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平成２８年６月２０日発行：鋸南町総務企画課 ℡０４７０－５５－２１１１（代表） 住所：〒299-2192 安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 

☆投票所について 

今回の選挙から、奥山公民館及び大崩公民館の両投票所が、旧佐久間小学校と統合し、第

３投票所となります。また、勝山地区の祭礼等により、投票所の変更をさせていただきます。

対象地域の皆様には大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

投 票 場 所 対 象 地 域 

第１投票所 鋸南町役場 １階 防災展示室 町・内宿・仁浜 

第２投票所 鋸南小学校 両向・本郷・田町・岩井袋 

第３投票所 旧佐久間小学校体育館 中佐久間・上佐久間・奥山・大崩 

第４投票所 保健福祉総合センター『すこやか』 
本郷浜・中道台・芝台・中原・本郷上 

元名・大帷子下・大帷子上・江月 

第５投票所 鋸南町立中央公民館 吉浜・大六 

第６投票所 鋸東コミュニティセンター 小保田・市井原・横根 

第７投票所 日比谷高校 勝山寮 竜島 

◆投票時間 午前７時から午後８時まで 

◆投票場所 鋸南町各投票所 

◆投票方法 ☆千葉県選挙区選挙は、候補者名を書いて投票してください。 

☆比例代表選挙は、候補者名または政党名を書いて投票してください。 

※投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前投票または不在者投票ができます。 

◇期 間 ６月２３日（木）～７月９日（土）の土日を含む毎日 

◇時 間 午前８時３０分から午後８時まで 

◇場 所 鋸南町役場 １階 防災展示室

選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられました。 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

鋸南町選挙管理委員会からのお知らせ 

◇問合せ先 鋸南町選挙管理委員会 ℡５５-４８０１ （FAX５５-１３４２）



地区伝達講習会参加者募集！ 

◇講 師 （講話）保健師、管理栄養士 

        （調理実習）食生活改善推進員 

 ◇予定献立 豚しゃぶ、トマトのサラダ、かぼちゃけんぴ 

◇持 ち 物 エプロン、三角巾、筆記用具 

味噌汁５０cc（塩分濃度を測定します。ご希望の方はお持ちください） 

◇参 加 費 無料 

◇申込期間 各開催日の１週間前まで、参加される地区をお伝えください 

◇問合せ先・申込み 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２（土日祝除く） 

暮らしの情報館 
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鋸南町保健福祉課と食生活改善協議会では、「血圧と上手につきあおう～生活のポイントと節塩のコツ

～」をテーマに、地区伝達講習会を開催します。血圧を上げないためにできることや、おいしく減塩する

ためのコツを、一緒に楽しく学びませんか。町民の皆さんの近くへお伺いして行います。他地区への参加

も可能です。男性の参加も大歓迎です。お誘い合わせの上ぜひご参加ください！

大腸がん検診を実施しますので、下記のとおり保健福祉課健康推進室に電話でお申込み下さい。 

すでにお申込みが済まれている方（平成２８年２月）は、７月中旬に検便容器とお手紙を送付します。 

◇申込期間 平成２８年６月２０日（月）～７月１日（金） 

◇対 象 ４０歳以上で鋸南町在住の方  ◇料 金 ２００円（検診当日に徴収します） 

◇検診日（検便提出日）・場所 

平成２８年７月２６日（火）   
１０：００～１１：００ すこやか 

１４：００～１５：００ 老人福祉センター 

平成２８年７月２７日（水）   １０：００～１１：００ 鋸南町役場１階 

平成２８年８月２日（火）   
１０：００～１１：００ 老人福祉センター 

１４：００～１５：００ すこやか 

平成２８年８月３日（水）   １４：００～１５：００ 鋸南町役場１階 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ 

日にち 曜日 開始時間 終了予定 場所 地区 

1 ６月２３日 木 １１：００ １３：３０ 本郷浜青年館 本郷浜 

2 ７月１日 金 ９：３０ １３：００ 鋸東コミュニティセンター 小保田・市井原・横根 

3 ７月４日 月 １０：００ １３：３０ 岩井袋第１コミュニティセンター 岩井袋 

4 ７月６日 水 １０：３０ １３：３０ 竜島区民会館 竜島 

5 ７月１４日 木 １０：００ １３：３０ 老人福祉センター２階 
上佐久間・中佐久間 

奥山・大崩 

6 ７月１９日 火 １１：００ １３：３０ 本郷コミュニティセンター 本郷・両向 

7 ７月２０日 水 １１：３０ １４：３０ 芝台青年館 芝台 

8 ７月２２日 金 １０：００ １３：００ 大帷子下コミュニティセンター 大帷子下 

9 ７月２５日 月 １０：００ １３：３０ 田町青年館 田町 

10 ８月１日 月 １０：００ １３：３０ 保健福祉総合センター〝すこやか〟 中道台・中原・本郷上 

11 ８月７日 日 １０：００ １３：３０ 江月コミュニティセンター 江月 



暮らしの情報館 
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鋸南町有害鳥獣対策協議会では、有害獣の被害防止のため町内の農地に設置するイノシシなどの有害獣

