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町県民税及び所得税等の申告を次の日程により各会場で受け付けます。 

 申告の内容は、国民健康保険料及び介護保険料・後期高齢者医療保険料の算出・軽減の判定、国民年金保険料

の免除申請、保育料の算出、町営住宅入居等でも必要となりますので、必ず申告してください。 

【町県民税の申告が必要な方】 

 平成２８年１月１日現在、鋸南町に居住している方で、次のいずれかに該当する方 

 ①平成２７年中に所得がなく、所得税・町県民税の申告上、誰の扶養にもなっていない方 

②町外に居住する方の扶養になっている方 

 ③平成２７年中の所得が非課税所得（主に遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等）のみで、配偶者控除ま

たは扶養控除の対象になっていない方 

 ④２ヶ所以上から給与を受けている方 

 ⑤給与以外に所得のある方（営業等・農業・不動産等） 

 ⑥平成２７年中に退職した給与所得者で、再就職していない方 

 ⑦雑損・医療費控除等がある方 

 ※④～⑦に該当する方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。 

【所得税等の確定申告が必要な方】 

  平成２８年１月１日現在、鋸南町に居住している方で、次のいずれかに該当する方 

①平成２７年中の各種所得金額の合計が配偶者控除・扶養控除・基礎控除・その他の所得控除の合計額を

超える次のような方 

・事業所得（営業等・農業）・不動産所得等のある方 ・譲渡所得のある（土地や建物などを売った）方 

②給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が２０万円を超える方 

③２ヶ所以上から給与を受けている方 

④平成２７年中に退職した給与所得者で、再就職をせず、年末調整を受けなかった方 

※公的年金等のみの支給を受けている方は、通常申告する必要はありませんが、日本年金機構などへ報

告した扶養人数に異動が生じた場合、自分で支払った社会保険料や国民健康保険料等がある場合、障害

者控除の追加などの場合には所得金額から控除されますので申告してください。 

（※複数の公的年金等の支給を受けている方は、申告が必要な場合があります。） 

★申告に必要なもの 

  ○印鑑（認印可）    ○障害者手帳（障害者控除を受ける方のみ必要） 

○申告者本人名義の振込先（口座番号等）がわかるもの（所得税が還付される方のみ必要） 

  ○収入や経費が確認できる書類（源泉徴収票（原本）・収支明細書など） 

  ○所得から控除できるものが確認できる書類 

平成２７年中に支払った保険料等（国民年金・医療費・生命保険料・地震保険料・個人年金保険料・簡

易保険料・寄附金等）の控除証明書または領収書 

※医療費控除を受ける方は、医療費の領収書を集計してお越しください。未計算の場合、申告会場では、各

自での計算をお願いしています。 

☆次に該当される方は館山税務署での申告となりますのでご注意ください。 

  ◎平成２７年中に譲渡所得・資産交換等のあった方 

  ◎平成２７年中に新規に住宅（居住用）を取得した方、または増改築をした方で、住宅借入金等特別控除を 

受けようとする方                            



暮らしの情報館 

※出張申告期間中（２月１６日～２２日）は、役場本庁での受付はできません。

月  日 対象地区 会 場 受付時間 

２月１６日（火） 本郷浜・中道台 

２月１７日（水） 芝台・中原 

ボランティアセンター 

（すこやか脇） 

９：００～１５：００ ２月１８日（木） 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月 

２月１９日（金） 元名・吉浜 

２月２２日（月） 小保田・市井原・横根 

２月２３日（火） 大六・中佐久間 

