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◇問合せ先 鋸南地区環境衛生組合  ℡５５－０３２９ 大谷クリーンセンター ℡５７－２６４６ 

      建設水道課 建設環境室 ℡５５ ２１３３

これまで「可燃ゴミ」として収集してきたゴミのうち、「雑がみ」を分別収集することにより、

ごみの資源化や経費の節減が図られますので、ご協力をお願いします。

◆「雑がみ」とは 

菓子箱、ティッシュの紙箱、紙製のハガキ、封筒、トイレットペーパーやラップの芯、カレンダー、 

包装紙、紙袋、チラシ、メモ用紙、Ｙシャツなどの固定用の台紙類、画用紙、折り紙、紙製ファイル 

など（金属、ビニールなどは取り除いてください） 

◆「雑がみ」に出せないものとは 

食品や洗剤・油が付着している紙、粘着物が付着している紙、防水加工された紙（紙皿、紙コップ、

アイスクリームやヨーグルトの容器）、コーティング紙（アルミ、ビニールコーティング紙、ラミネー

ト紙）、金色・銀色を使用した紙、かばんや靴に詰められた紙、洗剤・石鹸・線香や蚊取線香の箱など

紙ににおいの付いたもの、感熱紙、カーボン紙、感光紙（写真紙など）、インクジェット写真プリント

用紙、圧着はがき、水に溶けにくい紙、和紙や半紙など※裁断機で細かく切断された紙も出せません。 

◎「雑がみ」の収集日は、古紙・布類の収集と同日です。 

◎「雑がみ」の分別の仕方は、紙袋に入れる、ヒモでまとめる、少ない量は雑誌の間に挟んでも構いま

せん。

千葉県では、県民の日を記念して、様々なイベントが開催されるとともに、県内の施設や観光スポットで、

無料開放や割引が実施されます。鋸南町では、次の施設が対象となります。 

☆笑楽の湯  （℡５５－８８３０）  

◇日 時 ６月１５日（水） １０：００～１６：００（入浴の受付は１５：３０まで） 

◇内 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 時 ６月１５日（水） ９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）  

◇内 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１５日（水）１３：００～１７：００、１８：００～２１：００ 

            （１７：００～１８：００は休憩） 

◇内 容 千葉県在住の方を対象に、プールを無料開放 

総務省と経済産業省は、平成28年６月１日現在で、「平成28年経済センサス 活

動調査」を実施します。全国のすべての事業所及び企業が対象になります。 

皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。 

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１

千葉県ＰＲマスコットキャラクター 

チーバくん 



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 

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。

本年度は次の通り狩猟免許試験が実施されます。 

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２８年 ５月２０日（金）～  ５月２７日（金） 

平成２８年  ６月１８日（土） 

第２回 平成２８年  ６月１９日（日） 

第３回 
平成２８年 ７月１２日（火）～  ７月１９日（火） 

平成２８年  ８月 ９日（火） 

第４回 平成２８年  ８月１０日（水） 

第５回 平成２８年１０月 ７日（金）～１０月１４日（金） 平成２８年１１月 ５日（土） 

第６回 平成２８年１１月２５日（金）～１２月 ２日（金） 平成２８年１２月２３日（金） 

第７回 平成２９年 ２月 ３日（金）～ ２月１０日（金） 平成２９年 ３月 ５日（日） 

※狩猟免許の種類内容（網、わな、第一種、第二種） 

※第１回、第３回、第６回、第７回に実施する試験は、わな猟免許に係るものに限る。 

※第２回、第４回、第５回に実施する試験は、網猟免許、第一種銃猟免許、または第二種銃猟免許に係るものに限る。 

※第７回試験に係る狩猟免許の申請については、受付期間中であっても、狩猟免許の申請者が７２名になり次第終了 

とする。 

暮らしの情報館 
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◇試 験 会 場 第１回～第６回 千葉県射撃場（市原市古敷谷２６２０番地） ℡０４３６－９８－０３１４ 

       第７回 南房総市三芳農村環境改善センター（南房総市谷向１０９番地1）℡３６-４１１４ 

◇申請書配布 安房地域振興事務所 地域環境保全課    ℡２２－８７１１ 

       鋸南町役場 地域振興課 農林水産振興室    ℡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） 

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 農林水産振興室 ℡５５－４８０５ 

安房獣医師会の協力により、狂犬病予防注射未実施の犬に対して６月１日（水）に以下の通り再度巡回による

予防接種を実施しますので、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、建設水道課までご連絡ください。 

