
おんじゅくまちかど つるし雛めぐりを開催します 
月の沙漠記念館・手づくりの蔵会場をはじめ町内の２６店舗に

つるし飾りが展示されます。 
また、開催期間中は「かつうらビッグひな祭り」とのコラボ開催

に伴い、勝浦会場と御宿会場を結ぶ「勝浦・御宿ひなめぐりスカ
イバス（オープントップバス）を運行（無料）します。町内の方もこ
の機会に是非ご利用ください。 
【つるし雛 開催期間】２月１１日（土）～３月３日（金）                           
【運行区間】勝浦（墨名市営駐車場）⇔御宿（須賀多目的広場） 
【運行日】２月２５日（土）、２月２６日（日）  
【運行時間】１０：００～１６：００（予定） 

※御宿発のバスが約３０分おきに運行予定です。詳細は当日に
須賀多目的広場でご確認ください。 
【主催】おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会 
【問合せ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３ 

社会福祉協議会の臨時職員を募集します 
【勤務内容】一般事務、ＰＣ作業、受付 

【勤務時間】８：３０～１７：１５ 原則週休２日  

【時給】９８４円   【募集人数】１名 

【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼付

し、２月２４日（金）までに御宿町社会福祉協議会へ提出してくだ

さい。※郵送可(締切日必着） 

【面接日時】 詳細は後日連絡します。 

【問合せ・申込】 

〒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 

「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 

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５年２月１０日  ＮＯ．８５８ 

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】２月２５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 

【ご注意】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 
 

令和５年度千葉県生涯大学校 

入学生を募集します（２次） 
千葉県生涯大学校入学生の２次募集が始まりました。 

【応募資格者】 

社会参加意欲のある千葉県在住の６０歳以上の方 

【募集期間】２月１０日（金）～２月２８日（火） 

【願書配布場所】生涯大学校各学園、各市町村高齢者福祉担当

課、各地域振興事務所、県庁高齢者福祉課 

＊願書の郵送を希望される方は、宛先を記入し１４０円切手を貼

付した返信用封筒（角２）を同封し、以下の問合せ先へ郵送してく

ださい。 

＊願書は県庁ホームページからも入手できます。 

【問合せ・提出先】 

〒２６０－０８０１ 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 

千葉県生涯大学校事務局 TEL ０４３－２６６－４７０５ 

編集 御宿町企画財政課  TEL ０４７０－６８－２５１２ 

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

第９次御宿町行政改革大網（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大網に反映させるため、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 

【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（４階③窓口）に持参・送付 

（２）公民館に持参（毎週月曜、祝日を除く） 

（３）電子メール soumuka@town-onjuku.jp 

（４）ＦＡＸ ０４７０－６８－３２９３ 

（５）ちば電子申請サービス 

※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】２月２８日（火） 

【送付先・問合せ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 

総務課 行政班 TEL ６８－２５１１ 

開 催 日 場 所 相 談 内 容

　３／　２（木） 　地域福祉センター
　一般相談・行政相談
　障害者相談

　３／２２（水） 　地域福祉センター 　一般相談・人権相談

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


ひとり親家庭入学祝い金の 
申込を受け付けます 

 
御宿町社会福祉協議会では、ひとり親家庭の方で、お子さん

が今年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、ひとり親家庭
入学祝い金を支給します。 

該当される方は、３月１日（水）までに、各地区の民生委員児童
委員に申請してください。 
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５ 

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 

高校生等医療費助成事業について 

町では、高校（特別支援学校高等部を含む）就学中またはそ

の年齢相当で就労していないお子さんの医療費の一部を助成

しています。通院１回または入院１日あたりの自己負担は、町民

税の課税状況により、無料又は３００円となり、調剤は無料です。 

【対象となる方】 

高校（特別支援学校高等部を含む）就学中の生徒、またはその

年齢相当で就労していない者 

【対象費用】医療保険が適用される医療費 

【助成方法】申請に基づく償還払い 

【申請期間】療養を受けた月の翌月１日から起算して２年以内 

【必要書類】 

①高校生等の加入健康保険被保険者証 

②医療機関の領収書（又は計算書） 

③預金通帳等振込口座のわかるもの 

④他の制度で給付を受けた場合はその証明書 

⑤判子 

⑥就労していないことのわかる書類（学生証 等） 

【申請受付・問合せ】 

保健福祉課 保健事業班（３階②窓口） TEL ６８－６７１７ 

 

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撤去費用について所有者に補助金を交付

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ほうの金額 

（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 

 

