
平成２９年１０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

◇日  時 １１月１日（水）１０：００ごろ 

◇内 容 町内３０か所に設置してある防災行政無線から、次の放送内容が一斉に放送されます。 

※鋸南町以外の地域でも、全国的に情報伝達試験が実施されます。 

※Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に 

国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを利用して瞬時に情報伝達するシステムです。 

◇問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５－４８０１ 

１１月の第３土曜日は、「鋸南町教育の日」です。今年度は、児童文学作家の山口
やまぐち

理
さとし

氏をお招きしてご講演

をいただきます。作家活動や旅をとおして感じた、子ども達へ伝えたいことなどについてお話をいただきます。 

皆様のご来場をお待ちしております。 

◇日 時 １１月１８日（土）１４：３０～１６：００ 

◇場 所 鋸南町中央公民館 講座室 

◇講 師 児童文学作家・旅人 山口 理 氏 

◇問合せ先 教育委員会 ℡５５－２１２０ 

チャイム「こちらは、ぼうさいきょなんです。只今から訓練放送を行います。」 

チャイム「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」×３回 

「こちらは、ぼうさいきょなんです。」

「これで訓練を終わります。」チャイム
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町では、地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、以下のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、

全国瞬時放送システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を用いた訓練で、国から送られてくる緊急情報を、様々な情報伝

達手段を用いて確実に皆様へお伝えするため、町内で緊急情報伝達手段の試験を行います。 

緊急時に自動放送がきちんと鳴るかの訓練であり、住民の皆さまが行動することはありません。 

◇日 時 １０月２５日（水）１５：００ごろ 

◇内 容 町内３０か所に設置してある防災行政無線から、次の内容が一斉に放送されます。 

「これはＪ－ＡＬＥＲＴの即時音声 

合成の試験放送です。」 

平成２９年１０月６日から平成３０年３月２８日の間、エレベータ棟の増築工事等を実施しています。 

工事中、通常通りご利用いただけますが、駐車場の縮小、騒音等で大変ご迷惑をおかけします。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

◇問合せ先 保健福祉課      ℡５０－１１７２ 

       老人センター笑楽の湯 ℡５５－８８３０ 

★「教育の日」の開催内容 

・教育委員会表彰式１３：３０ 

・見返り美人絵画展（中央公民館ロビー） 

    11/18（土）～11/26（日） 
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ニホンザルによる被害の軽減および適正な管理に向け、千葉県では平成２９年度および平成３０年度の

2年間でニホンザルの生息状況調査（サル出没カレンダー調査及びルートセンサス調査）を実施します。 

地域にお住まいの皆さま方におかれましては、当事業に対するご理解とご協力を承りたくお願い申し上

げます。 

県業務受託事業者により聞き取り調査に伺う場合がありますので、ご協力お願いいたします 

◇実施主体    千葉県 環境生活部 自然保護課 鳥獣対策班 

◇業務受託事業者 株式会社野生動物保護管理事務所 

◇目  的    ニホンザル加害群の生息状況把握 

◇方  法    サル出没カレンダー調査およびルートセンサス調査 

◇期  間    １１月１日～１１月３０日 

◇調査対象地域  （平成２９年度）勝浦市・大多喜町・南房総市・鋸南町・御宿町 

         （平成３０年度）市原市・鴨川市・木更津市・君津市・富津市 

○サル出没カレンダー調査

ニホンザルが出没する地域で、予め依頼した調査協力者の方に１１月の１ヶ月間一斉にニホンザルの 

出没状況の記録にご協力いただきます。 

○ルートセンサス調査 

１１月中に調査員が対象地域にお伺いし、対象地域を車で走行しながらサルの出没や被害状況等に 

ついて聞き取り調査を行い、同時にサルの痕跡や目撃があれば記録していきます。

ある地域に出没するサルの情報を一定期

間一斉に収集する調査です。右の図のよう

に、得られたサル出没情報から、サルの群

れが移動できる地点情報を判別して、お住

まいの地域に出没するサルの群れが、どの

ような範囲を動いているかを明らかにしま

す。また、群れごとの加害レベルや個体数

を推定します。 

 これらの情報をもとに、どのような対策

に取り組めば被害を軽減でき、適切にサル

を管理することができるかを検討します。 

11 月 16 日 17 時確認 

11 月 16 日 8 時確認 

11 月 16 日 8 時確認 

◇事業実施主体  千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班  ℡０４３-２２３-２０５８ 

◇業務受託事業者 株式会社野生動物保護管理事務所     ℡０４２-７９８-７５４５ 担当 川村 輝 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律１６条の２（焼

却禁止）により、廃棄物の焼却が原則禁止されていま

す！野外野焼きを行った場合、５年以下の懲役、１０

００万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が課

せられます。

野焼きが類焼して火災となった事案も発生してい

ます。 

家庭内で出たゴミの焼却はできません。町の規則に

従い廃棄してください。 

◇館山警察署 ℡２３－０１１０ 

野焼きの例外 

○風俗習慣等、宗教上の行事で行うもの 

 （どんど焼き等） 

○たき火等、日常生活上の廃棄物で軽微なもの 

（枯葉、落ち葉を集めて燃やす程度の軽微なもの） 
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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 