時 間 場 所 時 間 場 所 

９：１０～ ９：２５ 竜島神明神社境内 １０：２５～１０：４０ 旧ＪＡ安房佐久間支店前 

９：３０～ ９：５０ 中道台観音寺境内 １０：５０～１１：１０ 役場南側駐車場 

１０：００～１０：１５ 鋸東コミセン前 １１：２０～１１：４０ 勝山神社前遊園地 

○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 建設水道課 建設環境室 ℡５５－２１３３ 

※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     ２，９５０円 

②狂犬病予防注射済票交付手数料   ５５０円 

③畜犬の登録手数料       ３，０００円 

予防接種のみ ３，５００円
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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） ８：３０ ～ １７：１５ 

  ≪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

◇日 時 6月５日（日） ８：３０～１２：００（小雨決行） ◇場 所 佐久間ダム湖暁観音前  

◇持 ち 物 草刈機または草刈鎌、手袋、ヘルメット 

◇主 催 千葉鋸南日本花の会、佐久間ダム湖観光生産管理組合 

◇そ の 他 ○燃料・ごみ袋・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  ℡５５－１１８７ 金髙 丈夫 ℡５５－８２０２ 

     佐久間ダム湖観光生産管理組合  ℡５５－８１１５ 

景観づくりのボランティア団体・元名花街道（岡村

隆代表）は、６月２５日に「あじさいハイキング」を

実施します。トウモロコシ狩りのほかゴールの「道の

駅保田小学校」では、バンド演奏や野点（抹茶＋お菓

子の提供）がハイカーの疲れを癒します。是非皆様ご

参加ください。 

◇実 施 日 平成２８年６月２５日（土）小雨決行 

※荒天中止 態度決定は６月２３日（木） 

◇集合場所 すこやか ９：００集合 

◇募集人数 ５０人（先着） 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

◇参 加 費 １，２００円 

トウモロコシ狩り代、弁当お茶代、 

野点参加費、保険代込 

◇案 内 人 川崎 勝丸氏 ほか 

◇コ ー ス 

すこやか→元名地区→鋸山日本寺下→高速道脇→ 

元名地区→花街道あじさい見学→ 

トウモロコシ狩り（元名地区）→道の駅保田小学校 

バンド演奏 「スーペリア」１１：３０頃～ 

昼食・休憩 ２階「まちの縁側」にて、お弁当用意 

野点 １２：３０頃から ２階「まちの縁側」にて 

※若干のコース変更の可能性あり 

◇申込み・問合せ先 

地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５ １５６０

元名花街道  

あじさいハイキング

６月のハイキングは、安房から上総までの鎌倉古道

をハイキングします。季節ごとに移り変わる房総の山

の景色を楽しみながら歩きませんか。コースは約１８

キロ、セミロングコースです。 

◇実 施 日 ６月１８日（土） 

※雨天の場合 ６月２０日（月） 

◇集合場所 

 ＪＲ内房線浜金谷駅 ８：３０集合 ８：５０出発 

◇募集人数 ５０人 

◇参 加 費 １，６００円(食事代、保険代、土産代込) 

◇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 

浜金谷駅８：５０→林道→百孤→しあわせ橋（昼食） 

→梨沢→大塚山→保田見→釜ノ台→下貫沢→ 

→長狭街道→すこやか１６：３０過ぎ 

◇主 催 鋸南町味わいハイキング     

◇協 力 鋸南町 

◇申込期間 ６月３日（金）～ 

※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

味わいハイキング１３４
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千葉県後期高齢者医療広域連合では、前年度に７５歳

となった被保険者を対象として、歯科検診を実施しま

す。 

◇対象者 

昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日生まれの 

千葉県後期高齢者医療被保険者の方 

◇実施期間 ６月１日（水）～１０月３１日（月） 

◇費 用 歯科検診に係る窓口負担はありません。 

     ※健診後の治療に要する費用は有料 

◇健診の項目 

口腔診査 

・歯と歯肉の状況 

(むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど) 

