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消防庁および気象庁では、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）を使用した緊急地震速報伝達訓練を実
施します。緊急時の自動放送を正常に作動させる訓練であり、住民の皆さまが行動する必要はありません。
◇実施日時 ５月２７日（水）１０：１５
◇内

容

町内３０か所に設置してある防災行政無線から、次の放送内容が一斉に放送されます。

チャイム「こちらは、ぼうさいきょなんです。只今から訓練放送を行います。」
チャイム「大地震です。大地震です。これは訓練です。」×３回
「こちらは、ぼうさいきょなんです。」
「これで訓練を終わります。」チャイム
※鋸南町以外の地域でも、全国的に情報伝達試験が実施されます。
※Ｊ−ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に
国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを利用して瞬時に情報伝達するシステムです。
◇問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５−４８０１

県と町では、個人住民税の特別徴収をしていない事業主に、チラシの送付や個別訪問などで、制度の
概要や普通徴収からの切り替え手続きを重点的に周知します。
◆住民税の特別徴収とは
給与支払者が従業員（パート、アルバイトを含む）に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、
従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
◆平成２８年度から
県および県内全市町村は、平成２８年度から、法令遵守や納税者の利便性向上、滞納発生の抑制のた
め、一定の例外を除いて特別徴収による納入を徹底しますので、給与支払者の皆さんはご準備をお願い
します。
◆特別徴収の例外
従業員が次に該当する場合や、従業員数２名以下の事業所などは、普通徴収切替理由書を市町村に提
出することで、特別徴収によらないことが認められる場合があります。
・毎月の給与が少なく特別徴収しきれない方
・給与が毎月支払われていない方
・他から支給されている給与から特別徴収されている方
・専従者給与を支給されている方

など

◇問合せ先 税務住民課 税務収納室 ℡５５−２１１３
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暮らしの情報館

イノシシなどの有害鳥獣を捕まえるための「わな」を設置するには狩猟免許（わな猟免許）が必要となります。
自己所有地であっても免許を所持していなければ設置することはできません。無免許で設置した場合には罰則
を科せられますのでご注意ください。本年度の狩猟免許試験は次のとおりです。

平成２７年度狩猟免許試験
区分

申請書受付期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

試験期日

第１回

平成２７年 ５月２９日（金）〜

６月

５日（金）

平成２７年

６月２１日（日）

第２回

平成２７年 ７月１７日（金）〜

７月２４日（金）

平成２７年

８月 ９日（日）

第３回

平成２７年１１月１３日（金）〜１１月２０日（金）

平成２７年１２月 ５日（土）

第４回

平成２８年 １月１３日（水）〜

平成２８年

１月２０日（水）

２月 ３日（水）

※狩猟免許の種類内容（網、わな、第一種、第二種） 第３回に実施する試験は、わな猟免許に係るものに限る

◇試 験 会 場

千葉県射撃場（市原市古敷谷２６２０番地） ℡０４３６−９８−０３１４

◇申請書配布

安房地域振興事務所 地域環境保全課

℡２２−８７１１

地域振興課 地域整備室

℡５５−４８０５

◇申請書受付

安房地域振興事務所 地域環境保全課

（９：００〜１２：００、１３：００〜１７：００）

試験日の１週間前に猟友会主催の初心狩猟者講習会が予定されています。
◇講習会に関する問合せ先 千葉県猟友会

℡０４３−２２２−６０３３

有害鳥獣捕獲の新たな担い手を確保するため、わな猟免許の新規取得に要した経費を助成します。
◇補助対象経費及び補助金額
①初心者狩猟講習会受講料

１０，０００円以内

②狩猟免許試験申請費用

５，２００円

◇問合せ先 地域振興課 地域整備室 ℡５５−４８０５

６月３日（水）に狂犬病予防注射を実施します。
まだ狂犬病予防注射を受けていない飼い主の方は、最寄りの会場で必ず受けられるようお願いします。
新規登録及び初めて予防接種を受ける場合は、問診票を送付しますので、地域振興課までご連絡ください。
時

間

場

所

時

間

場

所

９：１０〜 ９：３０

旧ＪＡ安房佐久間支店前

１０：３０〜１０：４５

竜島神明神社境内

９：４０〜１０：００

役場南側駐車場

１０：５５〜１１：１５

中道台観音寺境内

勝山神社前遊園地

１１：２５〜１１：４０

鋸東コミセン前

１０：１０〜１０：２５

※登録、注射料金は次のとおりです。
（おつりのないように、ご用意ください。）
①狂犬病予防注射手数料
②狂犬病予防注射済票交付手数料
③畜犬の登録手数料

２，９５０円

予防接種のみ

５５０円
３，０００円

○会場へは、犬の体をしっかり押さえられる方がお連れください。
○当日、雨天の場合は後日に延期することがあります。
○会場での犬のふんは、必ず飼い主が処理してください。
◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５−１５６０
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３，５００円

