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◇日 時 

 １月１３日（土）１３：３０～１６：００ 

 １月１４日（日）９：００～１１：００ 

◇場 所 道の駅保田小学校 ２階 

◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 

      ℡５５－１５６０

町の新鮮な特産品が揃いました！ 

毎年恒例の農業祭を開催します！ 町の新鮮な特産品（花き、野菜、柑橘、加工品等）が揃うほか、たつ

の特産品フェアや住宅無料相談会なども併せて開催しますので、皆様ぜひご来場ください！！ 

 また、皆様の多数の出品をお待ちしております。 

◇１月１３日（土）出品作品の審査 一般公開 １４：００～１６：３０ 

◇１月１４日（日）一般公開   ９：００～１２：００  即売品引渡し １３：００～１４：００  

◇場   所 道の駅保田小学校 ２階 

◇問合せ先 地域振興課 農林水産振興室 ℡５５－４８０５

1 

～ 販 売 品 （予定）～ 

りんご、地酒、おやき、お菓子等 
辰野町イメージ 

キャラクター 

「ぴっかりちゃん」

 （一社）千葉県建築士会鋸南支部では、木造住宅

の耐震診断や住宅取得奨励金（補助金）・増改築等

について「住宅無料相談会」を以下のとおり開催し

ます。相談をご希望の方は、当日、建物の平面図・

立面図を持参の上、ご来場ください。 

※事前に電話でも受付しています。 

ぜひお申込み下さい 

◇日時 １月１４日（日）９：００～１４：００ 

◇場所 道の駅保田小学校 ２階 

◇申込み・問合せ先 

 建設水道課 建設環境室 

℡５５－２１３３ 

今年も 

道の駅保田小学校で 

開催！！ 

○海洋センター １２月２７日（水）～１月４日（木） 

※団体の連続予約があった場合のみ貸出あり。 

○老人福祉センター 笑楽の湯 

１２月２８日（木）～１月２日（火） 

○鋸南病院 １２月３０日（土）～１月３日（水） 

○鋸南地区環境衛生組合  

１２月３０日（土）～１月３日（水） 

○道の駅きょなん観光案内所 

 １２月３１日（日）～１月１日（月） 

※その他の店舗の休業日は店舗ごとに異なります。

○道の駅保田小学校 無休

※テナント店舗によって休業日あり。 

○役 場 本 庁 １２月２９日（金）～１月３日（水） 

※宿・日直職員が対応します。

○水 道 室 １２月２９日（金）～１月３日（水） 

※浄水場で日直・夜勤職員が対応します 。

○保健福祉総合センター「すこやか」 

       １２月２９日（金）～１月３日（水）

○教育委員会 １２月２９日（金）～１月３日（水）

○中央公民館 １２月２９日（金）～１月３日（水） 

○歴史民俗資料館 １２月２９日（金）～１月１日（月）
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水道工事のお知らせ【竜島・大帷子下・吉浜地区】

竜島地区 工事場所案内 

①竜島地区配水管工事 

◇場所   

鋸南町竜島（蟹田）地先 

鋸南町竜島９３６－７番地 

から竜島９７３番地先 

◇施工業者   

奥村建設 株式会社  

 鋸南町下佐久間９７９ 

現場代理人 近藤 恒夫  

 ℡５５－１６１８ 

②大帷子下地区配水管工事 

◇場所   

鋸南町大帷子下（下向田）地先 

  鋸南町大帷子４３６－１番地 

から大帷子３９５－１番地先 

◇施工業者   

東海建設 株式会社 鋸南支店 

鋸南町下佐久間８５５ 

現場代理人 苫米地 憲昭  

℡５５－２１４４

大帷子下地区 工事場所案内 

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。 

◇工事期間  平成３０年 1月 9日（火）から 3月23日（金）まで 

◇作業時間    ８：３０から１７：００まで  

◇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。※作業時間外は通行できます。 

（工事区域の住民の方々の通行については配慮します。） 
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◇問合せ先 教育委員会（中央公民館内） ℡５５－２１２０ 

