
令和５年度 御宿町会計年度任用職員募集 

【募集職種】 

一般事務職、保育士、清掃作業員、特別支援教育支援員 他 

詳細は、窓口で配布する募集案内または町ホームページをご確

認ください。 

【応募方法】令和５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、総務課行政班（４階③窓口）へ

直接または郵送で提出してください。資格が必要な職について

は、その有無がわかるものも併せてご提出ください。 

※応募申込書は、総務課窓口で配布しているほか、町ホームペ

ージからダウンロードできます。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】１月下旬～２月上旬 ※詳細は後日連絡します。 

【受付期間】 

令和４年１２月１２日（月）から令和５年１月６日（金） 締切日必着 

※受付時間８：３０～１７：１５（土日及び１２月２９日（木）から令和５ 

年１月３日（火）までを除く。） 

【任用予定時期】 

採用された方は、令和５年４月１日からの任用となります。 

【申込・問合せ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

総務課行政班 TEL ６８－２５１１ 

サンタクロース訪問事業を実施します 
社会福祉協議会では、歳末たすけあい運動の一環として「交

流サロンかぐや」にて活動する子育て世代を中心としたボランテ
ィアグループ「かぐや de アミーゴ」によるサンタクロース訪問事業
を実施します。 

クリスマスイブの夜にサンタクロースがプレゼントを持ってご自
宅にやってきます。ご希望の方は、申込用紙に必要事項を記入

のうえ、お子様へのプレゼントと一緒に社会福祉協議会までお持
ちください。 
【対象】御宿町在住の乳幼児〜小学生 
【受付場所】御宿町社会福祉協議会（御宿町久保 1135-1） 
【受付期間】 
１２月１２日(月)〜１８日(日) ９：００～１７：００（土曜日を除く） 
【サンタ訪問日時】１２月２４日(土) １７：００〜２０：００の間 
【申込書配布場所】地域福祉センター・交流サロンかぐや 
※割れ物、生もの、生き物はご遠慮ください。 

※お届け先の駐車場 1 台分確保をお願いします。 
※応募状況により、予定より早く受付を締め切らせていただく場
合があります。 
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５ 
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令和５年１月から開始される 
軽自動車の新制度について 

令和５年１月から軽自動車に関する２つの新システムが導入

されます。 

〇軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ） 

令和５年１月から車検時の納税証明書の提示が原則不要に

なります。（※紛失した場合の再交付も原則不要になります。） 

これまでは、軽自動車税の車検時に納税証明書の提示が必

要でしたが、軽自動車検査協会が軽自動車税（種別割）の納付

情報をシステムで確認できるようになり、継続検査窓口での納税

証明書の提示が原則不要になります。 

＜ご注意＞ 

・軽ＪＮＫＳは軽自動車（三輪・四輪）が対象のため、二輪の小型

自動車（オートバイ）は、従来どおり「紙の納税証明書」の提示が

必要です。 

・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含め

軽自動車税（種別割）の未納がない場合に限ります。 

・納付直後など納付情報がシステムに未反映で確認できない場

合は、従来どおり「紙の納税証明書」の提示が必要です。納付

方法によっては、システムへの登録に最大３週間程度時間を要

しますので、早めの納付をお願いします。 

〇軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（軽 OSS） 

令和５年１月から新車購入時の軽自動車の保有手続き（申

請・申告・各種手数料や地方税の納付等）をパソコンからインタ

ーネットで、２４時間３６５日行うことができるようになります。 

＜ご注意＞ 

・オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。 

・軽自動車（三輪・四輪）が対象のため、二輪・原付・小型特殊

は対象外です。 

・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。 

詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧 

ください。 

【問合せ】税務住民課 税務班 TEL ６８－６６９２ 

 

節水にご協力ください 
降水量が少ないため町が水源としている御宿ダムの貯水量

低下が見込まれます。 

現在、町では給水制限や水道の出が悪くなることはありませ

んが、万一の渇水に備え、身の回りで気づいたことから節水の

協力をお願いします。 

【問合せ】建設水道課  ＴＥＬ ６８－６６９３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

「介護予防サポーター養成講座」の 
         受講者を募集します 
町では各区の集会所等で高齢者を対象に簡単な運動や脳

トレーニング等を行い、介護予防の普及と啓発活動を行う「介

護予防サポーター」を養成します。 

介護予防サポーターとしての活動の基礎知識を習得するた

め以下の日程で養成講座を実施しますので、ぜひご参加くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程が変更になる

場合があります。 

【場所】役場２階大会議室（１月２７日のみ役場２階中会議室） 

【対象】 

①町内に住所を有し、高齢者を対象とした介護予防サポータ

ー（無償）としての介護予防活動に興味のある方 

②自力で各区の集会所等へ行くことができる方 

【申込み】 

令和５年１月１０日（火）までに保健福祉課福祉介護班（２階② 

窓口）までお申し込みください。 

※都合により全日程受講できない方、途中参加の方等、お気

軽にご相談ください。 

※持ち物等の詳細については、申込者へ個別通知します。 

【申込・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 
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日　時 内　容

