
会計年度任用職員を募集します 

【職種・勤務内容】 

児童厚生員・放課後児童支援員・児童館職員のいずれか 

御宿児童館における事業・事務の補助 

【募集人数・時給】１名 時給９８４円 

【勤務期間】令和４年１２月１日（木）～令和５年３月３１日（金） 

【勤務時間】８：３０～１８：３０のうち７時間３０分 

【週休日】週２日（シフトによる）、祝日 

【応募要件】年齢不問 

児童厚生員：保育士、教員、社会福祉士等の資格をお持ちの方 

放課後児童支援員：放課後児童支援員の認定を受けている方 
【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１１月２１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】１１月２４日（木） ※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 

令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰 

緊急支援給付金を支給します 
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に

家計への影響が大きい住民税非課税世帯や家計急変世帯に対

して１世帯あたり５万円を支給します。 

【支給対象世帯】 

① 令和４年度住民税均等割非課税世帯 

② 家計急変世帯 

（注）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。 

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。 

【申請期限】令和５年１月３１日（火） 

【問合せ】御宿町臨時特別給付金窓口 

TEL ０４７０－６４－４５４５ 

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１１月１０日  ＮＯ．８５２ 

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。 
【試験実施日時】１１月１６日（水）１１：００ 
【試験で行う放送内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※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
て瞬時にお伝えするシステムです。 
※２ この試験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 
 

乳がんについて学ぼう 
女性の９人に１人は乳がんになるといわれています。 

公民館では、城西国際大学との共催により乳がん予防のため

の生活習慣などを知っていただく公開講座を開催します。 

入場は無料です。お気軽にご参加ください。 

【日時】１２月１日（木） １３：３０～１５：００（終了予定） 

【場所】御宿町公民館 大会議室 

【講師】城西国際大学看護学部看護学科 大森直哉教授 

【テーマ】生活習慣が乳がん罹患リスクに与える影響 

乳がんになっても明るく生活するためのアピアランスケア 

（アピアランスケア：がん治療による外見の変化（脱毛など）に対し

医療者が行うケア） 

【定員】２０名（先着順） 

※新型コロナ感染症拡大防止のため、当日の体調等により参加

をご遠慮いただくことや教室を中止する場合があります。 

【申込方法】１１月２４日（木）までに電話にて氏名、住所、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 

編集 御宿町企画財政課  TEL ０４７０－６８－２５１２ 

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

「御宿町公共施設等総合管理計画（素案）」

に係る意見公募を実施します 

町民の皆さんからのご意見等を計画に反映させるため、以

下のとおり意見公募（パブリックコメント）を実施します。 

【意見等を提出できる者】 

（１）町内に住所を有する者 

（２）町内に在する事務所又は、事務所に勤務する者 

（３）町内に在する学校に在学する者 

（４）その他、事業に関し利害関係を有する個人又は法人、そ

の他の団体 

【計画（素案）の公表方法】町ホームページまたは総務課（４

階③窓口）・公民館窓口で閲覧ができます。 

【意見等の提出方法】御宿町パブリックコメント提出用紙を以

下のいずれかの方法で提出してください。 

（１）総務課に持参・送付 

（２）公民館に持参 

（３）電子メール soumuka@town-onjuku.jp 

（４）ＦＡＸ ０４７０－６８－３２９３  

※意見等を提出される方は、住所、氏名、電話番号を明記し

てください。 

※提出用紙は、総務課及び公民館に設置しています。また、

町ホームページからもダウンロードできます。 

【結果の公表】 

・提出された意見等の概要とそれに対する町の考え方、施策

等の案を修正した場合における当該修正内容については、

町ホームページ等により一定期間公表します。（ただし、氏名

等の個人情報は除きます） 

・個々の意見等には直接回答しませんので、あらかじめご了

承ください。 

・提出いただいた用紙は返却しません。 

【提出期限】１２月２日（金） 

【送付先・問合せ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

総務課 防災総合対策班 TEL ６８－２５１１ 

情報伝達手段

【通報内容】

　これは、Jアラートのテストです。

登録制メール
スマホアプリ
twitterなど

※２
　対象地域：全土区域

　下りチャイム音

　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。

防災行政無線

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。」

放送内容

　町内３１か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

HP ▶  

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


マイナポイント出張受付を行います 
マイナンバーカードの取得＋健康保険証の利用申込＋公金

受取口座の登録をすると、最大で20,000円分のマイナポイントが
もらえます。マイナポイントは、「〇〇Pay」のようなQRコード決済
やクレジットカード等のポイントとして受け取ることができ、お買い
物等に利用できます。以下のとおり、マイナポイントの申込サポー
トを行いますのでご利用ください。 
※マイナポイントを受け取るには、令和４年１２月末までにマイナ
ンバーカードの取得申請をする必要があります。 
カード申請はお早めに！ 
【日時】１１月２６日（土） ９：００～１２:００ 
【場所】御宿町公民館 １階ロビー 
【持ち物】 
①ご自身のマイナンバーカード 
②マイナンバーカードの４桁の暗証番号 
③マイナポイントを受け取るキャッシュレス決済サービス等のID、 
パスワードがわかるもの 
④通帳やキャッシュカード等の口座番号のわかるもの 
【注意】マイナポイントを受け取るには、マイナポイントと連携して
いるキャッシュレス決済サービス等の登録が必要です。対象とな
るサービスは、総務課までお問い合わせください。 
【問合せ】総務課行政班 TEL ６８－２５１１ 