◇問合せ先 建設水道課 水道室    ℡５５－３５６９   【夜間】浄水場  ℡５５－１２２９ 

③大帷子下・吉浜地区 

配水管工事 

◇場所   

鋸南町大帷子下（牛房田）地先 

鋸南町保田３８４－２番地 

（保田川権現橋地先）から 

吉浜12番地先 

◇施工業者   

【工事①】株式会社アクト冷熱工業

鋸南町下佐久間２３３１－２ 

現場代理人 田村 仁  

 ℡５５－３３８６

【工事②】有限会社 富永電気

鋸南町下佐久間３６８２－２ 

現場代理人 富永 哲一  

 ℡ ５５－００７８ 

大帷子下・吉浜地区工事場所案内

平成３０年度 鋸南保育所・学童保育所への入所を希望される方は、次のとおりお申し込みください。 

◇対 象 児 保護者が就労等のため、家庭で保育ができない小学生 

◇保育時間 放課後～１８：００ ※学校等の休業日は８：００～１８：００ 

 ※日、祝日、８月１３日～16日、年末年始は休所 

◇保 育 料 月額 ９，０００円（８月は１４，０００円） 

◇定  員 ９４名  ◇申込期限 １月３１日（水） 

◇申 込 先 教育委員会、学童保育所 ※申込書は教育委員会、学童保育所、すこやか、税務住民課に 

用意してあります。

◇対 象 児 家庭での保育を受けられない満３ヶ月以上～小学校入学前の乳幼児 

◇保育時間 ○保育（短時間） 月曜日～土曜日の８：００～１６：００ 

      ○保育（標準時間） 月曜日～土曜日の７：３０～１８：３０ 

○時間外・延長保育 月曜日～土曜日の７：３０～８：００ １６：００～１９：００ 

※日、祝日、年末年始は休所 

◇保 育 料 保護者の平成２９年度町民税額により決定。後日、審査及び必要書類の提出をお願いします。 

◇定  員 ７０名  ◇申込期限 １月３１日（水）  

◇申 込 先 教育委員会 ※申込書は教育委員会、すこやか、税務住民課に用意してあります。

◇対 象 児 保護者が就労等のため、家庭で保育ができない園児 

◇保育時間 放課後～１８：００ ※日、祝日、８月１３日～16日、年末年始は休所 

◇保 育 料 月額 １０，０００円（８月は１６，０００円） 

◇定  員 ３６名  ◇申込期限 １月３１日（水） 

◇申 込 先 教育委員会、幼稚園一時預かり保育所  

※申込書は教育委員会、幼稚園一時預かり保育所、すこやか、税務住民課に用意してあります。



暮らしの情報館 

４ 

老人福祉センター笑楽の湯 休館日のお知らせ 

平成３０年２月６日（火）から２月９日（金）の間、浴室脱衣場の工事のため

休館します。 

また、平成３０年３月末まで、エレベーター設置工事のため、騒音等、大変 

ご迷惑をおかけしています。 

たびたびご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。 

◇問合せ先 保健福祉課        ℡５０－１１７２ 

      老人福祉センター笑楽の湯 ℡５５－８８３０ 

犬の正しい飼い方・しつけ方教室

◇日 時  平成３０年１月２１日（日）   

１３：００～１５：００（受付１２：３０～） 

◇場 所  鴨川地域保健センター 

（保健所 鴨川市横渚１４５７－１ 

◇参加費  ３，７８０円（テキスト代・保険料込） 

◇内 容  ○飼い方・しつけ方 

      ○飼い犬同伴の実技（同伴でなくても可） 

      ○犬がリラックスするマッサージ法 など 

◇問合せ・申込み先 

鴨川地域保健センター（保健所）℡０４－７０９２－４５１１ 

 ※応募者少数の場合は開催中止とさせていただくことも 

ありますので、ご了承ください。 

◇主 催  安房医療福祉センター（安房保健所） 

◇共 催  （公財）千葉県動物保護管理協会、 

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

農業者年金に加入しましょう！ 

しっかり積み立て、安心で豊かな老後を
①農業者なら広く加入できます  

 国民年金の第１号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の人は誰でも加入できます。  

②少子高齢化時代に強い積立式年金 

 自ら納めた保険料とその運用収入を基にして年金額が決まる積立式（確定拠出型）年金です。 

③保険料は自由に選択できます  

 保険料は、月額２万円から６万７千円までの千円単位で自由に決められ、いつでも見直しができます。  

④終身年金で８０歳までの保証付き

 年金は生涯支給されます。８０歳前に亡くなった場合でも、遺族に死亡一時金が支給されます。 

⑤税制上の優遇措置 

 農業者年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。 

⑥保険料に国庫補助制度（政策支援）があります

 認定農業者で青色申告者など、一定の要件を満たす人には、月額固定２万円の保険料のうち１万円・６千円・

４千円とその内容に応じて国から補助が受けられます。 

農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方、加入のお申し込みやご相談については、 

ＪＡ安房鋸南支店または農業委員会事務局にお問い合わせください。 

◇問合せ ＪＡ安房鋸南支店 ℡５５－１５５１ 

     鋸南町農業委員会事務局（地域振興課内） ℡５５－４８０５ 

臨時的任用講師の募集 

千葉県では、公立小中学校に勤務する 

講師を募集しています。 

◇募集職種 臨時的任用講師 

      養護教諭など 

◇条  件 教員免許状所有者で、 

原則６５歳以下の方 

※詳しくは、下記へお問い合わせください。 

◇問合せ先  

千葉県教育庁 南房総教育事務所 管理課 

℡０４３８－２５－１３１１ 
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１２月２５日（月）より、以下の業種の特定最低賃金額が改正されます。 