・口腔機能の状況(舌の動き、物を飲み込む力など) 

口腔衛生指導 

・むし歯、歯周疾患の予防法など 

◇健診の受け方 

 対象者に５月中にみどり色の案内通知（受診票）が

送付されます。歯科健診を希望される方は健診協力

医療機関に直接予約をして受診してください。 

 ※受診は期間中に限り、１人１回まで 

◇受診の際に必要な物 被保険者証、受診票 

◇対象医療機関    対象者に別途通知します。 

◇問合せ先 

 千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課 

 給付第１班 ℡０４３－２１６－５０１３ 

 または 

 税務住民課 住民保険室 ℡５５－２１１２ 

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

入者数は全国で約３，７００万人（千葉支部は約

８０万人）です。 

協会けんぽ千葉支部の平成２８年度健康保険

料率は、本年３月分（４月納付分）より９．９７％

から９．９３％に引き下げとなりました。 

 加入者の皆様の健康を支えるため、今後も疾病

予防のための健診の推進やジェネリック医薬品

の普及促進等の医療費適正化に向けた取り組み

を更に進めてまいります。今後ともご理解・ご協

力をお願い申し上げます。 

◇問合せ先 全国健康保険協会（協会けんぽ） 

千葉支部 ℡０４３－３０８－０５２２

次回は、６月１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。

６月４日（土）に勝山学園をスタート地点とし、

嶺岡林道をコースとした第７回ヒルズマラソン

が開催されます。当日は、１，０００名以上のラ

ンナーが参加する予定です。ぜひ、沿道での応援

をお願いします。 

★勝山学園周辺、嶺岡林道沿いにお住いの皆様へ 

 一時的に車両の通行に支障をきたす時間があ

ります。大変申し訳ありませんが、ご理解とご協

力をお願いします。 

★ボランティアスタッフの募集 

本部受付、コース誘導、ドリンクステーション

など、ご協力いただける方を募集しています。詳

細等については、問合せ先までご連絡をお願いし

ます 

◇問合せ先 鋸南クロススポーツクラブ 

      ℡５５－３７１４ 

老人クラブ主催による「特選演芸会」が開催され

ます。老人クラブ会員に限らずどなたでも参加いた

だけますので、お誘い合わせの上ご来場ください。 

◇日 時 ６月２５日（土） １０：００～ 

◇場 所 中央公民館 多目的ホール 

◇内 容 ちび玉ショー（翼ファミリー三姉弟） 

カンカラ三線（岡 大介） 

コント（コント青年団） 

民謡と演歌（ゆかり） 

      ※お楽しみ抽選会があります！ 

◇料  金 １，８００円 

◇取扱場所 各地区老人クラブ会長宅 

      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



おしらせ版３月２０日号にも掲載したとおり、４月１日より役場の組織が一部変わりました。問合わせも多

いことから、再度組織内容を掲載します。また、管理職を併せて紹介します。 

５ 

場所 課名 室名 主な業務内容 電話番号 

役場１階 

税務住民課 

◎福原傳夫 

住民保険室 

○加藤芳博 

戸籍、マイナンバー、印鑑登録、印鑑証明、

国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金 
５５－２１１２ 

税務収納室 

○笹生矩義 

町民税、固定資産税、軽自動車税、諸証明、

滞納処分 
５５－２１１３ 

会計管理室 ◎三瓶睦 出納 ５５－２１１４ 

役場２階 

総務企画課 

◎菊間幸一 

総務管理室 

○寺本幸弘 

人事、給与、消防、防災、選挙、情報公開、

管財、入札、秘書、固定資産評価審査委員

会事務局 
５５－４８０１ 

企画財政室 

○平野幸男 

総合計画、財政、ふるさと納税、町営バス、

統計、男女共同参画、コミュニティ事業、

開発行為、広報 

議会事務局 ◎増田光俊 議会運営、監査委員事務局 ５５－４８０４ 

役場３階 

地域振興課 

◎飯田浩 

まちづくり推進室 

○平嶋隆 

観光、商工、道の駅、景観整備、地域力推

進、空き家バンク 
５５－１５６０ 

農林水産振興室 

○安田隆博 

農業委員会、農林業、畜産、有害鳥獣対策、

漁港、水産 
５５－４８０５ 

建設水道課 

◎山﨑友之 

水道室  

※課長兼務 
上水道 ５５－３５６９ 

建設環境室 

○杉田和信 

土木、国土調査、道路占用、町営住宅、建

築確認、環境 
５５－２１３３ 

中央公民館 
教育課 

◎前田義夫 

教育総務室 

