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１ 

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。 

町町申申告告会会場場ででのの申申告告手手続続ななどどににはは
ママイイナナンンババーーのの記記載載＋＋本本人人確確認認書書類類のの写写ししのの添添付付がが必必要要でですす
（（注注意意））申申告告会会場場ででココピピーーのの対対応応ははででききかかねねまますすののでで、、ママイイナナンンババーーカカーードド（（両両面面））ままたたはは、、
番番号号確確認認書書類類＋＋身身元元確確認認書書類類ののココピピーーをを必必ずず持持参参ししててくくだだささいい。。

●ご自宅等から e‐Tax で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。

◆マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は

【町県民税の申告が必要な方】 

 平成２９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２８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２８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２８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。 

 ※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

控除の追加などがある場合には、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。    [２ページへ続く]

おしらせ

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は
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※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（木） 本郷浜・中道台 

２月１７日（金） 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２０日（月） 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月 

２月２１日（火） 元名・吉浜 

２月２２日（水） 小保田・市井原・横根 

２月２３日（木） 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（金） 上佐久間・奥山・大崩 

９：００～１６：００ ２月２７日（月） 両向・本郷 

２月２８日（火） 田町・町 

３月 １日（水） 内宿・仁浜・岩井袋 

３月 ２日（木） 竜島 

３月 ３日（金） 

  ～１５日（水） 
町内全地区 

２ 

※当日都合のつかない方は、 

他の地区の日でも構いません。 

※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。 

◇問合せ先 税務住民課 税務収納室 ℡５５－２１１３ 

【所得税等の確定申告が必要な方】 

  平成２９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２８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２８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２８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２８年中に譲渡所得・資産交換等のあった方 

◎平成２８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
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３ 