令和５年１月１３日（金）
　１３：３０～１５：３０

介護保険制度、介護予防、
介護予防サポーターの活動について

令和５年１月１６日（月）
　１３：３０～１５：３０

認知症について（対応方法など）

令和５年１月２７日（金）
　１３：３０～１６：００

高齢者の口腔機能・口腔トレーニング（実技）
高齢者の栄養

令和５年２月３日（金）
　１３：００～１６：００

運動機能の特徴・運動について（実技）
レクリエーション・脳トレーニング（実技）

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


公共施設等の年末年始休業日について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
・エビアミー号の運休日は１２月２９日（木）～１月３日（火）です。 
 
【問合せ】総務課 行政班 TEL ６８－２５１１ 

「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 

御宿町ブロック塀等撤去費補助金について 

地震等災害によるブロック塀等の倒壊事故被害を防止するた

め、道路に面した町内の住宅又は事業所の敷地内に存する危

険なブロック塀等の所有者に撤去費用について補助金を交付

します。 

【補助対象】 

道路から１．２ｍ以上の高さで控え壁や基礎がなく、塀に傾きや

ひび割れがある等の倒壊の恐れがあるもの 

※コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀 

【補助金額】 

以下のいずれか低い方の金額 

（１） ブロック塀等の撤去に係る経費の２分の１以内 

（２） 撤去するブロック塀等１平米あたり１万円で上限は８万円 

【問合せ】建設水道課 TEL ６８－６６９３ 

後期高齢者医療保険料の納期について 
 
 
 

※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 

 

生誕１０１周年記念 

谷内六郎回顧展を開催しています 

月の沙漠記念館では、長年にわたって『週刊新潮』の絵表紙

を手がけ、古き良き日本への郷愁をさそう独特の画風で知られ

る谷内六郎氏の生誕１０１周年を記念し、回顧展を開催していま

す。 

御宿を描いた作品をはじめ、御宿にゆかりのある谷内六郎氏

の作品を展示しておりますのでぜひご覧ください。 

【期間】令和５年２月５日（日）まで 

【問合せ】月の沙漠記念館 TEL ６８－６３８９ 

令和４年度「栄養教室」受講生を募集します 
食生活改善推進員養成事業として、以下の日程で「栄養教

室」を開催します。地域の健康づくり活動に必要なことについて

学習するとともに、受講を通して、ご自身やご家族の毎日の食

生活を振り返ってみませんか。 

【日程】全６回コース  すべて金曜日 

令和５年１月１３日・２７日、２月１０日・２４日、３月３日・１７日 

【場所】町保健センター 

【内容】講義・調理実習 

※５回以上出席した方に修了証書を交付します。 

※調理実習は、新型コロナウイルス感染症の状況により中止す

る場合があります。 

【対象者】御宿町に住所を有し、栄養教室修了後、食生活改善 

推進員として活動できる方 

【費用】３，０００円（テキスト代・食材料費） 

【定員】１２名（最少催行人数６名） 

【申込期間】１２月２７日（火）まで（定員になり次第終了します） 

【申込・問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

野焼きは禁止されています 
野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。 

家庭から出る廃棄物につきましては、指定ゴミ袋に入れて捨

てていただくか、町清掃センターへ直接持ち込みください。 

また、例外として、農業・林業・漁業を営む上でやむを得ない

場合は、火災と間違えられないように消防署への届出が必要と

なります。 

【問合せ】全町公園課 TEL ６８－６６９４ 

広報掲載一部誤りについて 

１１月号に掲載しました次の記事におきまして、一部誤りがあ

りましたのでお詫びし訂正します。 

１２ページ「入札結果の公表」のおんじゅく認定こども園下屋

設置工事の落札業者について 

（誤）株式会社都市造形 

（正）株式会社畔蒜工務店 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

第６期 第７期

１２月２６日（月） １月３１日（火）
普通徴収

開 催 日 場 所 相 談 内 容

　１／　４（水） 　地域福祉センター
　一般相談・行政相談
　障害者相談

　１／２３（月） 　地域福祉センター 　一般相談・人権相談

施　設　名 休　業　日

 御宿町役場
 御宿町公民館
 Ｂ＆Ｇ海洋センター
 歴史民俗資料館
 御宿町営野球場
 旧岩和田小学校体育館
 御宿児童館
 地域福祉センター
 月の沙漠記念館

 １２月２９日（木）～令和５年1月３日（火）

 御宿台公園テニス場
 御宿パークゴルフガーデン

 １２月３１日（土）、令和５年1月１日（日・祝）

 １２月２９日（木）、１２月３１日（土）、
 令和５年１月１日（日・祝）～１月３日（火）

※１２月３０日（金）は、全区域燃やせるごみの
特別収集日です。清掃センターへの持ち込み
も可能です。（８：３０～１６：００）

 いすみ市大原聖苑  １２月３１日（土）～令和５年１月２日（月）

 御宿駅前観光案内所
 観光案内業務は年末年始営業します。
 ※レンタルサイクルの貸し出しは１２月３１（土）
～令和５年１月３日（火）は行いません。

 清掃センター