暮らしの情報館

役場窓口で、自動車税など全ての千葉県税を納付することができます。そして、皆様から納めていた
だく県税納付額の２％が県から町に交付されます。
特別な手続きはなく、納付書で納めることができますので、ぜひ役場窓口をご利用ください。
≪取扱窓口≫

■役場本庁１階

会計管理室

■すこやか 町民サービスコーナー

≪取扱日時≫

月曜日〜金曜日（祝日を除く）

≪対 象 税≫

自動車税、個人事業税、法人事業税、法人県民税、不動産取得税など

８：３０ 〜 １７：１５

平成１４年１月からスタートした新しい農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の理念に即して抜本的改
革が行われ、農業者の老後年金生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保す
るという政策年金として新しく生まれ変わりました。
安心した老後の生活を送るためにも、ぜひ、農業者年金に加入しませんか。
農業従事者なら広く加入できます
６０歳未満の国民年金第１号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。
積立方式で安定かつ効率的に財政運営します
将来自分が受給する年金は、自分が積み立てるという方式を採用しています。その保険料を、農業者年金基金

が一括して安全かつ効率的に運用し、長期に安定した財政運営をしています。
保険料に国庫補助（政策支援）があります
認定農業者などの一定要件を備えた意欲ある担い手に対し、月額２万円の保険料
のうち１万円・６千円・４千円とその内容に分けて国から補助が受けられます。
保険料は自由に選択できます
保険料の国庫補助（政策支援）を受けない場合は、月額最低２万円から
最高６万７千円まで千円単位でライフプランに合わせて選択できます。
税制の優遇措置を利用した節税効果があります
農業者年金の保険料は、全額社会保険料控除の対象となり、支払われる
年金にも公的年金等控除が適用されます。また、運用につく運用益も非課税となります。
８０歳保証付の終身年金です
加入者や受給者の方が８０歳までに死亡した場合には、８０歳までに受け取るはずであった年金の現在価値相
当額を、遺族の方が死亡一時金として受け取れます。
農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方、加入のお申し込みやご相談については、農業委員会事務局また
は安房農協鋸南支店にお問い合わせください。
◇問合せ先 地域振興課 地域整備室 ℡５５−４８０５

◇日

時

6 月７日（日） ８：３０〜１２：００（小雨決行） ◇場

◇持 ち 物

草刈機または草刈鎌、手袋、ヘルメット

◇主

千葉鋸南日本花の会、佐久間ダム湖観光生産管理組合

催

所

佐久間ダム湖暁観音前

◇そ の 他 ○燃料・ごみ袋・ヘルメット・昼食は、主催者側で用意します。
○草刈鎌の方は桜の下の株元の残草除去をお願いします。
○草刈のほか、清掃活動にもご協力お願いします。
○保険には加入していますが、安全対策のためヘルメットの着用をお願いします。
◇問合せ先 千葉鋸南日本花の会