菱川師宣記念館では、１月２１日（土）から、開館３０周年記念特別展とし

て「浅井忠・バルビゾン派の画家たち」を開催します。 

１９世紀前半、フランス・パリ近郊のバルビゾン村に、ミレー・ルソーなど

といった画家たちが訪れ、自然観察を重視し、身近な森や農村風景を写実的に

描く新しい絵画を誕生させます。彼らは後に「バルビゾン派」と呼ばれるよう

になり、日本画壇や後の印象派等に影響を及ぼします。 

今回、千葉県立美術館の特別協力で、日本近代洋画の先駆者と呼ばれる浅井

忠をはじめ、ミレー・ルソー・フォンタネージなどの日本画壇に大きな影響を

及ぼしたバルビゾン派の作品が記念館にやってきますので、ぜひご覧ください。 

◇開催期間 1月２１日（土）～３月５日（日） 月曜日休館（祝日の場合翌日） 

◇特別展入館料 町内の方：大人 ４００円 小中高校生 無料（町民とわかるものを受付でご提示ください） 

町外の方：大人 ６００円 小中高校生 ５００円 

※１月１８日、１９日、２０日、３月６日、７日は展示替えのため休館となります。 

【ギャラリートーク＆講座の開催】 

特別展にあわせ、千葉県立美術館の館長や専門学芸員による講座を行います。わかりやすく解説しますので、

ぜひご参加下さい。※参加される方はご連絡ください。 

◆ギャラリートーク（オープンギャラリートーク） 

 １月２１日（土）１３：３０～ 田村俊雄氏（千葉県立美術館長） 会場 菱川師宣記念館 

◆講座（フランス・バルビゾン地方の写真を交えた解説） 

 ２月４日（土）１３：３０～ 中松れい氏（千葉県立美術館主任上席研究員） 会場 中央公民館 

◇申込み・問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５－４０６１ 

浅井 忠「漁婦」 

B＆G海洋センターでは、町民の皆様に施設をより

多く利用していただくため、平成２９年４月１日（土）

の受付から、施設の使用申請受付開始日を次の通り変

更いたします。 

①申請者・利用者が町民の場合

 使用日の６ヶ月前から受付 

②申請者が町内宿泊所（代理申請者）で利用者が町外

者の場合 

 使用日の６ヶ月前から受付 

③申請者・利用者が町外者の場合

 使用日の５ヶ月前から受付 

※ただし、同日同時刻の申請で使用日時が同じ場合

は、優先順位は①②③とします。 

★海洋センターでスポーツ・レクリエーションを

楽しみ、健康な毎日を過ごしましょう。

◇問合せ先 B&G海洋センター ℡５５－４４１１

 道の駅になる前の保田小学校の写真を探していま

す。写真をお貸しくださる方がいらっしゃいましたら

地域振興課まちづくり推進室までお知らせください。 

◇探している写真 

閉校前の保田小学校の校舎や体育館、校庭、教室内

部などの施設全景が写っている写真 

（なるべく人が写っていないもの） 

◇使用用途 

・鋸南町ホームページやチラシ、パンフレットなど 

・新聞、テレビなどのメディアへの提供 

◇写真の返却 

 お借りした写真をスキャンした後、持参や郵送など

で返却します。 

◇募集期間 ２月２８日（火）まで 

◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 

℡５５－１５６０ 

E-mail：machidukuri@town.kyonan.chiba.jp
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３月４日（土）に開催される竹灯篭まつりにあわせ、次のとおり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 

佐久間ダム湖周辺の環境美化のため、テングス病枝除

去および清掃を行いますので、ご協力をお願いします。 

◇日 時 ２月５日（日）８：３０～ ※小雨決行 

◇場 所 佐久間ダム湖 暁観音前集合 

◇持 ち 物 長柄のこぎり、長靴、作業のしやすい服装 

 ※昼食、飲み物、ヘルメットは主催者側で用意します。 

◇主 催 千葉鋸南日本花の会 

◇問合せ先 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 

大きなラグビーボール型の柔らかいボールを使

用したバレーボール形式のスポーツです。練習用に

ボールの貸し出しも可能です。仲間を集めてぜひ参

加してみませんか。参加費は無料です。 

◇日時 ３月５日（日） 

    受付９：００～、開会式９：１５ 

◇場所 B&G海洋センター 

◇主催 鋸南町スポーツ推進委員連絡協議会 

◇参加資格 

 町内在住者及び勤務者（※中学生以上） 

 １チーム６名編成（４、５名でも可能） 

◇申込方法 

 チーム名・代表者氏名・連絡先を電話・FAX 

◇申込締切 ２月１９日（日） 

◇申込み・問合せ先 B&G海洋センター 

 ℡５５－４４１１ Fax５５－４４５０ 

 ※月曜休館日 

◇日時 ３月２３日（木） 

    受付１８：3０～、開始１９：００ 

◇場所 ヤングボウル（館山市） 

◇主催 鋸南町体育協会ボウリング部 

◇費用 ２，０００円（ゲーム代・貸靴代含む） 

◇参加資格 

 町内在住者及び勤務者 

◇参加方式 

 ３ゲームヨーロピアン方式（総得点）個人賞あり 

◇申込締切 3月 5日（日） 

◇申込み・問合せ先 

 B&G海洋センター ℡５５－４４１１ 

 ※月曜休館日 

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４日（土） １０：００～１２：００ 

◇場 所 道の駅保田小学校 ２階音楽室 

◇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 ※事前にお申込みください 

亀田医療大学では、映画上映会「女たちの都－ワッゲ

ンオッゲン－」を開催します。 

以前は漁業と豪華な花街で栄えた熊本県天草市牛深。

しかし今は、日本一の衰退都市に。動かない旦那衆をよ

そに、女たちが花街復活に動き出す。大竹しのぶ、松田

美由紀、杉田かおる、長山藍子たちの豪華共演をお楽し

みください。入場料は無料です。 

◇日時 ２月９日（木） 

 ①１３：３０～１５：２０ 

②１８：３０～２０：２０ 

◇場所 亀田医療大学学生会館４階 

◇問合せ先 

 亀田医療大学 ℡０４－７０９４－５６０８ 

町報・おしらせ版・議会だよりは、町ホー

ムページにカラーで掲載しています。 

パソコン、スマートフォンからどうぞ。 
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 ２月のハイキングは、鋸南町・鴨川市・富津市の境

