
御宿町の職員及び社会福祉協議会の 
         職員を募集します 

町及び社会福祉協議会では、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】１月１０日（火）～１月２４日（火） ※土日を除く 
受付時間は８：３０～１７：１５ ※郵送可 １月２４日締切日必着 
【試験日時及び場所】 
○第１次試験  ２月５日（日） 
受付時間 ９：２０～９：４０  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。 
【問合せ】行政（上級・初級・初級（身体障害者）） 
〒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 
【問合せ】社会福祉協議会 事務職 
〒２９９-５１０２ 千葉県夷隅郡御宿町久保１１３５－１ 
御宿町社会福祉協議会  TEL ６８－６７２５ 
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マイナポイント申込の出張サポートを行います 
２月末までにマイナンバーカードの取得申請をすると、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。 

申込みはお早めに！ 

【受付日時】１月２１日（土） ９：００～１１:３０ 

【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への登録が必要です。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。 

また、平日８：００～１７：１５は、役場にてサポートを行っています。 

【問合せ】総務課行政班 TEL ６８－２５１１ 
 

フラワーアレンジメント教室を開催します 
初心者向けの「フラワーアレンジメント」教室を開催します。 

新たな体験をしながら、一足早い春を感じてみませんか。 

【日時】２月５日（日） １３：３０～１５：３０（終了予定） 

【場所】御宿町公民館 

【定員】先着１０名（要予約 先着順） 

【費用】１,５００円（材料代） 

【持ち物】ハサミ、ペンチ 

【講師】ヨーロピアンフラワーデザイン連盟認定講師 

善野 恵美 先生 

【申込方法】電話にて住所、氏名、電話番号、年齢を公民館まで

お知らせください。 

※小学生以下の方は家族（１８歳以上）の同伴が必要です。 

※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・問合せ】御宿町公民館 TEL ６８－２９４７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

「第５次御宿町総合計画（原案）」に係る 
意見公募を実施します 

住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）を実施しています。 
【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、事業所に勤務する者 
（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（原案）の公表方法】町ホームページ及び企画財政課
（４階②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）企画財政課に持参・送付 
（２）公民館に持参（毎週月曜、祝日を除く ※月曜が祝日の
場合は翌日火曜日が休館日です。） 
（３）電子メール kikaku@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。（メール・ＦＡＸで提出される場合は企画財政課に
電話でお知らせください。） 
※提出用紙は、企画財政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ダウンロードできます。 
※町ホームページから「ちば電子申請サービス」を利用し
た提出も可能です。 
【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】１月３０日（月） 
【送付先・問合せ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 
企画財政課 TEL ６８－２５１２ 

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。）

行政（初級）
【身体障害者】

若干名

昭和３８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。【身体障害者手帳又は都道府県知事の定め
る医師（以下「指定医」という）若しくは産業医による障害者の
雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する
旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは
直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能
の障害については、指定医によるものに限る。）の交付を受け
ている者で、通勤及び職務の執行に介助者を必要とせず、活
字印刷文の出題に対応できる方】

社会福祉協議会
（事務職）

１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で、
学歴を問わない。

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


「健食スキルアップ教室」を開催します 
町食生活改善会主催による「健食スキルアップ教室」を開催

します。今回は災害時に役立つパッククッキング（湯せん料理）

を行いますので、ぜひご参加ください。 

【日時】２月２６日（日） １０：００～１３：３０ 

【場所】御宿町保健センター 

【内容】講話・みそ汁塩分測定・調理実習 

～献立～ 親子丼、ポトフ、さつまいもとパイナップルの茶巾 

【対象】町内在住又は在勤の方 

【定員】先着１２名 

【費用】無料 

【持ち物】 

ご家庭のみそ汁（スープも可）、エプロン、三角巾、筆記用具 

【申込期限】２月１０日（金） 

【申込み・問合せ】保健福祉課（食生活改善会事務局） 

TEL ６８－６７１６ 

令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰 

緊急支援給付金について 
給付金の申請期限が近づいています。申請はお済みですか？ 

支給対象となる世帯の方は、お早めの申請をお願いします。 

また、確認書が届いた方は、確認書の返送が必要になりますの

で、申請期限までにご返送ください。 

【支給対象世帯】 （いずれかにあてはまる世帯） 

① 住民税非課税世帯 

令和４年９月３０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９月３０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 