役場３階大会議室 

※土・日曜日を除く 

２月２４日（水） 上佐久間・奥山・大崩 

９：００～１６：００ ２月２５日（木） 両向・本郷 

２月２６日（金） 田町・町 

２月２９日（月） 内宿・仁浜・岩井袋 

３月 １日（火） 竜島 

３月 ２日（水） 

  ～１５日（火） 
町内全地区 

※当日都合のつかない方は、 

他の地区の日でも構いません。 

２ 

◇問合せ先 税務住民課 税務収納室 ℡５５－２１１３ 

小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の方の所得税の申告（土地、建物及び株式 

などの譲渡所得のある場合を除く）を対象としています。 

※お越しいただく場合には、申告に必要な書類を持参してください。 

また、平成２５年分、２６年分の確定申告書の控及び収支内訳書の控をお持ちの場合は持参してください。 

◇問合せ先 千葉県税理士会館山支部 ℡２３－４１３２ 

 館山税務署では、次のとおり確定申告書の作成会場を開設します。 

 作成済みの還付申告書は、２月１５日（月）以前でも提出できます。 

◇開設期間 ２月１６日（火）～３月１５日（火）の平日 

◇時 間 ９：００～１７：００（受付は８：３０～） 

◇場 所 館山税務署 

※青色決算書及び収支内訳書の作成は、大変時間がかかりますので、ご自宅で作成 

の上、お越しいただくようお願いします。 

上記期間以外は、税務署の申告書作成相談会場は、開設しておりません。 

◇問合せ先 館山税務署 個人課税第１部門 ℡２２－０１０１（内線４２） 

開催日 時 間 場  所 所在地 

２月 ８日（月） 

９：３０～１２：００ 

１３：００～１５：３０ 

南房総市千倉保健センター 

２階保健指導室 

南房総市千倉町瀬戸 

２７０５－６ 

２月 ９日（火） 
館山市コミュニティセンター 

第１集会室 
館山市北条７４０－１ 

２月１０日（水） 
鴨川市市民会館 

２階会議室 
鴨川市横渚８０８－３３ 
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３ 

現在、町では災害対策基本法の改正や千

葉県の地域防災計画、被害想定の見直しに

あわせて「鋸南町地域防災計画」の改定作

業を行っています。このたび計画（案）が

まとまりましたので、町民の皆様方のご意

見を募集します。 

◇応募・問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５－４８０１ Fax５５－１３４２ 

E-Mail soumukanri@town.kyonan.chiba.jp 

◇募集期間 １月２５日（月）～２月１５日（月） 

◇公表する資料 鋸南町地域防災計画（案） 

◇公表場所 総務企画課 総務管理室、町ホームページ 

◇対 象 者 町内に住所がある方、町内に事業所がある法人又

は町内で活動する団体 

      町外在住で、町内に通勤又は通学している方 

◇提出方法 直接持参、Ｅメール、郵送、Fax 

味わいハイキング１３０ 

２月の味わいハイキングは、南総里見八犬伝の舞台と

なった伝説の山「富山」をハイキングします。２つの峰

からなる双耳峰で、標高は北峰（金毘羅峰）が３４９ｍ、

南峰（観音峰）３４２ｍ。北峰には三角点と金毘羅神社、

そして「十一州一覧台」という展望台があり、南峰には 

観音堂があります。周囲一帯は「県立富山自然公園」に

指定されています。 

今回はセミロングハイキングです。 

◇日 時 ２月１３日（土）  

※雨天の場合は１４日（日） 

◇場 所 鋸南町役場 8：４０集合 8：５０出発 

車の方は鋸南町役場駐車場をご利用ください。 

電車の方は、安房勝山駅着上り８：１９、 

下り８：２９をご利用ください。 

◇参 加 費 １，0００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 鋸南町役場→田子→飯之坂→富楽里→ 