界に位置する津森山と、伝説の残る人骨山を歩きま

す。２つの山の山頂からの眺望は素晴らしいです。 

◇日時 ２月４日（土）※雨天時５日（日） 

◇場所 佐久間ダム公園無料休憩所前 

    ９：４５集合 １０：００出発 

◇定員 ５０名 ※定員になり次第締め切ります。 

◇参加費 １，５００円（弁当代、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 

 佐久間ダム公園発→大崩→峠→水の台→津森山→ 

昼食→法明→人骨山→中根→佐久間ダム公園 

１５：００頃着予定 

◇申込期間 １月２５日（水）８：３０～ 

 ※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。 

◇主催 鋸南町味わいハイキング ◇協力 鋸南町 

◇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１４２

◇採用の時期 平成２９年４月１日 

◇採用予定者 

 一般事務 １名 

（社会福祉事業の企画・実施などに関わる事務） 

◇受験資格 

昭和５６年４月２日～平成１１年４月１日に生ま

れ、高等学校以上の学校を卒業した者 

（卒業見込み含む） 

◇申込書の請求・提出先 

 鋸南町社会福祉協議会（ボランティアセンター内） 

◇受付締切 １月３１日（火）１７：３０ 

◇試験の日時・場所 

第一次試験（一般教養） 

２月１９日（日）１０：００～ 

鋸南町ボランティアセンター 

第二次試験（面接） 一次試験合格者に別途通知 

◇問合せ先 鋸南町社会福祉協議会 

 ℡５０－１１７４ 

近年、佐久間地区を中心とした鋸南町の農村を取り

巻く環境は、少子高齢化・過疎化、有害鳥獣被害や農

産物の価格低迷、耕作放棄地の拡大、担い手の不足な

ど大変厳しい状況となっています。 

この度、佐久間地区活性化推進協議会では、ＴＢＳ

ドラマ『ナポレオンの村』の原案である「ローマ法王

に米を食べさせた男」として知られる高野 誠鮮氏を

お招きし、石川県羽咋市神子原地区での地域活性化の

取組みを伺うとともに、佐久間地区の活性化のヒント

をお話しいただきます。参加費は無料です。 

◇日時 ２月１８日（土）受付１３：００～ 

１３：３０～１６：００ 

◇場所 中央公民館 ２階講座室 

◇講師 立正大学客員教授 

 総務省地域創造アドバイザー 

 高野 誠鮮氏 

◇対象者 一般町民 

◇定員 １００名（事前申込不要、当日先着） 

◇問合せ先 

 佐久間地区活性化推進協議会事務局 

（地域振興課 農林水産振興室内） 

℡５５－４８０５ 

※佐久間地区活性化推進協議会は佐久間地区の地域

活性化を目的とし、鋸南町と地域住民団体等により

設立された団体です。 

ＮＰＯ法人子ども家庭サポートセンターちば（オレ

ンジの会）では『発達障害の子どもの理解と養育』に

ついての講演会を行います。参加費は無料です。 

◇日時 ２月２６日（日）開場１２：３０ 

１３：００～１６：００ 

◇場所 三芳保健福祉センター ２階会議室 

    （南房総市谷向１１６－２） 

◇講師 

 千葉県若人自立支援機構専務理事 水鳥川 洋子氏 

◇対象者 

 千葉県登録里親 

発達に課題のある子どもたちに関わる方 

◇定員 ５０名（先着順） 

◇主催 ＮＰＯ法人子ども家庭サポートセンターちば 

（通称オレンジの会） 

◇申込み・問合せ先 

 オレンジの会 ℡２８－４２８８ 



暮らしの情報館 

６ 

～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 

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 ２月２３日（木）１０：００～１５：００ 

◇場所 イオンタウン館山 

◇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

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 

地域で支える成年後見制度 
～市民後見を中心に～

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などに

よって物事を判断する能力が十分でない本人について、

その権利を守る援助者（成年後見人等）を選び、本人を

法律的に支援する制度です。 

市民後見人は、市町村等が実施する養成研修を受講す

るなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般

市民の中から、家庭裁判所が選任した方です。後見人と

なる親族がいないような場合でも、身近な存在として後

見等事務を進められる強みがあります。 

家庭裁判所では、研修会へ講師を派遣したり意見交換

会を実施するなどして、地方自治体等との連携に努めて

います。 

千葉県後見支援センターでは、お笑い芸人のトークや

弁護士による解説を通して、分かりやすく成年後見制度

の概要や職務を学ぶ研修会を開催します。 

◇日時 ３月１２日（日）１３：００～１６：０５ 

◇場所 千葉市生涯学習センター２階ホール 

◇定員 ３００名（申込先着順） 

◇申込方法 申込書をＦＡＸかメールで送信 

 申込書は千葉市社会福祉協議会などのＨＰからダウ

ンロードできます（定員を超えた場合のみ連絡） 

◇締切 ３月３日（金）必着 

◇参加費 ５００円（資料代） 

◇申込み・問合せ先 

 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

 ℡０４３－２０４－６０１２ 

Ｆａｘ０４３－２０４－６０１３ 

 Ｅ-mail：smile@chibakenshakyo.com 

次回は、２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。 


