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鋸南町にお住まいの皆様には、１１月中旬頃から世帯主宛に簡易書留で郵送されます。
「通知カード」は、１人に１つのマイナンバーが記載されたカードですので大切に保管してください。

住民基本台帳カードの申請・更新について
「住民基本台帳カード」はマイナンバー制度開始により、平成２８年１月から「個人番号カード」に
かわり、どちらか１枚を所有することになります。
「住民基本台帳カード」の新規申し込みは、平成２７年１２月２２日（火）で終了と
なりますのでご注意ください。
個人番号カードは、平成２７年１０月以降、マイナンバーの通知とともに郵送され
る「個人番号カード交付申請書」により申請を行っていただき、本人確認のうえ市区
町村からカードの交付が受けられます。

ご注意ください
・個人番号カードは即日交付ができません。
・個人番号カードの交付申請が集中した場合、町からの交付が遅
れる場合があります。
・確定申告を控えた時期に有効期間満了を迎える方は、特にご注
意ください。
・住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する
方は、平成２７年１２月２２日（火）までに手続きをしてくだ
さい。

◇問合せ先

税務住民課 住民保険室

℡５５−２１１２
1

個人番号カードのイメージ

暮らしの情報館

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。緊急時に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ことはありません。
◇実施日時 １１月５日（木）１０：００
◇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「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」×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

館山税務署では、給与を払う法人及び個人事業者を対象とする「平成２７年分年末調整等説
明会」を次のとおり開催します。給与事務を担当されている方はご出席ください。
※対象となる地域の開催日が都合の悪い方は、他の日に出席されても結構です。
開 催 日
１１月１１日（水）
１１月１３日（金）
１１月１８日（水）
１１月１9 日（木）

時
間
１３：３０
〜１５：４０
１３：３０
〜１５：４０
１３：３０
〜１５：４０
１３：３０
〜１５：４０

◇問合せ先 館山税務署

対

象

地 域

会

鴨川市

場

鴨川市役所 ４階大会議室

鋸南町、
南房総市のうち富山地区
館山市、南房総市のうち
富浦・三芳地区
南房総市のうち
千倉・白浜・丸山・和田地区
源泉所得税担当

鋸南町役場 ３階大会議室
千葉県南総文化ホール 小ホール
南房総市千倉保健センター
３階機能訓練室

℡２２−１０６７（Fax２２−０４２１）

大腸がん検診を実施しますので、次のとおり保健福祉課健康推進室に電話でお申し込みください。
すでにお申し込みが済まれている方（平成２７年１月）は、１１月上旬に検便容器と手紙を通知します。
実施日
１１月 ９日（月）
１１月１１日（水）
１１月１６日（月）

時 間
１０：００〜１１：００

すこやか

１４：００〜１５：００

鋸南町役場

１０：００〜１１：００

すこやか

１４：００〜１５：００

笑楽の湯

１０：００〜１１：００

鋸南町役場

１４：００〜１５：００

すこやか

◇申込期間 １０月３０日（金）まで
◇料

場 所

◇対

象

４０歳以上で鋸南町在住の方

金 ２００円（検診当日に徴収します）

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室

℡５０−１１７２

２

暮らしの情報館

鋸南町プレミアム商品券の有効期限が迫っていますので、お持ちの方はお早めにご利用ください。
◇問合せ先 鋸南町商工会

℡５５−３６９１

狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。
野外で活動する場合は、目立つ服装を着用し、ラジオを携帯するなど、事故防止の対策を
行いましょう。
◇問合せ先 地域振興課 地域整備室 ℡５５−４８０５

イノシシやハクビシンなどの野生鳥獣は、農作物等に甚大な被害を及ぼしています
が、これらの野生鳥獣を捕獲するには、狩猟免許が必要です。
このたび狩猟講習会と狩猟免許試験が次のとおり追加