富山→昼食 吉井→合戸→富楽里→市部 

瀬→鋸南町役場１６：００着予定 

◇定 員 ５０人程度 

◇申込期間 １月２８日（木）～  

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

◇主 催 鋸南町味わいハイキング     

◇協 力 鋸南町 

※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

最近、血糖値が上がってきた… 

糖尿病が気になる… 

なかなか血糖値が下がらない… 

家族で血糖値が高い人がいる… 

血糖を上手にコントロールする方法について一

緒にお勉強しませんか？ 

お誘い合わせの上、ご参加ください。 

◇対 象 者 鋸南町在住の４０歳以上の方 

◇申込期間 １月２９日（金）まで  

※土・日を除く 

◇申込方法 電話でお申し込みください。 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室  

℡５０－１１７２ 

第２回 血糖コントロールのための食事について 

食事についてお話を聞いていただき、調理を一

緒に楽しんでいただきます。 

◇日 時 ２月２４日（水） 

１０：００～１３：００ 

◇場 所 すこやか ２階調理実習室 

◇講 師 鋸南町保健福祉課 春木 亜紀子

管理栄養士 

◇持 ち 物 エプロン、三角巾 

講話を聞き、血糖について質問していただきな

がらお茶会を開催します。 

◇日 時 ２月３日（水） 

１４：００～１６：００ 

◇場 所 すこやか ２階保健指導室 

◇講 師 鋸南病院内科医 内藤 裕史先生 

第１回 血糖を上手にコントロールしましょう 
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３月５日（土）に開催される竹灯篭まつりにあわせ、次のとおり竹灯篭作りなどの体験イベントを行います。 

◇申込み・問合せ先 保田川頼朝桜の里づくり実行委員会 平柳 ℡０９０－２７５６－４４７６ 

４ 

菱川師宣記念館では、２月７日（日）まで開館３０周年記念特別展として「浮

世絵ジャポニズム ～浮世絵に魅了された印象派～」を開催しています。海外に

渡った日本の浮世絵が、ヨーロッパの画家たちに衝撃的に受け入れられ、ジャポ

ニズムという日本ブームを起こし、印象派という絵画を誕生させます。今回、東 

京富士美術館の特別協力で、同館所蔵のマネ、モネ、

ルノワール、シスレー、ゴーギャンなどの印象派画家

の名品の他、あわせて北斎、広重らの浮世絵版画の名

品も展示しています。総額４０億の名画の数々、海外

のすばらしい芸術を間近で見る事のできる絶好の機

会ですので、ぜひご覧ください。 

◇特別展入館料  

町外の方：大人 ８００円 小中高校生 ５００円 

町内の方：大人 ４００円 小中高校生 無料 

（町民の方は町民と確認できるものを受付でご提示ください） 

◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５－４０６１ クロード・モネ「海辺の船」 

ルノワール「読書する女」 

竹灯篭まつりに展示する飾り灯篭づくり体験

あなたのデザインを生かした飾り灯篭づくりに挑戦しませんか？ 

◇日 時 １月３０日（土） ９：３０～１２：００ 

◇場 所 保健福祉総合センターすこやか 敷地内 

◇参 加 費 １，０００円 ※町内の大学生以下は無料 

◇持 ち 物 軍手  ◇申込期間 １月２８日（木）まで 

吊るし雛フクロウを作ろう！頼朝桜に結んで 

ちりめんなどの生地や余った布、古着などいろいろな生地で作れます。 

◇日 時 ２月１３日（土） １０：００～１２：００ 

◇場 所 道の駅保田小学校 ２階まちの縁側 

◇参 加 費 ５００円  ◇持 ち 物 針、はさみ 

◇協 力 手芸ボランティア「綸の会」の皆さん ※申込不要 

みんなで作ろう！竹灯篭まつりで照らす絵灯篭づくり

色紙などに絵を描いたり、切り絵を貼り、パウチして絵竹灯篭を作ります。 

◇日 時 ２月６日（土） １０：００～１２：００ 

◇場 所 道の駅保田小学校 ２階まちの縁側 

◇参 加 費 無料 （クレヨン、マーカー等は、主催者側で用意します） 

※申込不要 
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 鋸南町スポーツ推進委員主催の軽スポーツ大会を開

催します。今回は「スリッパ卓球」を行います。 

 参加賞、賞品もありますので、お気軽に参加ください。 

◇日 時 ３月６日（日） ９：００～受付 

◇場 所 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇参加資格 町内に在住または在勤の方（年齢不問） 

