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◇問合せ先 保田駅前観光案内所 ℡５５－１６８３ 勝山駅前観光案内所 ℡５５－０１１５ 

地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５－１５６０ 

★江月水仙広場    １月８日（日）１１：００～ ほっと汁、特産品販売、ミニ音楽会 

★佐久間ダム公園     １月１５日（日）１１：００～ もちつき、特産品販売 

★水仙写真コンクール ２月２８日（火）まで受付 美しい水仙の写真をご応募ください。 

（詳しくは保田駅前観光案内所まで）

★ぐるっと水仙スタンプラリー 水仙まつり期間中 スタンプを集めて鋸南町の特産品を当てよう！

もうすぐ水仙の季節です。楽しいイベントも行いますので、

美しい地元の水仙を見に行ってみませんか？ 

★年末年始に関するお知らせ

 １２月３０日（金）から１月３日（火）までの間、循環バスの赤バス、青バスの始発便、最終便をそれぞれ

運休いたします。始発便、最終便以外は通常通りの運行です。お間違いのないよう、ご注意ください。 

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１

 水仙観光の時期にあわせ、循環バスの臨

時便を運行します。 

１２月１７日（土）～翌年２月５日（日）

の土・日・祝日のみの臨時運行となります。

この機会に循環バスを利用して、水仙を

見に出かけてみてはいかがですか？ 

臨時運行便時刻表（大崩～保田駅間折り返し運転）

赤 バ ス 青 バ ス 

大   崩 発 13:30 着 14:15 発 10:25 着 11:10 
湯   沢    13:33    14:12    10:28    11:07 
小 保 田    13:39    14:06    10:34    11:01 
すこやか前    13:47    13:58    10:42    10:53 
保田中央  13:48    13:57    10:43    10:52 
保 田 駅 着 13:50 発 13:55 着 10:45 発 10:50 

 保田川頼朝桜の里づくり実行委員会では、毎年「竹灯篭まつり」を開催しています。平成２９年３月４日（土）

に第１０回目を迎えるにあたり、会場をイルミネーションで彩りたく、ご不要なイルミネーションがありました

らご提供をお願いします。 

 竹灯篭まつりを盛り上げていただくため、準備や当日のボランティアも募集中です。 

※竹の加工作業、吊るし雛フクロウづくり、絵灯篭づくり、会場設営、交通整理など 

◇問合せ先 

 保田川頼朝桜の里づくり実行委員会   ℡０９０－２７５６－４４７６ 

 地域振興課 まちづくり推進室   ℡５５－１５６０ 



暮らしの情報館 

貴重な水を有効に使うため、水道メータまでの水漏れ箇所の調査を実施します。 

昼間は宅地内（止水栓や水道メータで確認）の漏水調査を、夜間は道路上の漏水調査を行います。 

漏水調査は、町建設水道課が委託した「株式会社 リクチ漏水調査」が、身分証明書及び腕章を着用して

行いますので、不審な点がありましたらご確認ください。 

この調査作業で調査料金を請求することはありません。 

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

◇調査期間  平成２８年１２月１３日（火）～平成２９年１月２０日（金）の間 

 ※土・日曜日及び祝日は、調査を行いません。 

◇調査時間  宅地内は８：３０～１７：００、道路上は２１：００～翌朝５：００ 

◇地区別調査予定（全２６区） 

  調 査 日  地 区 名 

１２月１３日（火）～１２月２２日（木） 元名・芝台・本郷浜・中道台・中原・本郷上・大帷子上 

１２月１９日（月）～１月１３日（金） 竜島・町・仁浜・内宿・田町・本郷・両向・岩井袋 

１月１０日（火）～１月２０日（金） 
吉浜・大帷子下・大六・江月・中佐久間 

上佐久間・小保田・市井原・横根・大崩・奥山 

※天候等により、調査日を変更する場合があります。 
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◆常設人権相談所 １０：００～１６：００ 