○狩猟免許試験

開催されることとなりました。
免許取得後、有害鳥獣捕獲に積極的に取り組んでいた

◇日

時 １２月２０日（日）

だける方の受験をお待ちしています。

８：３０〜１６：３０
◇場

所 南房総市三芳農村環境改善センター

○狩猟講習会

◇受 験 料

◇日

◇申込期間 １１月１３日（金）〜

時

１２月１３日（日）
８：３０〜１７：００

◇場

所

５，２００円
１１月２０日（金）

南房総市三芳農村環境改善センター

◇申込み・問合せ先

南房総市谷向１０９−１

安房地域振興事務所
℡２２−７１１１

◇受 講 料
① 猟友会員の方

８，０００円

② 猟友会員となる見込みの方

１０，０００円

③ ①・②以外の方

３０，０００円

○狩猟免許取得促進事業補助金
有害鳥獣捕獲の新たな担い手を確保するため、

◇申込期間 １１月１３日（金）〜１１月２０日（金）

◇補助対象経費及び補助金額

（土・日は除く）
◇定

員

わな猟免許の新規取得に要した経費を助成します。

申込先着６０名

①初心者狩猟講習会受講料 １０，０００円以内

※事前に電話での申し込みが必要です

②狩猟免許試験申請費用

◇申込み・問合せ先

◇申込み・問合せ先

一般社団法人 千葉県猟友会

５，２００円

地域振興課 地域整備室
℡５５−４８０５

℡０４３−２２２−６０３３

平成２７年台風１８号等大雨災害で被災された方を支援するため、次のとおり義援金の受付をしています。
◇受付期間 １１月３０日（月）まで
◇受付窓口 ①役場１階会計管理室

