
1 

平成２８年９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 

 道の駅保田小学校では、「まちのギャラリー」と「音楽室」の２部屋を有料で貸し出していますが、平成２８年

１０月１日から平成２９年３月３１日まで、町内の方は無料で、町外の方は基本料金の半額でご利用いただける

お試し期間を実施します。

懐かしい小学校で展示会や音楽練習、発表会をしませんか？この機会にぜひご利用ください！ 

◇まちのギャラリー 写真・絵画・陶芸などの展示、各種体験講座の場としてご利用いただけます。 

 ・旧校舎棟１階 ・面積 ７９㎡ ・設備 ピクチャーレール、スポットライト等 

 ・利用可能時間 ９：００～１９：００ 

◇音楽室 音楽、ダンスなどの稽古、各種サークル活動、ミニコンサート等にご利用いただけます。 

 ・旧校舎棟２階 ・面積５７㎡ ・設備 ピアノ、壁面ミラー ・利用可能時間 ９：００～１９：００ 

◇料金表（通常） 

 利用時間 基本料金 町内料金 備考 

１時間 ５００円 ２５０円  

１日 ３，０００円 １，５００円  

１週間 ２０，０００円 １０，０００円 まちのギャラリーのみ 

 ※原則、地域活性化に役立てる活動の場所です。 

  商業行為のみのご利用は、ご遠慮させていただいております。詳細は申込みの際にご相談ください。 

◇申込み・問合せ先 都市交流施設・道の駅保田小学校 案内所 ℡２９－５５３１（９：００～１８：００） 

 今年も頼朝まつりを開催します。地域の皆さんのご協力のもと、イベントを盛り上げていくため、甲冑のボ

ランティアを募集します。自薦他薦問いません。 

◇頼朝まつり期間 １１月２６日（土）～１２月１７日（土） 

◇甲冑ボランティア [男性]大人：２０代～４０代（５名） [女性]大人：２０代～４０代（２名） 

          [子供]１２０cm～１４０cm（１２名）、１２０ｃｍ以下（１名） 

◇申込期間 １０月２日（日）まで 

      大人の方は、１１月２６日、１２月１７日両日とも参加をお願いします。申し込み多数の場合は、

抽選とさせていただきます。悪天候時は、内容を変更して実施しますのでご了承ください。 

◇申込み・問合せ先 鋸南町源頼朝観光推進実行委員会事務局 

          地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５－１５６０ 

○１１月２６日（土） １３：３０～ 頼朝まつりオープニングイベント 道の駅きょなん 

○１２月１７日（土） １３：００～ 甲冑隊による水仙まつりＰＲ 道の駅保田小学校 

Ｂ型肝炎の予防接種は平成２８年１０月１日から定期予防接種になります。対象となる平成２８年４月１日

以降に生まれた１歳未満のお子さんには、個別に通知します。 

全３回を接種するのに５か月かかりますので平成２８年４、５月生まれのお子さんは早めに医療機関に予約

して接種を受けてください。 

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ 
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実 施 日 受付時間 場  所 該当地区 検診専用バス（無料） 