◇参 加 費 無料 

◇申込期間 ２月２８日（日）まで 

◇申込方法 電話または Fax で①氏名、②年齢、③連

絡先について申し込みください。 

◇申込み・問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

℡５５－４４１１ Fax５５－４４５０ 

５ 

亀田総合病院では、がんの治療の流れや心構え、

がんになった場合の就労、お金に関する制度につい

ての講演会を実施します。 

◇日 時 ２月６日（土） 

      １３：３０～１６：００ 

◇場 所 亀田総合病院 

Ｋタワー１３階ホライゾンホール 

◇定 員 ７０名 

◇参 加 費 無料 

◇申込期間 １月２５日（月）まで 

◇申込方法 電話で申し込みください。 

◇申込み・問合せ先  

亀田総合病院 がん拠点病院推進センター 

℡０４－７０９９－１２３０ 

Fax０４－７０９９－１２３１ 

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 ２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 

 鋸南町雇用創造協議会では、次のとおり合同就職説明

会を開催します。 

今回は、接客・販売、福祉、介護系の職種を中心に行

います。ハローワーク館山の協力により、求人中の町内

事業者と直接、面談ができます。 

町内で就職を希望される方であれば、町外にお住まい

の方も参加できますので、ぜひご参加ください。 

◇日 時 ２月１６日（火）１８：３０～２０：３０ 

◇場 所 道の駅保田小学校 ２階 

◇参 加 費 無料 

◇申込み・問合せ先 鋸南町雇用創造協議会 

担当：牧本、鈴木、豊島 ℡２９－７１１７ 

千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の登

記に関する相談を行っています。 

◇日 時 毎週月曜日・木曜日（祝日を除く） 

      ９：３０～１５：３０ 

◇場 所 千葉地方法務局館山支局 

◇相談内容 相続による所有権移転登記や住宅ローン

完済による抵当権抹消登記などの不動産

登記に関する相談 

◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局  

℡２２－０６２０

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 ①２月２３日（火） 

②３月２２日（火） 

      ③４月１２日（火） 

１０：００～１５：００ 

◇場 所 ①イオンタウン館山

②、③千葉県税理士会館山支部 

◇相談内容 税金全般に関すること 

※２月２３日（火）は、予約不要 

◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部 

          担当 早野 ℡２３－４１３２ 



６ 

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 

～有 料 広 告 欄 ～ 

※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。 

暮らしの情報館 

中高年の方大歓迎です。未経験の方でもできるお仕事です。 

職種：旅館の夜警スタッフ １名 

勤務時間：２０：００～８：００まで（仮眠休憩あり） 

日給：６，５００円～  選考方法：書類選考及び面接 

応募方法：市販の履歴書（写真添付）を電話連絡の上ご持参、

またはご郵送ください。 

問合せ・送付先 299-2118 千葉県安房郡鋸南町竜島970-6 

安房温泉紀伊乃国屋 担当：薄井 0470-55-1571 

【フロントスタッフ】 
９：００～１８：００（勤務時間は応相談） 

時給最大１，０５０円（研修期間あり）※能力により増有 

【調理補助スタッフ】 

６：００～２２：００（勤務時間は応相談） 

時給最大１，０５０円（研修期間あり）※能力により増有 

サンセットブリーズ保田0470-55-3707（担当：田中）

次回は、２月３日（水）です

◇回収場所 各地区の指定回収場所 

◇回収品目 新聞・チラシ 

◇時 間 ７：００～９：００ 

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実

等に活用されます。 

地域の皆様のご理解、ご協力を 

お願いします。 

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） 

医療法人財団 鋸南きさらぎ会 

℡０４７０－５５－２１２５ 

（採用担当）※土・日・祝日を除く 

※その他お気軽に 

お問合せください。 

平成２５年３月３１日までに、市町村の助成により、ヒトパピ

ローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチ

ンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、

医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療

費・医療手当が支給される場合があります。 

心当たりのある方は、具体的な請求方法について独立行政法人

医薬品医療機器総合機構の救済制度窓口へ連絡をお願いします。 

◇問合せ先 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

救済制度相談窓口 ０１２０－１４９－９３１