○福原規生 

教育委員会、学校教育、学校給食、保育所、

学童保育所、子育て支援 
５５－２１２０ 

生涯学習室 

※課長兼務 

公民館、社会教育、社会体育、菱川師宣記

念館、Ｂ＆Ｇ海洋センター 

保健福祉総

合センター 

すこやか 

保健福祉課 

◎渡邉昌廣 

福祉支援室 

○石井肇 

介護保険、児童・母子・障がい者・高齢者

福祉、民生児童委員、児童手当、福祉給付

金、地域包括支援センター 
５０－１１７２ 

健康推進室 

○対馬尚子 

各種検診、予防接種、健康推進事業、子ど

も医療費、訪問看護、老人福祉センター笑

楽の湯 

平成２８年度 町の組織紹介

平成２８年度 

安房地区公民館連絡協議会事業 

安房地方のことを知りたい、学びたいという人を対象にふるさと安房について学ぶ「見たり・聞いたり 安房

の国」を開催します。私たちの住む本地域は、古来より「安房国」として文化圏を共有し、また、地域住民の生

活圏も拡大し、様々な交流も行われています。 

今年も安房館内の公民館が各１回講座を担当し、全４回の予定で「安房の国」を巡ります。テーマは各市町の

自然、歴史、文化に関することで、講義及び現地学習を行います。第１回目は「鴨川市」が会場です。 

◇日 程 ６月２３日（木） ◇会 場 亀田医療大学、城西国際大学観光学部 

◇講座内容 

 １０：００～１０：１０ 開校式（亀田医療大学） 

 １０：１０～１１：３０ 講義と大学見学 

『安房の地で行う看護の大学教育』 講師 亀田医療大学教授 新田 静江 氏 

 １２：００～１２：４５ 昼食（城西国際大学観光学部） 

 １２：５０～１４：３０ 講義 

『地域と観光～地域活動と学生の学び』 講師 城西国際大学観光学部准教授 内山 達也 氏 

 終了後オーシャンパークへ移動、市町ごとに解散 

◇申込期間 ６月３日（金）～（鋸南町民のみ、２５名先着順） 

◇申込み・問合せ先 鋸南町中央公民館 ℡５５－４１５１



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 

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１４日（火）、７月１２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 千葉県税理士会館山支部 

          担当 早野 ℡２３－４１３２ 

暮らしの情報館 

グループホーム 和季（わき）

自立した日常生活を営むことが困難になった方が

家庭的な雰囲気の中、少人数で共同生活を送る

住宅です 

ご見学・ご相談・体験入居（有料） 

随時、受付けております

○住 所 保田 334-2 ℡50-0333

現
在
空
室
有

募 集
○職 種 ①介護職    ②登録ヘルパー 

○給 与 ①日給 8,000 円 ②時給 1,000 円 

○勤 務 

 ①デイサービスセンター（週 3回）8：20～17：20 

 ②直行直帰型  1 日 1時間でも可 

○休 日 ①シフト制、年末年始 

○応 募 履歴書（写真添付）を郵送またはご持参ください 

社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
〒299-1902 鋸南町保田 560 ℡0470-50-1174 

日時 ６月５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） 
１．発表の部 

２．歌唱大会（審査有） 

  課題曲 Ａ頼朝桜 Ｂぶきっちょおやじ 

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 

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・火曜日・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 千葉県地方法務局館山支局 

           ℡２２－０６２０

登記相談(予約制) 

６月は「動物の正しい飼い方推進月間」です
動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、逸走した時や災害時等に放れてしまった場合で

も、飼い主が分かるようにしましょう。犬については、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつける

ことが、狂犬病予防法で義務付けられています。 

安房健康福祉センターでは、犬・猫の正しい飼い方・しつけ方の相談を 

受け付けています。お気軽にご相談ください。 

◇問合せ先 安房健康福祉センター（安房保健所） ℡２２－４５１１ 