１０月２０日（木） 

７：００ 
～

９：００ 

中央公民館 吉浜・大六・大帷子下・竜島 運行なし 

１０月２１日（金） 

役  場 

中佐久間・田町・岩井袋 佐久間地区の方は、 

３日間役場まで運行し

ます。 
１０月２３日（日） 上佐久間・町・内宿・仁浜 

１０月２４日（月） 奥山・両向・本郷・竜島 

１０月２５日（火） 

すこやか 

小保田・市井原・横根・ 

本郷上・大帷子上・江月  

大崩・鋸東地区の方は、

２日間すこやかまで運

行します。 
１０月２６日（水） 

大崩・中道台・本郷浜・芝台・ 

中原・元名 

１．総合検診の日程  ３会場で６日間です。

２ 

※両地区とも帰りの便は、１時間に１便程度運行します。 

各バス停は、循環バスの停留所です。上記以外のバス停にも停車します。運行表は後日、個別通知します。 

奥山・佐久間地区（１０月２１日、２３日、２４日に運行します。） 

奥山発  → 森 → 旧佐久間小前 → 赤伏 → 役場 

６：３０発        ６：４０         ６：５０着 

７：２０発        ７：３０         ７：４０着 

８：２０発        ８：３０         ８：４０着 

～佐久間地区及び鋸東地区の皆様へ～ 検診専用バス（無料）を運行しますのでご利用ください。

今年度も総合検診を実施します。お申し込みされている方は１０月中旬に受診票等を発送します。 

○注意事項 

※該当地区での受診ができない方は、上記日程で都合のよい日に受診してください。 

※特定健康診査・健康診査・後期高齢者健康診査（血液検査）・胃がん検診を受診する方は、検診前日の夜９時

以降、飲食をしないでください。水は検診当日も飲んでも構いませんが、検査２時間前までに２００ｍｌ以内

にしてください。 

※検診当日は検査終了までタバコ・ガム等はひかえてください。 

※医師の診察がありますので、着脱のしやすい服装でお願いします。 

※肺がん・結核健診を受診する方は、ボタン・金具・プリントの無い無地（白でなくても可）のＴシャツ（肌着）

１枚でお願いします。写真に写りますので、ネックレスペンダント、エレキバンや湿布、ブラジャーやスリッ

プ、コルセット、ワッペンやタグのついた服などは外してください。 

※胃がん検診でバリウムの誤嚥防止（肺のほうへ入ってしまう恐れがある）のため、８０歳以上の方や脳梗塞既

往のある方、むせ・嚥下障害のある方、抗精神薬を服用中の方、パーキンソン病などの神経疾患をお持ちの方

はご自身で専門の医療機関に受診することをお勧めします。 

※受診票等と同封で個人票を送付します。裏面が質問票になっていますので、 

事前にご記入の上、検診当日に必ずご持参ください。 

※特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診される方は保険証を確認させて 

いただきますので、必ずご持参ください。 

※生活保護世帯の方は、生活保護受給者証を必ずご持参ください。 

大崩・鋸東地区（１０月２５日、２６日に運行します。） 

大崩公民館発 → 市井原 → 鋸東コミセン → 小保田 → すこやか 

６：３０発           ６：４０          ６：５０着 

７：２０発           ７：３０          ７：４０着 

８：１０発           ８：２０          ８：３０着 
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３．検診内容・料金

検 診 名 料  金 対 象 者 

特定健康診査 

４０歳～７４歳の国民健康保険加入者 

※貧血・眼底・心電図検査の対象者は、 

前年度の結果から、医師が必要と認め 

た方です。 

基本的な健診のみ １，５００円 

基本的な健診＋貧血検査 １，５００円 

基本的な健診＋眼底・心電図検査 ２，１００円 

基本的な健診＋貧血検査・眼底・心電図検査 ２，１００円 

後期高齢者健康診査 無 料 ７５歳以上の方 ※腹囲測定は除きます 

健康診査 無 料 生活保護世帯の方 

胃がん検診（バリウム造影） １，０００円 ４０歳以上の方 

前立腺がん検診（血液検査） ３００円 ５０歳以上の男性の方 

肝炎ウィルス検診（血液検査） ５００円 ４０歳以上の方 

肺がん・結核検診（胸部レントゲン） ２００円 ４０歳以上の方 

★各種検診の申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ ＦＡＸ５５－４１４８ 

２．結核・肺がん検診日程  

実 施 日 時 間 場  所 

１０月２０日（木）

７：００～ ９：００ 中央公民館 （総合検診）

１０：００～１０：３０ 竜島子どもプール跡地 

１０：４５～１１：００ 大六コミュニティセンター 

１０月２１日（金）

７：００～ ９：００ 役場 （総合検診）

１０：００～１０：２０ 上佐久間 中組コミュニティセンター 

１０：３０～１０：５０ 中佐久間公民館 

１０月２３日（日）
７：００～ ９：００ 役場 （総合検診）

１０：００～１０：１５ 岩井袋バス停脇 

１０月２４日（月）
７：００～ ９：００ 役場 （総合検診）

１０：００～１０：３０ 漁村センター西側 

１０月２５日（火）
７：００～ ９：００ すこやか （総合検診）

１０：００～１０：１５ 鋸東コミュニティセンター 

１０月２６日（水） 
７：００～ ９：００ すこやか （総合検診）

１０：００～１０：１５ 大帷子下コミュニティセンター 

※特定健康診査・後期高齢者健康診査は、健診当日の年齢ですが、その他の検診の年齢基準日は、平成２９年

３月３１日現在の年齢ですのでご注意ください。 

※肝炎ウィルス健診で４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳で初めて検診を受ける方は

無料です。 

直接医療機関に申し込み、接種を受けてください。予診票・説明書は医療機関窓口でお渡しします。 

◇対 象 者 鋸南町に住民登録をしている ①６５歳以上の方 ②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能 