の侵入防止柵（電気柵・物理柵）に対して、補助金を交付しています。 

 今年度については町報４月号で募集したところですが予算枠に余裕があることから、追加募集を行うこ

ととなりました。ご希望の方は、役場３階地域振興課農林水産振興室までお申込みください。なお、受付

は予算枠に達した時点で終了となりますので、ご了承ください。 

◇補助対象者 本町に住所を有し、本町の農地を有している方 

◇補助金額  町の定める基準額に設置延長を乗じた額又は補助対象経費のいずれか低い額の２分の１ 

◇その他条件 ・設置延長が１００ｍ以上で、耐用年数が５年以上であること 

・過去に国や県等による同様の補助金を受けていないこと 

※詳細は以下までお問合せください。 

◇問合せ先・申込み 鋸南町有害鳥獣対策協議会事務局（地域振興課農林水産振興室） 

℡５５－４８０５

有害獣侵入防止柵設置への補助を行います（追加募集）

平成２９年度鳥獣被害防止総合対策交付金事業（侵入防止柵）の 
受付を開始します

野生獣による農作物への被害を防止するため、集落規模での侵入防止柵の設置に対して補助金を交付

しています。 

◇交付条件 

・町内の３戸以上隣接した耕作農地であること 

・設置予定箇所に、野生獣の侵入、被害が発生していること 

・被害状況から費用対効果を算出し、投資効果が認められるもの 

・電気柵は８年間、物理柵は１４年間維持管理できること 

・自力施行で侵入防止柵の設置ができること 

◇補 助 率 資材費への定額補助（全額） ◇申込締切 ７月１５日（金） 

※詳細は以下までお問合せください。 

◇問合せ先・申込み 鋸南町有害鳥獣対策協議会事務局（地域振興課農林水産振興室） 

℡５５－４８０５ 

☆事業主のみなさまへ 

 期間は平成２８年６月１日（水）から平成２８年７月１１日（月）までです。

 年度更新の手続きは、平成２７年度の概算保険料を清算する「確定申告」と、平成２８年度の見込保険

料（概算保険料）を申告するものです。 

 申告・納付は各労働基準監督署、最寄りの金融機関を通じてお早めに手続きしてください。 

 なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用いただくと便利です。詳細は千葉労働

局ホームページをご覧ください。 

◇問合せ先 千葉労働局保険徴収課 ℡０４３－２２１－４３１７ 

 一人で悩まず、ご相談ください（予約不要）。相談は無料、秘密は厳守します。 

◇問合せ先 財務省 千葉財務事務所 債務相談口 

      ℡０４３－２５１－７８３０（直通） 

土、日、祝日を除く ８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０ 



暮らしの情報館 
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ビジネス・キャリア検定試験は、厚生労働省が定める職業能力評価基準に準拠し、職務を遂行する上

