
御宿町の職員を募集します 
町では、令和５年度採用職員を募集します。詳細について

は、配布する受験案内でご確認ください。 

【試験職種・採用予定人数等】 
 

 

 
 
 
 
 

【申込方法】 

『令和４年度 職員採用試験申込書』に必要事項を記入のう

え、別添様式の志望動機を添えて、総務課（役場４階③窓口）

へ提出してください。（郵送可） 

試験申込書及び志望動機記入用紙は同課で配布します。 

（配布時間は土日祝日を除く８：３０～１７：１５） 

郵送希望者は「採用試験申込書希望」と記入した封筒に１２０

円切手を貼った返信用封筒（郵便番号、住所、氏名を明記、角

２Ａ４サイズ）を同封し、送付してください。 

【受付期間】７月２５日（月）から８月８日（月） 締切日消印有効 

  ※土日を除く。受付時間は、８：３０～１７：１５ 

【試験日時及び場所】 

○第１次試験  ９月１８日（日） 

受付時間 ９：００～９：３０  試験開始 １０：００ 

教養試験等を実施 

会場：御宿町役場２Ｆ会議室 

○第２次試験  面接試験等を予定 

詳細については、第１次試験合格者に別途通知します。 

【採用予定時期】 

採用試験の合格者は、原則として令和５年４月１日採用となりま

す。ただし、受験資格がないこと、受験申込書等提出書類の記

載事項が事実と異なる場合、又は採用時に必要な書類が提出

できない場合は採用を取り消すことがあります。 

【申込・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 ６８－２５１１ 

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７月８日  ＮＯ．８４４ 

会計年度任用職員を募集します 
【勤務内容・募集人数】 

おんじゅく認定こども園における保育業務 １名 

【勤務期間】令和４年８月１日（月）～令和５年３月３１日（金） 

【勤務時間】７：３０～１９：００のうち７時間３０分 

原則週休２日（日曜日、他１日） 

【時給】１，００２円 

【応募要件】保育士資格を有する方、年齢不問 

【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、資格の有無がわかる書類とと

もに７月２２日（金）までに総務課行政班（４階③窓口）へ直接

（土日祝日を除く、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するか総務

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】７月２７日（水） ※詳細は後日連絡します。 

【申込・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 ６８-２５１１ 

夷隅郡市広域市町村職員を募集します 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合では、令和５年４月１日付

採用の消防職員を募集します。 

【試験職種・募集人員等】 

 
 

身体基準等の受験要件があります。詳しくは、組合のホーム

ページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

【試験日時】第１次試験  ９月１８日（日） 

【受付期間】７月２５日（月）から８月８日（月） 締切日消印有効

※土日を除く。受付時間は、８：３０～１７：１５ 

【申込書配布場所】 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局及び消防本部にて配

布を開始しています。 

※組合のホームページからもダウンロードできます。 

【申込・問合せ】〒２９８－０１２４ いすみ市弥正８８番地１   

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局  

総務課 庶務係  TEL ０４７０－８６－６６００ 

ホームページ http://www.isumi-kouiki.com 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

交通災害共済の加入・更新時期です 
～各地区出張受付を行います～ 

交通災害共済は、住民相互の共済制度で、千葉県市町村総
合事務組合と県内市町村が共同で運営している制度です。 

現在、交通災害共済に加入されている方は、令和４年８月３１
日で期間が満了となります。 

以下の日程で出張受付を行いますので、加入申込書に必要
事項を記入のうえ、会費を添えて申し込みください。 
年会費 ７００円 

 

見舞金の額 
① 死亡見舞金 １５０万円 
② 傷害見舞金（入院・通院実日数に応じて）２万円～５０万円 

③ 身障見舞金（身体障害等級１級又は２級）５０万円 
④ 交通遺児見舞金 遺児 1 人につき１０万円 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
※記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのま
ま会場へお持ちください。 
※会費については、お釣りが無いよう準備をお願いします。 
※町内のこども園並びに小中学校の児童・生徒で、すでに集団

会員加入されている方は、申し込みの必要はありません。 
※総務課（４階③窓口）もしくは、公民館にて随時申し込みを受

け付けています。 
※来所の際は、マスクをご着用ください。 
【問合せ】総務課 防災総合対策班 TEL ６８－２５１１ 

職　種 募集人員 受　験　資　格 第１次試験内容

消防職
(初級)

若干名
平成６年４月２日から平成１７年４月１日
までに生まれた方

教養（択一式）試験
作文試験
消防適性検査

受　付　日 時　　間 場　　　所

　須賀区民館

　上布施コミュニティ消防センター

　六軒町消防庫

　浄水場（実谷・七本地区）

　岩和田青年館

　御宿台集会所

　新町会館

　久保区民館

９：００～１０：００
　浜青年館
　高山田区民館

７月２５日（月）

１０：３０～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：３０～１５：３０

１６：００～１７：００

試験職種 採用予定数 受　　験　　資　　格

行政（上級） 若干名
昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方で、
学歴を問わない。

行政（初級） 若干名
平成６年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方。
（学校教育法による大学（４年制以上のもの）を卒業した者又は
令和５年３月までに卒業見込みの者は受験できません。）