及び人免疫不全ウイルスにより免疫機能に著しい障害のある方 

◇費 用 自己負担 ※各医療機関で決められた金額から町負担分（１，５００円）を引いた額を医療機関

の窓口でお支払いください。生活保護世帯の方は自己負担が免除されます。 

◇接種を行う医療機関 原則として、安房医師会に所属する鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市の医療機関 

安房地域外での接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となりますのでご連絡ください。 

◇接種期間 １０月１日（土）～１２月３１日（土）※医療機関の休診日は除く 

◇持 ち 物 自己負担金、健康保険証 

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ ＦＡＸ５５－４１４８ 
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農地転用とは、農地を住宅や店舗敷地、駐車場、資材置場、植林（山林）など、農地以外のものにすることを

いいます。 

 農地を転用するときは、必ず農業委員会に許可申請書を提出して許可を受けてから工事に着手してください。 

◇許可を受けないで転用するとどうなりますか？ 

許可を受けずに農地を無断で転用した場合、または転用許可の事業計画どおりに転用を行っていない場合

は、知事から工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。 

また、３年以下の懲役または３００万円以下の罰金、法人は１億円以下の罰金という罰則を適用されること

もあります。 

◇対象となる農地は？ 

 全ての農地（田・畑・採草放牧地）が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作をしていなく

ても農地として活用できる状態である限り、農地として扱われます。 

◇農地の転用手続き方法は？ 

  転用申請には農地法第４条申請、農地法第５条申請があります。農業委員会に申請書を提出し、知事の許可

を受ける必要があります。 

※農地法第４条・・・自分の農地を農地以外に転用する場合 

※農地法第５条・・・事業者がその農地の売買や賃貸など権利の設定や移転を 

同時に行って転用する場合 

◇問合せ先 鋸南町農業委員会事務局（地域振興課内） ℡５５－４８０５ 

千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パ

ート、アルバイト等を含む）及びその使用者に

適用される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）

が改正されます。 

◇問合せ先 千葉労働局労働基準部賃金室 

℡０４３－２２１－２３２８

～個別的労使紛争のあっせん～ 

千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用

者の間で生じた解雇・パワハラ・労働条件の不

利益変更などの労働関係のトラブルについて、

労働委員会が間に入って、双方の歩み寄りによ

る円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっ

せん」を行っています。 

あっせんは無料で、労働者、使用者どちらか

らでも申請できます。あっせんを希望される方

は、お気軽にお問合わせください。 

◇問合せ先 

 千葉県労働委員会事務局 

 ℡０４３－２２３－３７３５ 

大六海岸・勝山地区で、第８回アクアスロンを開催します。 

◇会場 鋸南町大六海岸 

◇期日 １０月１日（土） 

◇主催 一般社団法人鋸南クロススポーツクラブ 

★大六海岸・勝山地区周辺の地域のみなさまへ★
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ご理解とご協力をお願いします。 

ボランティアスタッフ大募集!!

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 ８：００～１３：００頃まで  

◇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ます。） 

◇その他 お弁当、スタッフグッズ支給 

◇問合せ 

詳細は事務局お問合せ又はWEBページをご覧ください。 

「鋸南町クロススポーツクラブ」で検索してください。 

鋸南町クロススポーツクラブ ℡５５－３７１４  
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 千葉県行政書士会安房支部では、次のとおり無料相

談を実施します。 

◇日 時 １０月２８日（金） 

      １０：００～１２：００ 

１３：３０～１６：３０ 

◇場 所 館山市コミュニティセンター第３集会室 

◇相談内容  

相続・遺言・成年後見・離婚など権利義務に関する

手続き、車庫・農地・建設・風俗・入管など官公署

へ提出する書類の作成、法務・行政手続きなど 

◇申込期間 １０月２５日（火）まで 

◇申込み・問合せ先 千葉県行政書士会安房支部 

          担当 福原 ℡３８－４１５５ 

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 １０月１８日（火） 

１０：００～１５：００ 

◇場 所 千葉県税理士会館山支部 

◇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、１０月５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。 