業       種 改正額（時間額） 

特 

定 

最 

低 

賃 

金 

調味料製造業（味噌製造業を除く） ８８９円 

鉄鋼業 ９３８円 

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ９０２円 

電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業 

９０６円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具 

理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、 

光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部品製造業、眼鏡製造業 

８８７円 

自動車（新車）小売業 ９００円 

◇問合せ先 千葉労働局 賃金室 ℡０４３－２２１－２３２８ 

      ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

５ 

水道メーター検針員の募集について 

 鋸南町では平成30年2月からの水道メーター検針員 

（１名）を募集しています。 

◇応募資格 ６５歳未満の健康な人。  

◇業務内容  

町が設置している町内各地の水道メーターを1ヶ月毎

（月初め～10日間位）にハンディターミナル（携帯用

情報端末）で検針をする業務。 

※慣れれば実質3～5日程度の業務です。  

◇検針場所 大帷子下・江月・吉浜・大六地区（約５８０件）

◇委託料  メーター検針1件につき８０円  

◇応募方法 

 平成30年1月1５日までに建設水道課水道室へ履歴書

（市販のもの）を提出して下さい。    

◇選考方法 書類審査及び面接 

（面接時間及び場所は履歴書受付後にお知らせします。）

◇問合せ先 建設水道課 水道室 ℡５５－３５６９ 

◇募集人員  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

（保田５６０番地「すこやか」内） 

◇採用予定  平成３０年２月 

◇受検資格  看護師又は准看護師の資格を有し、

普通自動車運転免許を有する者

◇待  遇  給与：町規則による  

 休暇：有給休暇制度あり 

◇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の写し

③普通自動車運転免許の写し 

◇受付期間  １月１９日（金）まで

＊土日祝日を除く８：３０～１７：００ 

◇申込み・問合せ先  

保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ 

◇日 程 １月１６日（火）午前【講義】１０：００～１１：４０ 

             午後【現地学習】１３：２０～（野島崎灯台他） 

◇会 場 南房総市白浜コミュニティセンター ◇参加費 ２００円（野島崎灯台 資料館入場料） 

◇講 義 「南房総の地質」        ◇講 師 千葉県立中央博物館 高橋 直樹 氏 

◇その他 昼食は各自で用意、また動きやすい服装で参加下さい。社教バスを利用します。 

◇申込期間 １月５日（金）8：３０～

◇対 象 鋸南町民２５名（先着順） 

◇問合せ・申込み先 中央公民館 ℡５５－４１５１ ※詳しい日程は後日参加者に送付します。 

安房地区公民館連絡協議会（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の公民館で構成）では、ふるさと安房

についていろいろ学びたい人のために、各市町の特色を生かした講座を開催しています。 

平成 2９年度の第３回は１月１６日（火）に南房総市で開催します。白浜コミュニティセンター・野島

崎灯台を会場に、午前中は講義、午後からは野島崎灯台を現地見学します。

平成２９年度千葉県特定最低賃金の改正について 
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～有 料 広 告 欄 ～ 

２月２日より 

伐採・庭木の剪定 

掃除・不用品の片付け 

冬休み１２月２４日～２月１日

電話０４７０－５５－２３４４ 

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 １月９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 長谷川 ℡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 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

次回は、１月１０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。 

ハロートレーニングは、希望する仕事につくために必要な職業

スキルや知識を習得することができる公的制度です。また、スキ

ルアップを目指す在職者の方向けの訓練も用意しています。 

訓練コースは、事務系、ＩＴ、建設、製造、介護、デザイン、住

宅リフォーム、システム開発、３ＤＣＡＤなど多種多様な分野が

あります。 

 受講費用は、基本的に無料（在職者や学卒者の方を対象とした

ハロートレーニング及び一部のテキスト代は有料）です。また、

一定の条件を満たす方には、訓練受講中の生活費等が支給される

制度があります。 

 詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。 

就職やスキルアップにハロートレーニング（公的職業訓練）を活用してみませんか。

◇ハローワーク木更津 

 ℡０４３８－２５－８６０９ 

◇ハローワーク館山 

 ℡２２－２２３６ 

※ハローワークの訓練コース等は、千葉労

働局ホームページからも確認できます。 

http://chiba‐roudoukyoku.jsite.mhlw.
go.jp 

◇日程 平成３０年１月７日（日） 

◇受付 １３：３０～  

◇式典 １４：００～ 

◇会場 鋸南町中央公民館（多目的ホール） 

※１月５日（金）～１月７日（日）は、中央公民館 

ロビー及び絵本コーナーは使用できません。 

◇問合せ先  

教育課 生涯学習室 ℡５５－２１２０ 