で必要となる知識の習得と実務能力の評価を行うことを目的とした試験です。人事・経理・営業・生産

管理など、企業実務に即した専門的知識・能力を客観的に評価します。 

◇試験日 平成２８年１０月２日（日） ◇申込締切 平成２８年７月２７日（水） 

◇等級 １級・２級・３級 

◇試験分野 人事・人材開発・労務管理、経理・財務管理、営業・マーケティング、生産管理、 

企業法務・総務、ロジスティクス、経営情報システム、経営戦略 

◇受験資格 特になし 

◇受験料 １級 １０，０００円 

     ２級 ６，９９０円 

     ３級 ５，６６０円 

◇問合せ先 千葉県職業能力開発協会 ℡０４３－２９６－１１５０ 

ひとりで悩まずにご相談ください
～仕事や生活、お金の事など困りごとを共に考え、支援します～

働きたくても働けない、住むところがないなど、まずはお困り事をお聞かせください。地域の相

談窓口が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族などまわりの方からの相談でも受付いた

します。 

 電話だけでなく、直接お越しいただくか、スタッフが家庭を訪問するなど、相談しやすい方法で

お受けいたします。 

◇問合せ先 千葉県中核地域生活支援センター ひだまり 

 館山市山本1155（安房地域医療センター内） 

℡２８-５６６７（９：００～１７：００）土・日・祝日を除く 

１等 ５億円×２３本  前後賞各 １億円×４６本 

※当せん本数は販売総額６９０億円・２３ユニットの場合

たくさん当たる！ 

サマージャンボミニ７，０００万は、サマージャンボ宝くじと同時発売 

１等 ７，０００万円×１２０本  ４等 ７，０００円×６００，０００本 

２等 １００万円×４８０本    ５等 ３００円×１２，０００，０００本 

３等 １０万円×３，６００本   ※当せん本数は発売総額３６０億円・１２ユニットの場合 

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

発売期間は７月６日（水）から７月２９日（金）まで、抽せん日は８月１５日（月）

です。 

昨年のサマージャンボ宝くじ及びサマージャンボミニ７，０００万の時効（８月

１６日（火））が迫っています。お忘れなく。 

でっかく当たる！ 

今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて７億円 



暮らしの情報館 

◇応募・問合せ先 自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所 ℡０９０－９９５８－８８５１ 

■航空学生  

海上自衛隊や航空自衛隊のパイロットとして活躍します。 

◇応募資格 高卒（見込含）以上２１歳未満の人 ◇受付期間 ７月１日（金）～９月８日（木） 

◇試 験 

・１次試験 ９月２２日（木） 

・２次試験 １０月１５日（土）～２0日（木）のうち指定する１日 

・３次試験 １１月１２日（土）～１２月１５日（木）のうち指定する１日及び６日 

一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取

扱者試験および特定品目毒物取扱者試験を行いま

す。詳しくはお問合せください。 

◇試 験 日 ８月４日（木） 

◇試験会場 敬愛大学 稲毛キャンパス 

◇問合せ先 千葉県健康福祉部薬務課 

 ℡０４３ ２２３ ２６１８

B&G 海洋センターでは、以下のとおりプール監
視員を募集します。 

◇業務内容 プール監視及び清掃 

◇勤務期間 7月 30日（土）から8月28日（日） 

      ※週３日程度 

◇募集人員 

 1 名 大学生以上 体力に自信があり泳げる方 

◇勤務時間及び賃金 

 ①１０：００～１７：００  時給 942円 

 ②１８：００～２１：００  時給 1,058円 

◇提出書類 履歴書 

◇申込締切 7月 10日（日）締切後面接あり 

◇問合せ先 

 B&G海洋センター ℡５５－４４１１

勝山地区合同祭礼役員会 

７月９日（土）は、勝山地区祭礼が行われます。 

竜島頼朝上陸記念碑前に屋台が一堂に集まり、合同

祭礼（年番引継ぎ式 １９：００～１９：３５）が

行われますので、お誘い合わせのうえご来場くださ

い。 

勝山地区内では、神輿、御船、屋台の引きまわし

が行われます。通行の妨げになるとともに危険です

ので、前日および当日は周辺の路上に車両を駐車し

ないようお願いします。 

５ 

■一般曹候補生 

 専門分野のプロフェッショナルを養成します。  

◇応募資格 １８歳以上２７歳未満の人 ◇受付期間 ７月 1日（金）～９月８日（木） 

◇試 験 １次試験 ９月１６日（金）、１７日（土）のうち指定する1日 

２次試験 １０月６日（木）～１２日（水）のうち指定する１日 

第２２回安房地域母親大会～夏の部～ 

今年は、憲法発布及び女性参政権７０年、そして

18 歳選挙権元年の記念すべき年にあたります。ま

た、7 月には参議院選挙もあります。「憲法や選挙

は身近なところにある」ことを、講演会＆パネルト

ークで熱く語り合います。共に考え、話し合ってみ

ませんか？母親大会は、世代を超え、男性も女性も

参加できる話し合いのひろばです。 

◇日 時 ７月３日（日） 

１３：３０～１６：３０（開場１３：００） 

◇場 所 館山市コミュニティーセンター 

◇保 育 先着１５名（１歳～未就学児） 

料金１００円 

◇参加費 

 資料代３００円 当日受付でお支払ください。 

◇主催 第２２回安房地域母親大会実行委員会 

◇問合せ先・申込み 

 ℡０９０－５７６２－５９５６（関） 

 ℡０８０－５５１６－９９２６（石井） 
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暮らしの情報館 

～ 有 料 広 告 欄 ～

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。 

詳しくは以下へお問合せください。 

 ◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

職 員 募 集
○職 種 薬剤師・看護師（常勤職員）・・若干名 

○日 勤 ８：１５～１７：１５（薬剤師・看護師） 

○夜 勤 １６：１５～翌９：１５（月２回看護師） 

○給 与 薬剤師、看護師 

 ２４５，０００円～３５０，０００円（経験能力による）

（看護師夜勤手当別途） 

○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(採用係土日祭日除く) 

◇実 施 日 ７月５日（火） 

◇時間・場所 １０：００～１１：４５ 役場 

１３：４５～１６：００ すこやか 

◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室 

       ℡５０－１１７２ 

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 千葉地方法務局館山支局 

         ℡２２－０６２０

登記相談(予約制) 

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 ７月１２日（火）、８月１６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 

次回は、７月６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。 