保健師 若干名
昭和５７年４月２日以降に生まれた方で、保健師の免許を有する
方又は令和５年３月末までに当該免許を有する見込みの方。

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


令和４年度住民税非課税世帯等に対する 
臨時特別給付金を支給します 

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に

おいて、真に生活に困っている方々への支援措置の強化とし

て、住民税非課税世帯に対して１世帯あたり１０万円の臨時特

別給付金を支給します。なお、令和３年度の非課税世帯等臨時

特別給付金（家計急変世帯含む）をすでに受給した世帯は、対

象外となりますのでご注意ください。 

詳しくは、全戸に配布する制度概要チラシ又は町ホームページ

をご覧ください。 

【支給額】 １世帯あたり１０万円 

【支給対象世帯】 

① 令和４年度住民税均等割非課税世帯 

令和３年１２月１０日において、日本全国いずれかの市区町

村に住民登録されている者（住民登録はないが、日本国内で生

活していた者を含む）であり、かつ、令和４年６月１日に御宿町

に住民登録があり、世帯全員の令和４年度分の住民税均等割

が非課税である世帯 

② 家計急変世帯 

①のほか、申請時に御宿町に住民登録があり、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年１月以降

の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準であると認

められる世帯 

※ただし、①②ともに世帯全員が、住民税が課税されている他

の世帯の親族等の扶養を受けている（地方税法の規定による青

色事業専従者及び事業専従者を含む）場合は対象外となりま

す。 

【申請期限】９月３０日（金） 

※ただし、令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金の非課税世帯分の申請書の申請期限は１０月３１日（月）

です。 

【問合せ】御宿町臨時特別給付金相談専用ダイヤル 

ＴＥＬ ０４７０－６４－４５４５ 

おんじゅく花火大会を中止します 
 令和４年「おんじゅく花火大会」は、諸般の事情により中止とさ

せていただきます。 

開催を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をおかけい

たしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

【問合せ】おんじゅく花火大会実行委員会 

ＴＥＬ ６８－２４１４（御宿町観光協会） 

粗大ごみの戸別収集を実施します 
 

 

【申込方法】 

用紙に粗大ごみ収集希望と記載し、住所、氏名、電話番号、品

目を明記のうえ、FAX・持参・郵送（ハガキ可）いずれかの方法

にて、清掃センター（持参する場合は役場全町公園課でも可）

まで提出してください。 

※書式は問いません。 

※収集するものは１回の申込みで５点までです。 

【実施の連絡】 

申込締切後、収集時間を調整し、申込者に電話で連絡します。 

【処理料金(手数料)】 

１ｋｇ当たり９０円。積み込みの際に計量を行い、その場で料金を

頂きます。また、家電４品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、

洗濯機、衣類乾燥機)は、郵便局でリサイクル料金を支払い、リ

サイクル券を用意した物のみ収集が可能となり、別途に指定引

取場所までの運搬料(１ｋｇ当たり３円)を頂きます。 

【申込・問合せ】  

御宿町清掃センター（御宿町久保１０４１） 

TEL・FAX ６８－４６１３ 

太陽光パネル・蓄電池の 

共同購入を募集します 
県では、太陽光パネルや蓄電池をグループ購入することで、

割安な価格で設置することができる事業を実施しています。 

 自宅で発電できる太陽光パネルをみんなでお得に購入してみ

ませんか？ 

詳しくは、みんなのおうちに太陽光事務局またはホームページ

をご覧ください。 

※パネルの大きさや設置枚数により価格や割引率は変動いた

します。 

※当事業により蓄電池を購入した場合、町の補助対象とはなり

ません。 

【受付期間】８月３１日（水）まで 

【問合せ】みんなのおうちに太陽光事務局 

TEL ０１２０－７５８－３００ （１０：００～１８：００） 

URL https://group-buy.jp/solar/chiba/home 

海岸クリーンキャンペーンを実施します 
町自慢の海岸をみんなできれいにしませんか？ 

たくさんの方のご参加、ご協力をお待ちしています。 

【日時】７月１６日（土）９：３０～１０：３０ 

【清掃場所】浜海岸、中央海岸、浦仲海岸、岩和田海岸 

・ごみ拾い等が出来る服装で、軍手・清掃用具は各自お持ちく

ださい。 

・お車でお越しの方は、須賀多目的広場駐車場をご利用くださ

い。 

・海岸清掃用ごみ袋は、各海岸にて配布します。 

【問合せ】全町公園課  TEL ６８－６６９４ 

『海女の写真展＆文化遺産展』 

を開催しています 

現在、歴史民俗資料館では『網代湾で輝いた海女の写真展

＆知ってますか御宿の文化遺産展』を開催しています。 

 今回の企画展では、かつて御宿の海を彩った海女の写真や

当館に所蔵する指定文化財を展示しています。皆様ぜひご来

館ください。 

【期 間】令和５年５月２１日（日）まで 

【入館料】無料 

【休館日】毎週月曜日及び火曜日、祝日、年末年始  

※火曜日が祝日の場合は翌水曜日も休館 

【問合せ】歴史民俗資料館 TEL ６８－４３１１ 

「心配ごと相談所」を開設しています 
 

 

 

 

 

 

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 

実施予定日 ７月２８日（木） ８月２５日（木） ９月２２日（木）

申 込 締 切 ７月１５日（金） ８月１５日（月） ９月１５日（木）

HP ▶  

▲ 
HP 

開催日 場所 相談内容

　８／　２（火） 　地域福祉センター
　一般相談・行政相談
　障害者相談

　８／２２（月） 　地域福祉センター 　一般相談・人権相談

https://group-buy.jp/solar/chiba/home