申請時に御宿町に住民登録があり、予期せず家計が急変し、

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 

（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。 

【申請期限】１月３１日（火） 

【問合せ】 

御宿町臨時特別給付金窓口 TEL ０４７０－６４－４５４５ 

アロマセラピー講座を開催します 

城西国際大学による出前講座を開催します。ストレス解消や

健康づくりへのアロマ効果を学んでみませんか？ 

参加費は無料です。お気軽にご参加ください。 

【日時】２月１５日（水） １３：３０～１５：００（終了予定） 

【場所】御宿町公民館  

【講師】城西国際大学看護学部看護学科 清水清美教授 

【テーマ】アロマセラピーを用いたトリートメントを学ぼう 

【定員】２０名（要予約 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講座を中止する場合があります。 

※精油（エッセンシャルオイル）に敏感な方は、一部見学になる

ことがあります。 

【申込方法】２月８日（水）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 
 

インフルエンザ予防接種の 

      費用助成期間を延長します 
今冬、インフルエンザの流行が懸念されていることから児童イ

ンフルエンザ予防接種費用助成、並びに高齢者インフルエンザ

予防接種についての対象（実施）期間を今年度に限り延長しま

す。 

【対象（実施）期限】３月３１日（金） 

※すでに今季の接種を終了している医療機関もありますので、

直接医療機関にお問合せください。 

※対象期間外、対象者以外の接種は全額自己負担となります。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
 

献血にご協力ください 
【日時】１月３０日（月） １４：００～１５：４５ 

【場所】御宿町役場 大会議室 

※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険

証等）をお持ちください。 

【対象年齢】１６～６９歳 

※６５～６９歳までの方は６０～６４歳までに献血の経験がある方

に限られます。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

～こうなったらいいな御宿～ 
 絵・イラストを募集します 

町議会では、年４回議会だよりを発行しています。より町民の

皆さんに親しまれる議会だよりにするため、表紙などに掲載する

絵やイラストを募集します。 

御宿町内の自然、暮らし、街並み、イベントなど「こうなったら

いいな」「こんなことが出来たらいいな」をテーマに、のびのびと

描いてください。 

【募集内容】未来の御宿をイメージした作品（絵・イラストに限る） 

※応募者が作成した未発表のオリジナル作品 

※縦型、A4サイズ 

【応募条件】町内在住の方なら誰でも（何点でも応募可能） 

【選考】議会だより編集委員会にて選考 

※採用作品は、議会だよりへの掲載をもって発表とします。 

採用者には図書カードを贈呈します。 

【紙面への掲載】 

作品は各議会だよりの表紙にカラーで掲載します。また、採用 

作品は氏名、地区名、作品名等を掲載します。 

【応募方法】住所、氏名、電話番号、年齢、作品名、コメントを別 

途記載の上、郵送、持参、メールのいずれかでご応募ください。  

【応募締切】一般の部：１月２５日（水）必着 

【応募上の注意】 

・編集上トリミングを行う場合があります。 

・応募作品は、無償で御宿町議会が使用することに許諾したも

のとします。  

・希望される方には応募作品を返却します。 

【これまでに提出いただいた応募作品】 

・小学生以下の部：１０１作品 ・中学生の部：５８作品 

・高校生の部：２作品 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

【応募・問合せ】 

〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 議会事務局 ＴＥＬ ６８－２５１５ 

メール gikai@town-onjuku.jp 

広報掲載一部誤りについて 
町勢特集号（No,730）の１２ページ「３年ぶりの開催 フェスタメ

ヒカーナ」に掲載した記事におきまして、一部誤りがありましたの

でお詫びし訂正します。 
（誤）コロナ過   （正）コロナ禍 
【問合せ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３ 

mailto:gikai@town-onjuku.jp