自衛官等を募集します 
防衛省・自衛隊では、自衛官（男子・女子）及び予備自衛官補（男子、女子）を募集しています。詳しくは、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 ▲ 

第８期

２月２８日（火）
普通徴収

応募資格
受付期間

（締切日必着）
試験期日 合格発表 入隊（校）次期 待遇・その他

一　般 １８歳以上３４歳未満の者

技　能

１８歳以上で国家免許資格
等を有する者（資格により
年齢上限は５３歳未満～５５
歳未満）

一般要員
（大卒程度試験）

２２歳以上２６歳未満の者
（２０歳以上２２歳未満の者
は大卒（見込含）、修士課
程修了者等（見込含）は２８
歳未満の者）

一般要員
（院卒者試験）

２０歳以上２８歳未満の者
修士課程修了者等（見込
含）

歯科・薬剤科
専門の大卒（見込含）２０歳
以上３０歳未満の者（薬剤
科は２８歳未満の者）

①１次試験
　　　４月２２日（土）
　 ２次試験
　　　５月２６日（金）～６月１日（木）
②１次試験
　　　６月２４日（土）
   ２次試験
      ８月１日（火）～７日（月）

①１次試験合格者
　　　５月１９日（金）
　 最終合格者
　　  陸：７月６日（木）
　　  海・空：７月１４日（金）
②１次試験合格者
　　　７月２１日（金）
　 最終合格者
　　　９月２１日（木）

歯科は入隊後約６週間で２等陸・海・空尉
薬剤科は入隊後約１年で２等陸・海・空尉

１８歳以上 ３３歳未満の者
（３２歳の者は、採用予定月
の末日現在、３３歳に達して
いない者）

①３月１日（水）～５月９日（火）
②７月１日（土）～９月５日（火）
③９月６日（水）～１１月３０日（木）
※１回目及び２回目で採用予定
数を満たせる場合、３回目は実
施しない場合があります。

①１次試験
　　　５月１９日（金）～２８日（日）
　 ２次試験
　　　６月１７日（土）～７月２日（日）
②１次試験
　　　９月１５日（金）～２４日（日）
　 ２次試験
　　　１０月１４日（土）～１１月５日（日）
③１次試験
　　　１２月９日（土）～１４日（木）
　２次試験
　　　令和６年１月６日（土）～１４日（日）
　※いずれか１日を指定されます。

①１次試験合格者
　　　６月８日（木）
　 最終合格者
　　　７月２０日（木）
②１次試験合格者
　　　１０月５日（木）
　 最終合格者
　　　１１月２４日（金）
③１次試験合格者
　　　１２月２２日（金）
　 最終合格者
令和６年１月２９日（月）

令和６年３月下旬
～４月上旬
※上記の他に設
定する場合があり
ます。

入隊後２年９か月経過以降選考により
３等陸・海・空曹

入隊後約１年で３等陸・海・空尉
（院卒者試験合格者は２等陸・海・空尉）

一般曹候補生

幹
部
候
補
生

①３月１日（水）～４月１４日（金）
（音楽要員除く。）
②３月１日（水）～６月１５日（木）
（飛行要員除く。）

①１次試験
　　４月２２日（土）、２３日（日）
　（４月２３日は海・空飛行要員のみ）
　 ２次試験
　　５月２６日（金）～６月１日（木）
　 ３次試験（海・空飛行要員のみ）
　　海：６月２２日（木）～２６日（月）
　　空：７月１５日（土）～８月３日（木）
②１次試験
　　６月２４日（土）
　 ２次試験
　　８月１日（火）～７日（月）

①１次試験合格者
　　　５月１９日（金）
　 ２次試験合格者
     （海・空飛行要員のみ）
　　　海：６月１５日（木）
　　　空：６月１９日（月）
　最終合格者
　　　陸：７月６日（木）
　　　海：７月１４日（金）
　　　空：８月２５日（金）
②１次試験合格者
　　　７月２１日（金）
　 最終合格者
　　　９月２１日（木）

令和６年３月中旬
～４月上旬

募集種目

予
備
自
衛
官
補

①１月１０日（火）～４月６日（木）
②６月１日（木）～９月２１日（木）
 ※①で採用予定数に達した場
合、②は実施 しない場合があり
ます。

①４月８日（土）～２３日（日）
　　※いずれか１日を指定されます。
②９月２３日（土）～１０月９日（月）
　  ※いずれか１日を指定されます。

①５月３１日（水）
②１１月９日（木）

　
教育訓練開始時
期は令和５年７月
以降

【身分】
 所定の教育訓練終了後、予備自衛官として
任用
【教育訓練招集手当】
 日額８，５００円