②保健福祉課（保健福祉総合センターすこやか）

③老人福祉センター笑楽の湯
◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室 ℡５０−１１７２

３

暮らしの情報館

平成２８年度入園受付をします。幼稚園への入園を

Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、次のとおり臨時職員を
募集します。

希望される方は、次のとおりお申し込みください。

◇業務内容 受付、清掃などの用務

◇入園該当者

◇勤務時間 火曜日〜日曜日

①年長児

平成２３年４月１日生まれの幼児

①８：３０〜１７：３０

（現在、鋸南幼稚園に入園していない幼児）

②１３：００〜２２：００
◇賃

②年少児

金 昼間：８２４円 夜間：９３５円

＊該当する幼児には教育委員会から入園願いを送付

◇雇用期間 平成２７年１２月１日〜

しますので、必要事項を記入押印の上、幼稚園ま

平成２８年３月３１日（継続あり）

たは教育委員会にご提出ください。

◇受付期間 １０月２７日（火）〜１１月１０日（火）

◇申込期間 １１月２０日（金）〜１２月１０日（木）

９：００〜１７：００（月曜日を除く）
＊履歴書を添えて B＆G へお申し込みください。

『一日体験入園』を行います。

◇選考方法 面接試験による

１１月１３日（金）１０：００〜１１：００

※申込締切後、申込者に日時、場所を連絡します。

該当される方には直接通知します。
英語を取り入れた保育も行っています。

B＆G 海洋センター
℡５５−４４１１ （月曜休館日）

◇日

時

◇申込み・問合せ先 鋸南幼稚園

所

◇参 加 費

鋸南町婚活実行委員会では、移住体験型１泊２日の

受付：１８：３０〜

婚活イベントを実施します。１日目は、花摘み・農作
業体験や鋸山散策、豆腐＆こんにゃく作り体験で作っ

館山ヤングボウル

たものを使った鍋パーティーなどを実施、２日目は、

２，０００円

地産地消土産作り体験を実施予定です。

◇参加資格 町内在住者及び勤務者（高校生以上）

◇日

◇試合方式 3 ゲームヨーロピアン方式（総得点）
◇主

催

℡５５−２３２１

１１月２１日（土）
開始：１９：００〜

◇場

平成２３年４月２日から
平成２４年４月１日生まれの幼児

◇募集人員 １名

◇問合せ先

平成２２年４月２日から

（うち週３日以上で①、②を割振り）

１１月２８日（土）１３：００〜
２９日（日）１５：００

鋸南町体育協会ボウリング部

◇場

◇申込期間 １１月１５日（日）まで
◇申込み・問合せ先

時
所

男性：鋸南町役場集合
女性：富楽里集合

Ｂ＆Ｇ海洋センター

◇定

℡５５−４４１１（月曜休館日）

員

独身の男女 各２０名
定員になり次第締め切ります。

◇参 加 費

男性：１０，０００円 女性：無料
※宿泊代は男女とも別途５，０００円かか
ります。

安房地区の社会教育振興大会が鋸南町を会場に開

○宿泊場所 星陵会 勝山寮

催されます。記念講演や鋸南町で活躍する睦実会の

◇申込み・問合せ先 地域振興課 地域整備室

民謡と三味線演奏、勝山会の子どもたちによる空手

℡５５−４８０５

の型披露などが行われます。ぜひご来場ください。
◇日

時

１１月７日（土）
１３：３０〜１６：００

◇場

所

中央公民館 多目的ホール

◇講

演 東京大学名誉教授 佐藤 一子氏

労働者を１人でも使用する事業主（農林水産業の一
部を除く）は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加

◇実践発表 ①千葉民謡睦実会

入することが法律で義務付けられています。

②剛柔流空手道勝山会

未手続の事業主は、至急加入手続きをしてください。
◇問合せ先 千葉労働局労働保険徴収課
℡０４３−２２１−４３１７

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室
℡５５−２１２０

４

暮らしの情報館

千葉県教育庁南房総教育事務所では、平成２８年度に公立小･中学校で講師を希望される方の登録会並びに面
接会を開催します。平成２７年度登録の方も再登録手続きが必要となります。
◇日

時 １１月２８日（土）

受付：１３：００〜１３：２０

◇場

所 千葉県教育庁南房総教育事務所安房分室（館山市北条４０２−３）

◇募集職種 小・中学校教員、養護教諭、学校栄養職員、学校事務職員
◇持 ち 物

①印鑑

②履歴書１通

※再登録者は不要

③写真（新規の場合：４㎝×３㎝２枚、６㎝×4．5 ㎝３枚 再登録の場合：４㎝×３㎝２枚）
④教員免許状原本と写し

※新卒者・再登録者は不要

◇そ の 他 ①今年度末、大学卒業予定または、教員免許取得予定の方も登録できます。
②南房総教育事務所管内合同登録会も実施予定です。
（平成２８年１月２５日（月）１２：３０〜 君津教育会館）
今年度中の登録をご希望の方は、随時受け付けています。
◇問合せ先 南房総教育事務所 管理課