◇募集人員  正職員１名   ◇業務内容  訪問看護 

◇勤務場所  鋸南町訪問看護ステーション（鋸南町保田５６０番地「すこやか」内） 

◇採用予定  １２月１日（金） 

◇受検資格  看護師又は准看護師の資格を有する者、普通自動車運転免許を有する者 

◇待  遇  給与：町給与条例による  休暇：年次有給休暇、特別休暇の制度あり 

◇試験内容  面接による 

◇提出書類  ①履歴書（写真を添付したもの） 

       ②看護師又は准看護師の資格証及び普通自動車運転免許の写し 

◇受付期間  １１月２４日（金）まで ８時３０分～１７時まで ＊土日祝日を除く 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ 

町では、町営水道に係る水源の枯渇及び水質汚染を防止し、町民の生命及び健康を守ることを目的として水

道水源保護条例を制定いたしました。 

この条例において水源保護区域として指定する範囲（案）について次のとおりパブリックコメントを実施し

ています。 

◇募集期間 １１月１３日（月）まで 

◇公表資料 水源保護区域（案） 

◇公表場所 建設水道課建設環境室 町ホームページ 

◇対 象 者 町内に住所がある方、町内に事業所がある法人又は町内で活動する団体、町外に住んでいるが

町内に通勤又は通学している方 

◇提出方法 直接持参、電子メール、郵送、FAX 

◇問合せ先 建設水道課 建設環境室 ℡５５－２１３３ Fax５５－０４２１ 

Mail  kenkan@town.kyonan.chiba.jp 
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鋸南中学校の教育環境とＰＴＡ活動を充実させるた

め、バザーを実施します。ご協力をお願いします。

◇日  時 １１月１１日（土）１３：００～ 

◇場  所 鋸南中学校 体育館 

◇販売物品 食料品、生花、日用雑貨、衣類等 

◇お 願 い  

・販売物品の提供をお願いします。次の期間に鋸南 

中学校までお持ちください。生鮮食料品・生花は 

バザー当日の搬入をお願いします。 

・早めの売切れとなる物もあります。ご容赦ください。 

○事前搬入 １１月６日（月）、８日（水）～１０日（金） 

      １７：００～１９：００ 

○当日搬入 １１月１１日（土） 

９：３０～１０：３０ 

◇問合せ先 鋸南中学校 ℡５５－４１１１ 

 秋の読書週間にちなみ、中央公民館で重複している本

を差し上げる『リサイクルフェア』を開催します。 

読書の秋、ぜひお越しください。 

◇日 時 １１月７日（火）～９日（木）の３日間 

  １０：００～１６：００ 

◇場 所 中央公民館ロビー ちびっこひろば前 

◇対 象 鋸南町在住の方・鋸南町にお勤めの方 

※１人３冊まで。お持ち帰り用のバック等をお持ち 

ください。 

配布図書の売却を目的とする方はお断りします。 

問合せ先 中央公民館 ℡５５－４１５１ 

千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事

業所等へ就職を希望する方を対象に、「福祉のしご

と就職フェア・ｉｎちば」を次のとおり開催します。 

求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者と

の個別面談や福祉職場に関する相談等を行い、就労

をサポートします。 

また、本事業の開催に併せて、「福祉のおしごと

セミナー」を開催します。 

◇日 時  

①福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば 

１１月１１日（土） １３：００～１６：００ 

②福祉のおしごとセミナー 

１１月１１日（土） １０：００～１６：００ 

◇場 所  

幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール他 

◇参加方法 直接会場へお越しください。 

※参加費無料、履歴書不要 

◇問合せ先 

千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター 

℡０４３－２２２－１２９４ 

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・祝祭日を除く） 

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 

平成31年10月１日から 

消費税の軽減税率制度が実施されます 

軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税
事業者の方も、制度に対応するための準備が必要と
なる場合があります。 

軽減税率制度に関するご相談 

（消費税軽減税率電話相談センター） 

専用ダイヤル ０５７０－０３０－４５６ 

【受付時間】

消費税の軽減税率制度について（国税庁） 

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sho
hi/keigenzeiritsu/index.htm 

中小の小売事業者等に対するレジの導入・電子

的な受発注システムの改修等の補助金 

（軽減税率対策補助金事務局） 

http://kzt‐hojo.jp 

消費税の転嫁等に関する相談等 

（消費税価格転嫁等総合相談センター） 

http://www.tenkasoudan.go.jp 
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館山税務署では、平成２９年分の確定申告に向けて、所得税の青色確定申告決算書又は収支内訳書の