（相談員 人権擁護委員） 

開  設  日 場 所 

１２月７日 （水） 

千葉地方法務局 

館山支局 

８日 （木） 

１４日 （水） 

１５日 （木） 

◆特設人権相談所 ①１０：００～１５：００ ②１３：００～１６：００ 

（相談員 人権擁護委員） 

開  設  日 場 所 時間 

１２月５日 （月） 鋸南町ボランティアセンター ② 

 ７日 （水） 南房総市丸山公民館 ② 

 ８日 （木） 南房総市白浜地域センター ② 

 ９日 （金） 南房総市とみうら元気倶楽部 ② 

１５日 （木） 館山市菜の花ホール ① 

１６日 （金） 鴨川市役所 ① 

２０日 （火） 南房総市三芳農村環境改善センター ② 

◆人権擁護委員による街頭啓発  

１２月７日（水）１０：３０～ おどや鋸南店駐車場

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５－２１１２ 

国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の１２月１０日を「人権デー」と定め、加盟国に人権の発展

を更に推進するよう呼び掛けています。 

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、各種啓

発活動を実施します。みなさんもこの機会に、もう一度人権について考えてみましょう。 

千葉地方法務局館山支局と館山人権擁護委員協議会では、人権週間にちなみ、次のとおり相談所を開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られます。遠慮なくご相談ください。 

◆相談内容 

いじめ、親子・夫婦・扶養・相続などの

家庭問題、借地・借家・名誉・信用・差

別・いやがらせなど、人権上の問題や悩

みごとなど 

◇調査業者 株式会社 リクチ漏水調査 千葉営業所 

 ℡０４３－２５８－４７３１（千葉市稲毛区宮野木町１７５２番１７３号） 

◇調査内容についての問合せ先 

【昼間】建設水道課 水道室 ℡５５－３５６９（Fax５５－０４２１） 

【夜間】浄水場 ℡５５－１２２９（Fax５５－４８９５） 

水を大切に 



暮らしの情報館 
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鋸南町竜島（板井ケ谷）・岩井袋地区

日頃から水道事業にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

町では古くなった水道本管を地震に強く長寿命な水道管に取り替える工事を下記のとおり実施します。 

工事期間中は、車輌等の交通規制、断水や濁り水などで付近の皆様には何かとご不便やご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。 

◇工 事 名  町道１－１０５号線竜島地区（板井ケ谷地先）配水管布設工事 

◇工事場所  鋸南町竜島（板井ケ谷）地先 

       （竜島１０４１－３地先から岩井袋８－１番地先の町道です） 

◇工事期間  平成２８年１１月２８日（月）から平成２９年３月２０日（月）まで 

◇作業時間    ９：００～１７：００ 

◇交通規制  工事期間中は基本的に車両通行止めとなります。 

工事区域の住民の方々の通行については配慮します。※作業時間外は通行できます。 

次回は、１２月７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。 

◇実 施 日 １２月８日（木）  

◇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 

◇問合せ先 

【昼間】建設水道課 水道室 

    ℡５５－３５６９ 

【夜間】浄水場 

 ℡５５－１２２９ 

◇施工業者 

【工事①】 

株式会社 鈴木工務店 

鋸南町勝山３５３ 

現場代理人 矢口盛明 

℡５５－２８０１ 

【工事②】 

株式会社 マサキ電設 

鋸南町下佐久間２８３４－６ 

現場代理人 正木道雄 

℡５５－１３０８ 

工事①

工事②

最誓寺

館山方面

木更津方面

Ｂ＆Ｇ海洋センター

岩井袋隧道
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～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。◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

 公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議事務局で

は、次のとおり移動暴力相談所を開設します。 

◇日 時 １２月１４日（水） 

      １０：００～１６：００ 

◇場 所 安房地域振興事務所 

◇問合せ先 （公社）千葉県暴力団追放県民会議 

℡０４３－２５４－８９３０ 

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１３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 

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

ちば司法書士総合相談センターでは、次のとおり無料

法律相談を開催します。 

◇日 時 １２月３日（土）  

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

◇場 所 中央公民館 ※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 

理学療法士による足・靴の無料相談
こういう方におススメします。 

・歩くと足・膝・腰などが重くなるような人 

・足のタコ、ウオノメが気になる人 

・快適にウォーキング・スポーツをしたい人 など 

○日時 毎週木曜日 １０時～１１時（先着順） 

○場所 １階待合室 

地域の皆様の健康増進を目的に行っています。 

医療法人財団 鋸南きさらぎ会 鋸南病院（リハビリ室） 

℡０４７０－５５－２１２５ 