℡０４３８−２５−１３１１

千葉県は、自動車税の未納額の縮減のため１１月
から３月までを滞納整理強化期間とし、給与・預金・

市場関係者を招き、日本水仙を使う人が求めるポイ

自動車などの差押

ントや現代の流通に適した出荷方法等をお伝えしま

えを一層強化しま

す。使いやすくて品質と量の安定した「鋸南の日本水
仙」を目指した販売研修会です。

す。自動車税が未

◇日

時

１１月６日（金）１４：００〜

納の場合は至急納

◇場

所

中央公民館２階講座室

付ください。

◇講

師

（株）世田谷花き
自動車差押えの例

◇申込期間 １１月４日（水）まで

◇問合せ先

氏名、連絡先をお伝えください。
◇主

催

館山県税事務所

安房農業事務所、ＪＡ安房

◇申込み・問合せ先
℡２２−８１３２

℡２２−７１１７

県総務部税務課 ℡０４３−２２３−２１２７

安房農業事務所 改良普及課
Fax２２−００９７

■陸上自衛隊
だいご

ひ

で お

高等工科学校生徒

高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて技

鋸南町ボランティア連絡協議会（大胡 日出生会長）
主催による「第７回鋸南町ボランティアのつどい」が

術的な識能を有する陸曹になるために必要な防衛基

開催されます。

礎学、各種技術の専門教育や各種訓練を受けます。
高等学校の卒業資格を取得でき、特別国家公務員と

鋸南町社会福祉協議会に登録しているボランティア
の活動発表や、鋸南中学校の吹奏楽演奏など様々な企

して、手当の支給を受けながら高等学校

画を用意しています。

教育等を受ける制度です。
◇応募資格 １５歳以上１７歳未満の男子

また、参加いただいた皆さんに参加賞をご用意しま

◇受付期間 １１月１日（日）〜

すので、お誘い合わせの上ご来場ください。

平成２８年１月８日（金）

◇日

時

１１月１５日（日）

◇場

所

中央公民館 多目的ホール

◇一次試験日

無料

◇応募・問合せ先

◇参 加 費

１３：００〜

平成２８年１月２３日（土）

自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所

※内容は変更となる場合があります。

℡０９０−９９５８−８８５１

◇問合せ先 社会福祉協議会 ℡５０−１１７４

５

暮らしの情報館

千葉県では、離職者の方を対象とした再就職のため

千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業
所等へ就職を希望する方を対象に、
「福祉のしごと就

の公共職業訓練の受講生を募集しています。

職フェア・ｉｎちば」を次のとおり開催します。

◇対 象 者（①〜③すべてに該当する方）

求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者との

①就職を希望し、ハローワークに求職申し込みをさ

個別面談や福祉職場に関する相談等を行い、就労をサ

れている方又はこれから申し込みをされる方

ポートします。

②原則として、受講開始日から遡って１年以内に公

また、本事業の開催に併せて、
「福祉のしごとセミ

共職業訓練等を受講していない方

ナー」を開催します。
◇日

③ハローワークの受講指示又は受講推薦が得られ

時

る方

①福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば
１１月１４日（土）

◇開講コース（1 月開講）

１３：００〜１６：００

パソコン・事務技能マスター科

②福祉のしごとセミナー
１１月１４日（土）
◇場

（ＴＰＳキャリアカレッジ 定員２０名）

１０：３０〜１１：４５

◇受講期間 平成２８年１月４日（月）〜

所

３月３１日（木）

福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば
◇場

幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール他

所 館山総合高等学校水産校舎

◇申込期間 １２月１日（火）まで

福祉のしごとセミナー

◇受 講 料

幕張メッセ国際会議場・２０１会議室

無料（テキスト代等自己負担）

◇申込み・問合せ先

◇参加方法 直接会場へお越しください。

ハローワーク館山
℡２２−２２３６

※参加費無料、履歴書不要

◇その他訓練全般について

◇問合せ先
千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター

県商工労働部 産業人材課 技能振興班

℡０４３−２２２−１２９４

℡０４３−２２３−２７６２

１１月２５日（水）から１２月１日（火）までの１週間は、犯罪被害者週間です。
千葉県警察では、犯罪や交通事故の被害に遭った被害者やご遺族・ご家族に対し、
次の相談窓口を設け、被害の相談や精神的な悩みなどの相談に応じています。
相談窓口
相談サポートコーナー
女性被害１１０番
少年センター
（ヤング・テレホン）

電話番号

受付時間

０４３−２２７−９１１０

平日８：３０〜

（プッシュ・携帯「＃９１１０」）

１７：１５
平日８：３０〜

０４３−２２３−０１１０

１７：１５
平日９：００〜

０１２０−７８３４９７

１７：００

０１２０−０４８２２４
女性相談所

メールによる相談

２４時間

tekkeisoudan@police.pref.chiba.jp
暴力団相談
（財）暴力団追放県民会議
（公社）千葉犯罪被害
者支援センター
◇問合せ先 館山警察署

平日９：００〜

０４３−２５４−８９３０

１７：００
平日１０：００〜

０４３−２２５−５４５０

１６：００

℡２３−０１１０

６

相談内容等
犯罪被害や事故、警察全般の活
動に関する相談
女性被害者の困りごとや悩み
ごと相談
少年に関する非行、家庭内暴
力、犯罪被害、交友関係などの
相談
電車や駅構内での痴漢や嫌が
らせなどの被害に関する相談
暴力団による被害の相談
犯罪や事故に遭った被害者、ご
遺族・ご家族の方の相談窓口