作成や消費税等の決算方法などについて、下記の日程で説明会を開催します。 

なお、この説明会では、会場の提供において、館山青色申告会の協力をいただいております。 

開催日時 説明対象者 会場 

１１月２９日（水） ９：３０～１２：００ 事業所得者・不動産所得者 法青会館３階会議室 

（館山市北条１４９１－１） １３：３０～１６：００ 事業所得者・農業所得者 

１２月４日（月） ９：３０～１２：００ 事業所得者・不動産所得者 法青会館３階会議室 

（館山市北条１４９１－１）１３：３０～１６：００ 事業所得者・農業所得者 

１２月７日（木） ９：３０～１２：００ 事業所得者・不動産所得者 鴨川市役所７階会議室 

（鴨川市横渚１４５０）１３：３０～１６：００ 事業所得者・農業所得者 

○ご来場の際には、筆記具を携行してください。 

○法青会館の駐車場は台数に限りがありますので、車でのご来場はご遠慮ください。 

○席数に限りがありますので、着座できない場合があります。 

◇問合せ先 館山税務署 個人課税第１部門 佐藤 勝彦 ℡０４７０－２２－０１０１ 内線（４２） 

★裁判員候補者名簿ができるまで 
 裁判員候補者名簿は、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国

の地方裁判所で作成されます。 

 平成３０年の名簿に登録される人数は、全国で約２３万６００人です。 

★裁判員候補者名簿記載通知について 
 平成３０年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年１１月中旬に名簿に登録されたことの通知（名

簿記載通知）をお送りします。この通知は、来年２月頃から平成３１年２月頃までの間に裁判所にお越しい

ただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくための

ものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁

判所にお越しいただく必要はありません。 

 また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把

握し、調査票のご回答の内容により、１年を通じて明らかに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しい

ただくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋

ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありません。 

 辞退の申出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。 

 この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問

票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行われる選任手続きの際に辞退を申し出ていただくことも可

能です。 

 裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。 

館山税務署では、給与を払う法人及び個人事業者を対象とする「平成２９年分年末調整等

説明会」を次のとおり開催します。給与事務を担当されている方はご出席ください。 

なお、説明会の開始３０分前より、関係用紙の配布を予定しています。 

※対象となる地域の開催日が都合の悪い方は、他の日に出席されても結構です。

開 催 日 時     間 対 象 地 域 会 場 

１１月 ６日（月） 
１３：３０ 

～１６：００ 

鋸南町、南房総市のうち 

富山地区 
鋸南町役場３階 大会議室 

１１月 ８日（水） 
１３：３０ 

～１６：００ 
鴨川市 鴨川市役所４階 大会議室 

１１月１６日（木） 
１３：３０ 

～１６：００ 

館山市、南房総市のうち 

富浦、三芳地区 
南総文化ホール 小ホール 

１１月１７日（金） 
１３：３０ 

～１６：００ 

南房総市のうち、千倉、白浜、 

丸山、和田地区 

南房総市千倉保健センター 

３階 機能訓練室 

◇問合せ先 館山税務署 源泉所得税担当 ℡２２－１０６７（Fax２２－０４２１）



６ 

～ 有 料 広 告 欄 ～

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 火曜日・木曜日（祝日を除く） 

9：３０～１２：００、１３：００～１５：３０ 

◇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

・障子・襖の張替えはお早めに 
・庭木の剪定・枝打ち 
・草とり・草刈・片付け、処分 
☆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

次回は、１１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。 

千葉県税理士会館山支部では無料税金相談会を開催します。 

◇日 時 １１月１４日（火） 

１０：００～１５：００ 

◇場 所 イオンタウン館山（予約不要） 

◇相談内容 税金全般に関すること 

◇問合せ先 千葉県税理士会館山支部 

      担当 長谷川 ℡２３－４１３２ 

暮らしの情報館 

清 掃 ス タ ッ フ 募 集 

○時  給 ８６８円～ ※交通費支給 

○勤務時間 ①９：００～１５：００ 

○交 代 制 ②９：００～１２：００ 

○勤務場所 足立区立鋸南自然の家 

勤務日

数応相談

㈱市原美装 TEL０４３６-２４-５８５７ 

担当：松岡  FAX０４３６-２４-５２５７ 

小型船舶操縦免許証の
更新・失効再交付講習開催のお知らせ

場所：鋸南町立中央公民館 二階
日程：平成 29年 12月 10日（日）午前及び午後

平成 30年 03月 04日（日）午前及び午後
（註）受講は事前の申し込みが必要となります。
登録講習機関：（一財）日本船舶職員養成協会関東
（Tel：045‐623‐6804／Fax：045‐622‐1145）
海事代理士：大塚 昇 海事事務所
（Tel：0470‐55‐0226／090‐8814‐2737）

千葉県は、自動車税の未納額の縮減のため１１月から３月までを滞納

整理強化期間とし、給与・預金・自動車などの差押えを一層強化します。

自動車税を未納の方は、至急納付ください。 

◇問合せ先 千葉県館山県税事務所 ℡０４７０ ２２－７１１７ 

      千葉県総務部税務課  ℡０４３－２２３－２１２７ 
※差押え自動車の引揚げ例

「地域住民に対する心の健康づくり及び精神障害に

対する正しい知識の普及啓発」を目的に心の健康のつど

いを開催します。講演会や心の健康チェック、くじ抽選

会などを行います。 

◇日時 １１月５日（日）１１：３０～１６：００ 

◇場所 千葉県南総文化ホール 小ホール 

◇問合せ先 安房健康福祉センター（安房保健所） 

      ℡２２－４５１１ 