人工芝のグラウンドで、安房地域の幼児と家族を対

象としたミニ運動会を開催します。 

◇日 時 １０月１２日（水）１０：３０～ 

      雨天時は１０月１８日（火） 

◇場 所 勝山サッカーフィールド 

◇参 加 費 無料 ※保険料 １組１００円 

◇申込期間 １０月１日（土）まで 

◇申込み・問合せ先 あわぼぉんネット 

          info@awa-born.org 

鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市とハローワー

ク館山、ＮＰＯ法人「おせっ会」が連携して、移住

を希望する人や地元に戻って働きたい人を対象に２

０社程度の地元企業が、個別面談や面接を行います。

さらに、就職相談や移住相談の窓口も設置しますの

で、ご活用ください。 

◇日 時 １０月２８日（金）  

１３：３０～１６：００ 

◇場 所 東京新卒応援ハローワーク 

「出会いのフロア」 

（小田急第一生命ビル２１階） 

東京都新宿区西新宿２－７－１ 

◇対 象 南房総地域での就職を希望する１５歳

以上の人（年齢の上限なし） 

◇参 加 費 無料 

◇定 員 １００名程度（要予約・当日参加可） 

◇申込期間 １０月２７日（木）まで 

◇申込方法 町ＨＰから申込書をダウンロードし、

メールまたはＦＡＸで申込み 

◇そ の 他 この事業は雇用保険受給中の求職活動

実績として認められます。 

◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 

℡５５－１５６０ 

ちば司法書士総合相談センターでは、次のとおり無

料法律相談を実施します。 

◇日 時 １０月１日（土）  

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

◇場 所 三芳旧農村環境改善センター 

      ※完全予約制 

◇予約・問合せ先 ちば司法書士総合相談センター 

                ℡０４３－２０４－８３３３ 

 千葉司法書士会館山支部では、次のとおり無料法

律相談を実施します。 

◇日 時 １０月５日（水）  

１０：００～１５：００ 

（１組あたり１時間） 

◇場 所 館山市菜の花ホール 

      ※完全予約制 

◇予約期間 １０月４日（火）１７：００まで 

◇予約・問合せ先 堀川事務所 ℡２４－３５０１ 



６ 

暮らしの情報館 

～ 有 料 広 告 欄 ～

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) 

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

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。 ◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

水彩スケッチ画展
岡村君江

○日程 ９月２１日（水）～１０月１６日（日） 

○場所 道の駅きょなん ギャラリー 

 ペン線と透明感のある彩色との調和。紙の白地を生か

した光と影の表現。臨場感を尊重する具象の絵画です。

入場無料です。ぜひお立ち寄りください。 

募 集
○職種 ①運転手（介護補助）②ホームヘルパー 

○資格 ①②年齢不問、普通自動車免許 ②ヘルパー2級以上 

○勤務・待遇 

 ①8：20～、15：50～各 1時間 30分 

 ②[常勤（8時間）]社保、雇用、各種手当、有給休暇 有 

  [登録]1 日 1時間でも可 

○給与 ①1,000 円/時②[常勤]8,000 円/日[登録]1,000 円/時 

○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 ℡0470-50-1174

・庭木の剪定・枝打ち・ 木の伐採 
・草とり・草刈 
・片付け、処分・掃除 

☆困ったことは、 まずはご相談下さい 
電話 ０４７０－５５－２３４４ 

定休日 木曜日

慢性腎臓病の患者は、予備軍を含め１，３００万

人いるとされています。慢性腎臓病（ＣＫＤ）の怖

さ、早期発見・治療の大切さを理解していただくた

めの医療講演会、医療相談会を実施します。 

◇日 時 １０月３０日（日） 

１３：００～１６：００ 

◇場 所 京葉銀行文化プラザ ６階 欅の間 

      ＪＲ千葉駅徒歩３分 

◇参加方法 当日受付 

◇参 加 費 無料 

◇定 員 １２０名 

◇問合せ先 

 特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会 

 ℡０４３－２５６－４６６１ 

 千葉県及び市町村では、借金やヤミ金融でお悩みの方

を対象に、弁護士や司法書士、警察官などによる無料相

談会を次のとおり開催し、多重債務・ヤミ金融に係る諸

問題の解決を支援します。借金で悩まない生活を取り戻

すため、まずはご相談ください。 

◇日 時 １０月２９日（土） 

      １０：００～１６：００ 

      （受付は１５：００まで） 

◇場 所 館山市役所４号館 

◇申込方法 電話でお申し込みください。 

◇申込み・問合せ先 

 千葉県くらし安全推進課 

 ℡０４３－２２３－２２７１ 

 館山市社会安全課 

 ℡２５－５７７５ 