重田 恒久

佐久間ダム湖観光生産管理組合

℡５５−１１８７
石井 廣一 ℡５５−８２０７

３

暮らしの情報館

次回は、６月３日（水）です。

千葉県では、県民の日を記念して、様々なイベントが開

◇回収場所 各地区の指定回収場所

催されるとともに、県内の施設や観光スポットで、無料開

◇回収品目 新聞・チラシ

放や割引が実施されます。

◇時

間

７：００〜９：００

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活

鋸南町では、次の施設が対象となります。
☆笑楽の湯 （℡５５−８８３０）

用されます。

◇日

時 ６月１６日（火）

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

１０：００〜１６：００
（入浴の受付は１５：３０まで）
◇内

老人クラブ主催による「特選演芸会」が開催され

容 千葉県在住の方を対象に、入浴料無料

☆菱川師宣記念館 （℡５５−４０６１）
◇日

ます。

時 ６月１６日（火）
９：００〜１７：００

老人クラブ会員に限らず、どなたでも参加いただ

（入館は１６：３０まで）

けますので、お誘い合わせの上ご来場ください。
◇日

時

６月２１日（日）

◇場

所

中央公民館 多目的ホール

◇内

容

民謡ショー（鎌田英一）

◇料

◇内

１０：００〜

容 千葉県在住の方を対象に、入館料無料

☆Ｂ＆Ｇ海洋センター （℡５５−４４１１）
◇日

時 ６月１６日（火）

ものまね漫談（まろまろ）

１３：００〜１７：００

ピエロショー（ピエロのまーくん）他

１８：００〜２１：００

※お楽しみ抽選会があります！

（１２：００〜１３：００
１７：００〜１８：００は休憩）

金 １，８００円
◇内

◇取扱場所 各地区老人クラブ会長宅

容 千葉県在住の方を対象に、プールを無料開放

鋸南町社会福祉協議会窓口
※当日券もあります。
◇問合せ先 鋸南町社会福祉協議会
℡５０−１１７４
◇実施期間 ７月３０日（木）〜
平成２８年３月１０日（木）全２７回
１３：００〜１５：００
◇場

所

（南房総市和田町松田８２８番地）

協会けんぽは、主に中小企業に勤務されている方
とそのご家族が加入されている健康保険で、加入者

◇対

象

数は全国で約３，６００万人（千葉支部は約７８万
人）です。
率は、本年４月分（５月納付分）より９．９３％か

２０名

◇受 講 料 無料
（実技講義テキスト代３，２４０円・フォ

り１．７２％から１．５８％へ変更になりました。

ローアップテキスト１，０８０円(予定)

加入者の皆様の医療を支えるため、今後も疾病予

・日本聴力障害新聞３，９００円(振込手

防のための健診の推進やジェネリック医薬品の普
強く進めてまいります。

員

◇募集期間 ６月１日（月）〜６月３０日（火）

ら９．９７％に、介護保険料率は、同じく４月分よ

及促進等の医療費適正化に向けた取り組みを更に

手話通訳者を目指す方・手話奉仕員養成講
座「前期」を終了していない方

◇定

協会けんぽ千葉支部の平成２７年度健康保険料

和田地域福祉センターやすらぎ

数料別)の実費負担あり）
◇申込み・問合せ先
社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

厳しい経済情勢の中ではありますが、何とぞご理
解をいただきますようお願い申し上げます。

千葉聴覚障害者センター

◇問合せ先 全国健康保険協会（協会けんぽ）

℡０４３−３０８−６３７３

千葉支部

Fax０４３−３０８−６４００

℡０４３−３０８−０５２２

４

暮らしの情報館
味わいハイキング１２２

６月のハイキングは、富浦駅を出発し、ゴールの鋸南町役場までのセミロングコースです。初夏の香りを感
じながら、ハイキングしませんか？
◇日

時

６月１３日（土） ８：４０集合 ９：００出発

◇場

所

ＪＲ内房線富浦駅 電車の方は富浦駅

＊雨天の場合

６月１５日（月）

上り８：１０ 下り８：３８

車の方は鋸南町役場駐車場に止め安房勝山駅下り８：２９をご利用ください。
◇定

員

５０人

◇参 加 費

１，７００円（昼食代、おやつ代、保険代等含む）

◇持 ち 物

飲み物、保険証、雨具

◇案 内 人

川崎 勝丸氏（千葉県山岳史研究会）

◇コ ー ス

富浦駅９：００スタート→丹生→丹生堰（昼食）→岩井神社→富楽里→鋸南町役場
１６：００頃着予定

◇主

催

鋸南町味わいハイキング

◇協

力

鋸南町

◇申込期間 ５月２８日（木）〜

※定員になり次第締め切らせていただきます。

準備の都合上、前日及び当日のキャンセルは実費を負担していただきますので、ご了承ください。
◇申込み・問合せ先

地域振興課 まちづくり推進室

℡５５

１５６０

東京・横浜から車で 1 時間足らずの距離なのに、どこか懐かしい里山風景の残る鋸南（きょなん）
。きょなん
ヒルズマラソンはその鋸南町を東西に横断する嶺岡林道を使用し、片道１０km の折り返しのマラソンです。適
度なアップダウンと美しい風景が楽しめるこのコースに、関東近郊から１０００名以上のランナーの皆さんが参
加される予定です。ランナーの皆さんは、地域の方とのふれあいも楽しみの一つ。ぜひ、沿道での応援よろしく
お願いします。大会の詳細は次のとおりです。

★勝山学園周辺、嶺岡中央林道沿いに
お住まいの皆様へ★
催 一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

