への登録も可能です。

（※２） 

マイクロチップとは…動物の体に埋め込む IC チップ。（15 桁

の番号が記録されており、専用の機械で読み込むことで、番号

がわかります。その番号から、データベースに登録している飼い

主の情報を照合することで、迷子犬等を飼い主の元へ返すこと

ができます。） 

【問合せ】全町公園課 TEL ６８－６６９４ 

(※１)登録情報変更サイト   (※２)移行登録サイト 

https://reg.mc.env.go.jp   https://www.aipo.jp/transfer 

 

 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

〇相談時間は、９：００から１２：００までです。 

〇来所の際は、マスクをご着用ください。 

〇相談時間中は電話での相談も受け付けています。 

〇来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠
慮ください。 

〇新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合

は中止となります。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 

ONJUKU2030みらい創造WS 
～第 5次御宿町総合計画策定ワークショップ～ 

町では将来のまちづくりの方向性を示す、第５次御宿町総合
計画を策定中です。計画期間は令和５年度から令和１２年度（２
０３０年度）までの８年間です。 

本計画の策定にあたり、町民の方々の生の声や意見を反映
させるため、以下のとおりワークショップを開催しますので、参加
を希望される方は企画財政課へご連絡ください。 

御宿町の「みらい」について、参加者の皆さん同士で、楽しく
自由に意見を出し合っていただきます。専門的な知識は不要で
す。お気軽にご参加ください。 
【開催日時】 ※全３回全て参加する必要があります。 

第１回 ７月 １日（金） １８：３０～２０：３０ 
第２回 ７月１５日（金） １８：３０～２０：３０ 
第３回 ７月２９日（金） １８：３０～２０：３０ 
【場所】役場 2 階大会議室 
【対象】高校生以上の御宿町に住所を有する方 
【申込方法】企画財政課（４階②窓口）へ直接または電話でお申
込みください。 
※参加希望者数の状況により、選考とさせていただく場合もあり
ますのでご了承ください。 

【申込期限】６月２７日（月） 

【申込・問合せ】企画財政課 TEL ６８－２５１２ 

国保国吉病院組合職員の募集について 
国保国吉病院組合では、令和４年度に即戦力として中途採

用の職員を以下のとおり募集します。 

 

 

 

 

 

 

【勤務場所】 

いすみ医療センター又は介護老人保健施設シルバーハピネス 

【申込方法】履歴書（写真貼付）に資格免許証の写しを添付の

上、いすみ医療センター総務課へ持参又は郵送してください。 

【受付期間】随時 

【試験日時】随時 

【試験場所】いすみ医療センター 

【問合せ】いすみ市苅谷１１７７ いすみ医療センター 総務課 

TEL ０４７０-８６-２３１１ 

HP  https://www.isumi-ic.jp/ 

令和４年度県民の日夷隅地域行事 
夷隅ワクワクデジタルスタンプラリー２０２２ 

県民の日夷隅地域実行委員会では、６月１５日の県民の日を

記念して、デジタルスタンプラリーを実施します。夷隅地域（勝

浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町）の観光施設等を巡って、

スマートフォンやタブレットでスタンプを集めて応募すると、抽選

で夷隅地域の特産品などをプレゼント！ 

【実施期間】６月１５日（水）～８月３１日（水） 

※新型コロナウイルスの感染状況により変更の可能性あり 

【スタンプ設置場所】海の博物館、国吉神社、道の駅たけゆらの

里おおたき、月の沙漠記念館など、夷隅地域（勝浦市、いすみ

市、大多喜町、御宿町）の観光施設等 全４０箇所。 

※スタンプの取得方法は施設によって異なります。 

【景品】 

・１等 いすみ市の味覚堪能セット ２名 

・２等 山猫ジェラートセット   ５名 

・３等 勝浦タンタンメンセット １５名 

・４等 魚介粕漬セット     ３０名 

・５等 チーバくんグッズ    ５０名 

【応募方法】 

スタンプラリーサイト上応募フォームより必要事項を入力して応

募してください。 

スマートフォン等をお持ちでない方は、応募者の同居家族に限

り、ちば電子申請サービスより応募できます。 

【応募締切】８月３１日（水） 

【問合せ】〒２９８－０２１２ 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 

県民の日夷隅地域実行委員会事務局 

（千葉県夷隅地域振興事務所企画課） 

TEL ０４７０－８２－２２１１ ＦＡＸ：０４７０－８２－４１６４ 

ＨＰ 県民の日夷隅地域行事については県民の日 夷隅２０２２ 

で検索。 

※行事内容は、令和４年４月時点のものです。内容が変更にな

る場合がありますので、ご応募いただく前にホームページ等によ

り詳細をご確認ください。 

 

開催日 場所 相談内容

７／２２（金） 地域福祉センター  一般相談・人権相談

７／　１（金） 地域福祉センター
 一般相談・行政相談
 障害者相談

試験職種 採用予定者数 受験資格

 看護師 若干名
 昭和61年4月2日以降に生まれた者で、
 資格免許を取得している者

 理学療法士
 または作業療法士

若干名
 昭和56年4月2日以降に生まれた者で、
 資格免許を取得している実務経験５年以上を有する者

介護福祉士 若干名
 昭和46年4月2日以降に生まれた者で、
 資格免許を取得している実務経験３年以上を有する者

https://reg.mc.env.go.jp/
https://www.aipo.jp/transfer
https://www.isumi-ic.jp/