暮らしの情報館

◇日

時

１１月１５日（日）

千葉労災職業病対策連絡会では、次のとおり労

１３：００〜１６：００

災職業病なんでも相談会を開催します。

◇場

所

京葉銀行文化プラザ６階

◇日

時

千葉市中央区富士見町１−３−２
◇費

用

◇内

容

１３：００〜１６：００

無料

◇場

所

◇対 応 者

緑内障及び加齢黄斑変性についての講演
催

◇問合せ先

船橋市勤労市民センター
弁護士、労働安全衛生管理者、
ソーシャルワーカー他

眼科専門医による相談コーナー（先着８０名）他
◇主

１０月３１日（土）

◇費

用

無料

※予約不要、当日受付

千葉県眼科医会

◇問合せ先

千葉県眼科医会事務局
℡０４３６−２６−５５６７

千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５−４５６７

犯罪被害者の実情や被害者支援の重要性について

安房地域医療センターでは、認知症予防と運動

考えるため、基調講演等を次のとおり開催します。

をテーマに、医師による認知症講座や運動しなが

◇日

時

１１月１５日（日）

ら頭を使う「コグニサイズ」を次のとおり開催し

１３：００〜１６：００

ます。

◇場

所

千葉市生涯学習センター

◇日

時

１１月１５日（日）

◇参 加 費

無料

◇申込期間

１１月１０日（火）まで

◇場

所

安房地域医療センター 救急棟３階

※定員になり次第締め切ります。

２０名

◇申込み・問合せ先

９：００〜１２：００
◇定

員

県環境生活部生活安全課

◇費

用

℡０４３−２２３−２３３３

◇申込期間

５００円
１０月３１日（土）まで

◇申込み・問合せ先
安房地域医療センター総務課
℡２５−５１１１ （平日１３：００〜１７：００）

運動と食事を組み合わせ、食欲をコントロール
する方法についての講演や簡単なストレッチを実
践します。
◇日
◇場

時
所

亀田総合病院では、次のとおり医療コーディネ

１１月７日（土）
１３：３０〜１６：００

ーターによる講演会を開催します。

亀田総合病院 K タワー１３階

◇日

時

１３：３０〜１６：３０

ホライゾンホール
◇定

員

１１月２１日（土）

◇場

７０名

所

亀田総合病院 K タワー１３階
ホライゾンホール

◇持 ち 物

タオル、飲み物、動きやすい服装

◇費

無料

◇定

員

１００名

◇申込方法

電話または Fax で申し込みください

◇費

用

無料

◇申込期間

１０月３１日（土）まで

◇申込方法

用

電話または Fax で申し込みください

詳細は、院内のチラシをご覧になるか、電話で

詳細は、院内のチラシをご覧になるか、電話で

お問い合わせください。

お問い合わせください。
◇申込み・問合せ先

◇申込み・問合せ先
亀田総合病院 カスタマーリレーション室

亀田総合病院 がん拠点病院推進センター

℡０４−７０９９−１２３０
Fax０４−７０９９−１２３１

℡０４−７０９９−１２３０
Fax０４−７０９９−１２３１

７

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

次回は、１１月４日（水）です。

談会を開催します。
◇日

◇回収場所 各地区の指定回収場所

時 １１月１７日（火）
、１２月１５日（火）

◇回収品目 新聞・チラシ

１０：００〜１５：００
◇場

◇時

所 千葉県税理士会館山支部

されます。

◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部
担当 早野 ℡２３−４１３２

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

女性に対する暴力をなくす運動期間中、人権擁護委

ちば司法書士総合相談センターでは、次のとおり無

員が「女性の人権ホットライン」を通じて、夫・パー

料法律相談を開催します。
時

トナーからの暴力やストーカー等の女性をめぐる各種

１２月５日（土）

人権問題についての相談に応じます。

１０：００〜１２：００
◇場

所

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用

◇相談内容 税金全般に関すること

◇日

間

◇日

時 １１月１６日（月）〜２２日（日）

１３：００〜１５：００

１６日〜２０日

中央公民館

２１日〜２２日 １０：００〜１７：００

※完全予約制

８：００〜１９：００

◇相 談 先 ℡０５７０−０７０−８１０

◇予約・問合せ先

ちば司法書士総合相談センター

◇問合せ先 千葉県人権擁護委員連合会事務局
℡０４３−２４７−３５５５

℡０４３−２０４−８３３３

〜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

※広告は有料で掲載しています。広告費は「町報きょなん」の印刷費に使われています。

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
８

℡５５−４８０１