●大 会 名
●主

第 6 回 きょなんヒルズマラソン

●開 催 日

６月 6 日（土）雨天決行

●会

嶺岡中央林道３号線他

場

●大会本部

一時的に車両の通行に支障を
きたす時間がございます。大変
申し訳ありませんが、その際
は、ご理解とご協力をお願いし
ます。

勝山学園グランド

●大会スケジュール

開会式９：３０ 〜
スタート１０：３０ 〜

部

ハーフの部
10km の部
親子 3 ㎞の部

種目及び参加対象

制限時間

スタート
（終了予定）

3 時間以内

10：30
（13：30）

男子

高校生以上

女子

高校生以上

男子

中学生以上

女子

中学生以上

1 時間
30 分以内

10：45
（12：15）

小学生の子供と親

1 時間以内

11：00
（12：00）

●鋸南クロススポーツクラブ事務局●
鋸南町大六１０３２
℡５５−３７１４ ＵＲＬ http://kyonan-cs.com/
担当：伊藤

５

鋸南町の素晴らしさを伝えるには、みなさんの
協力が必要不可欠です!!!! 皆さんの笑顔や声援
にランナーたちは後押しされます!!!!是非みな
さんの力を貸してください！！ よろしくお願
いします。
●時間 ８：００〜１６：００
●ボランティアの内容：本部受付、コースでの選手
誘導、ドリンクステーション係、駐車場係 他
（※担当していただく作業は、大会事務局で振り分
けさせて頂きます。
）
●その他：記念のスタッフＴシャツとお弁当を支給
※詳細は、クラブ事務局にお問い合わせ願います。

暮らしの情報館

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金
相談会を開催します。
◇日
時 ６月１６日（火）
、７月２１日（火）
１０：００〜１５：００
◇場
所 千葉県税理士会館山支部
◇相談内容 税金全般に関すること
◇予約・問合せ先 ちば県税理士会館山支部
担当 早野 ℡２３−４１３２

遺言、任意後見、尊厳死宣言、離婚等の公正証書作成
の無料相談会を次のとおり行います。
◇日

時

６月１６日（火）１３：００〜１６：００
（１人１時間程度）

◇場

所

役場１階 相談室

※事前の予約をお願いします。
◇予約・問合せ先 館山公証役場

℡２２−５５２８

〜有 料 広 告 欄 〜
職 員 募 集
○職 種 看護補助者（日勤のみも可）
・・若干名
○日 勤 ８：１５〜１７：１５
○夜 勤 １６：１５〜翌９：１５（月２回平均）
○給 与 １５５，０００円〜（夜勤手当別途）
○勤務地 鋸南病院（指定管理）
※その他お気軽に
医療法人財団 鋸南きさらぎ会
お問合せください。
℡０４７０−５５−２１２５
（採用担当）※土・日・祝日を除く

新・中古車販売 車検 修理 鈑金塗装
日時 ６月７日（日）９時３０分開演
場所 鋸南町立中央公民館（多目的ホール）

車のことならなんでも！

１．発表の部
２．歌唱大会 ・男性の部・女性の部（審査有）
３．網代やすお歌謡ショー
踊り：里見流社中 松実流松実会 ドリームＫ２
後援 鋸南町社会福祉協議会 千葉鋸南日本花の会
主催 網代やすお音楽事務所
５５−０７４７

鋸南町 ひぐらし自動車

℡５５−２８２６

組合員・准組合員の皆様へ
まごころ込めてお手伝い

弁護士による無料法律相談を実施します。
◇日
時 ６月１９日（金）
、７月３１日（金）
８月１４日（金）
１０：００〜１４：００
◇場
所 鋸南町立中央公民館
◇相談内容 法律相談一般
※無料、予約不要
◇問合せ先 清水博司法律事務所
℡０４３−２０２−２１８５

安心と信頼の
０１２０‐０１５‐９８３
ご葬儀のこと・法事のこと・お盆のこと
お気軽にご相談下さい

年中無休 ２４時間受付

○時
給
○勤務時間
【募集内容】
キッチン・カフェ・フロント・清掃スタッフ
【時給】
８５０円〜（研修期間あり）※能力により増有

○勤務場所

８００円〜 ※交通費支給
①９：００〜１５：００
②９：００〜１２：００
足立区立鋸南自然の家

勤務日数
応相談

㈱市原美装 TEL０４３６−２４−５８５７
FAX０４３６−２４−５２７５
担当：松岡

サンセットブリーズ保田（担当：田中） 0470-55-3707

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１
６