新町歩道橋補修工事に伴う高さ規制 

        及び通行止めのお願い 
新町歩道橋において、以下のとおり補修工事が実施されま

す。工事期間中は、安全確保のために歩道橋は通行止めとな
ります。また、歩道橋の補修工事に伴い、町道１０３２号は工事
期間中通行止めとなります。ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いします。 
【工事期間】１１月１日～令和５年３月１９日（予定） 

【作業時間】８：００～１７：００ 

※作業時間が多少前後する場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ】千葉県夷隅土木事務所 維持課 
TEL ０４７０－６２－３３１３ 

短時間で介護の基礎を学びませんか 
町では御宿町に暮らす多くの方々が介護の分野で働くことや

家庭等における介護に対する不安を払拭し、障壁なく介護分野

に参入できるようにすることを目的とする研修会を実施します。 

※本研修の修了により介護職員初任者研修及び生活援助従事

者研修過程の一部が免除される場合があります。詳細は保健

福祉課福祉介護班までお問い合わせください。 

【日時】《基礎講座》１２月８日（木） 

《入門講座》１２月９日（金）１３日（火）～１６日（金） 

９：００～１２：００（９日と１５日は時間が異なります。） 

（９日 ９：００～１６：００、１５日 １３：００～１６：００） 
※通常、基礎講座及び入門講座をセットで受講していただく形
になりますが、基礎講座のみの受講も可能です。 
※入門研修は全日程を修了する必要がありますが、上記日程
において都合がつかない方は補講にて対応しますのでご相談
ください。 

【場所】御宿町公民館 大会議室及び大ホール 

【内容】基礎講座（介護に関する基礎知識・介護の基本） 
入門講座（基本的な介護の方法・認知症の理解・障害の理解・
介護における安全確保） 

【定員】１０名程度  【参加費】無料 

【申込方法】１２月５日（月）までに保健福祉課 福祉介護班まで

電話にてお申込みください。 

【申込・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

モルックを体験してみませんか 
モルックは、数字が書かれた木製ピンを倒し、倒れたピンの

点数をぴったり５０点にする人気急上昇中のスポーツです。 

ルールを学びながら、頭と体の運動を楽しみましょう。 

【日時】１２月９日（金）  

１０：００～１１：３０（終了予定） 受付９：３０～ 

【場所】御宿町公民館 大ホール 

【定員】先着２０名 

【費用】無料 

【持ち物】タオル、飲み物（水筒・ペットボトル）、マスク 

【その他】運動しやすい服装でご参加ください。 

〇教室参加に伴う保険は個人対応となります。 

〇新型コロナ感染症拡大防止のため、当日の体調等により参

加をご遠慮いただくことや教室を中止する場合があります。 

【申込方法】１２月２日（金）までに電話にて氏名、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 TEL６８－２９４７ 

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」及び「陸・海・空自衛官

候補生」（男子、女子）を募集しています。詳細は、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）  茂原市町保３－２１７ シティビル２階 

ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

HP ▲ Twitter ▲ 

応募資格
受付期間

（締切日必着）
合格発表 入校 待遇・その他

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満
　　令和４年１１月、令和５年１月、２月に複数回を予定しています。

詳細は、自衛隊茂原地域事務所へお問い合わせください。
試験後にお知らせします。

令和５年
３月下旬～
４月上旬

約３か月の教育終了後、
２等陸・海・空士に任用

令和５年１月１３日(金)

令和５年
４月上旬

　　修業年限３年
　　卒業後は陸士長
　　卒業後約１年で３等陸曹

一般
  １０月１日(土)
  ～令和５年１月６日（金)

１次試験：令和５年１月１４日(土）・１５日(日)
２次試験：令和５年１月２６日(木)～２９日（日）

 １次：令和５年１月２０日(金)
２次：令和５年２月９日(木)

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の成績優秀
かつ生徒会活動等に
顕著な実績を修め、学
校長が推薦できる者

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の者

募集種目 試験期日（期間）

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

推薦
  １０月１日(土)
　　   　～１２月２日(金)

令和５年１月５日(木)～７日(土)
※いずれか１日を指定されます。


