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毎月 １回

あ ま の

天野 ミサさん

す ず き

鈴木 髙治さん

たかじ

９月中旬、敬老の日記念行事として、９０歳以上の方々にお祝い品をお届けしました。
９０歳以上の方は、３１９名（男性８７名 女性２３２名）そのうち１００歳以上の方は１２名（男性１名 女
性１１名）です。また、今年度１００歳を迎えられる笹生たけさん（大帷子上）岩崎好さん（中佐久間）には、
内閣総理大臣からのお祝い状と記念品が贈られました。
写真は、天野ミサさん１０３才（元名）鈴木髙治さん１０１才（田町）
。白石町長は一軒ずつお宅を訪問し、
お祝い品を届けました。

１

自主財源のその他
に は、財 産収 入、
諸収入、寄付金が
含まれています。
（単位：％）

町民の皆さまから納めていただい
た税金をはじめ、各種料金や国県か
らの補助金などが、どのように使わ
れたかを明らかにする決算が、９月
定例議会で認定されました。
今回認定された平成２７年度決算
は、一般会計歳入歳出決算、国民健
康保険特別会計歳入歳出決算、介護
保険特別会計歳入歳出決算、後期高
齢者医療特別会計歳入歳出決算、水
道事業会計決算、鋸南病院事業会計
決算で、その概要は次のとおりです。

依 存財源のそ の他に
は、地方譲与税、地方
消費税交付金、自動車
取得税交付金等が含
まれています。

一般会計歳入
平成２７年度の歳入総額は、４７億８，９８４万７千円で、前年度比８，４５５万１千円、１．７％の減とな
りました。その内訳は、町税、使用料及び手数料、繰入金、繰越金など自主財源が２９．１％、地方交付税、国
県支出金、町債などの依存財源が７０．９％を占め、自主財源の比率は前年度より４．７％減となりました。
依存財源である地方交付税が前年度と比べ２．５％増、平成２６年度都市交流施設整備事業を平成２７年度に
繰り越したことにより、国庫支出金が前年度と比べ３０．６％増となったためです。
歳入が減額となった主な要因は、財政調整基金取崩しによる繰入金が前年度に比べ９４．４％の減、公債費負
担適正化計画に基づき、起債の借入れを抑制したことにより町債が前年度と比べ１１．４％の減となったためで
す。

★性質別歳出の内訳
区

分

構成比％

★２７年度の主要事業

人件費

８億１,２５５万９千円

18.1

・都市交流施設整備事業 ７億５，９５９万６千円

扶助費

３億１,２９０万７千円

7.0

公債費

５億１,３８２万４千円

11.4

・地方創生先行型事業

物件費

６億

３３２万９千円

13.5

・道路改良事業（町道３０１５号線）

１,９５４万７千円

0.4

５億９，７４４万１千円

13.3

・笑楽の湯等改修事業

２，２３６万８千円

９億７，５７０万５千円

21.8

・循環バス運行事業

１，８６６万２千円
１，５４８万９千円
１，４６８万８千円

補助費等
2 投資的経費

・水産物供給基盤機能保全事業（保田漁港）
３，４１６万８千円

・プレミアム商品券発行事業 ２，３９８万１千円

普通建設事業費

９億６，７２８万９千円

21.6

災害復旧事業費

８４１万６千円

0.2

・保田倉庫建築事業

１億

4 投資及び出資金、貸付金
5 繰出金
計

４２９万６千円

2.3

７,２６１万４千円

1.6

４億７，３５８万６千円

10.6

４４億８,５８０万８千円

100.0

２

３，４００万５千円
３，２３４万８千円

・有害鳥獣対策事業

3 積立金

合

額

63.7

維持補修費

うち

算

２８億５，９６０万７千円

1 経常的経費
うち

決

・中山間地域等直接支払交付金事業
１，３０５万６千円

３

●介護保険特別会計
介護保険特別会計決算の概要は、歳入総額が１２億８，７５３万円（前年度比２．５％の増）
、歳出総額が１
２億４，３３２万３千円（前年度比３．７％増）となりました。
このうち保険給付費が１１億４，４０５万３千円と全体の９２．０％を占めます。
なお、平成２８年３月３１日現在の第１号被保険者数（６５歳以上の方）は３，６８７人で、そのうち要介護
（支援）認定者数は６６９人となっています。

●水道事業会計
水道事業会計における収益的収入は、４億９，１８０万８千円で、前年度比０．７％の減となりました。その
内訳は、給水収益２億８，８２６万７千円が全体の５８．６％を占め、その他に一般会計補助金８，０６５万４
千円、県補助金７，７５２万８千円及び会計基準の見直しによる新たな項目として発生した長期前受金戻入額（※
１）４，１８６万千円などとなっています。
収益的支出は、４億６，９９６万１千円で、前年度比０．３％の増となりました。主なものは、減価償却費１
億５，０６８万３千円（構成比率３２．１％）
、南房総広域水道企業団からの受水に対する費用１億４，８３６万
３千円（構成比率３１．６％）
、職員給与費６，５６９万８千円（構成比率１４．０％）企業債利息４，３５９万
円（構成比率９．３％）となっており、その他に、薬品費、動力費、修繕費、委託料、消費税及び地方消費税な
どが支出されています。この結果、消費税及び地方消費税抜きの損益計算において、１，８３９万８千円の純利
益が生じました。
また、資本的収入は、企業債借入金３，３００万円の収入です。資本的支出は、１億６，０３７万３千円とな
り、その内訳は、借入した企業債の償還金１億１，９７６万４千円及び配水管布設替工事等に係る費用４，０６
０万８千円となっています。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億２，７３７万３千円は、過年度分損
益勘定留保資金で補填しました。
※１ 長期前受金戻入額とは、補助金等をもって取得した固定資産において、補助金等の金額に相当する減価
償却分を収益化したもので、支出の減価償却費同様に現金の伴わないものである。

●鋸南病院事業会計
鋸南病院事業会計は、指定管理者制度を導入して８年目の決算となります。
病院事業会計の収益的収入は２，３４４万３千円で、一般会計等からの繰入金１，６３７万９千円、文書料が
２７０万円、指定管理者負担金１００万円などとなっています。収益的支出は５，７０７万２千円で、減価償却
費３，４０７万３千円、企業債償還利息５００万７千円で、その他に指定管理者交付金１，１２６万円などが支
出されています。この結果、消費税及び地方消費税抜きの損益計算において、３，３６７万９千円の純損失が生
じました。また、資本的収入は７，２７１万８千円で、一般会計からの繰入金４，１７１万８千円、企業債２，
８３０万円、国庫補助金２７０万円となっています。資本的支出は７，２７１万７千円で、企業債の償還元金４，
１７１万３千円と内視鏡装置購入に係る建設改良費３，１００万４千円となっています。

平成２７年度決算における健全化判断比率及び公営企業会計（水道・病院）の資金不足比率は以下のとおりで、
いずれも早期健全化基準又は経営健全化基準以下となりました。また、この比率は平成２８年９月定例議会（９
月７日開催）において、監査委員の意見を付し報告致しました。
健全化判断比率

平成２７年度

早期健全化基準

財政再生基準

①実質赤字比率

―％

１５．００％

２０．００％

②連結実質赤字比率

―％

２０．００％

３０．００％

③実質公債費比率

１６．２％

２５．００％

３５．００％

④将来負担比率

９５．４％

３５０．００％

基準なし

※①と②の比率「 ％」は赤字が無いため、比率が無いという意味です。
資金不足比率

平成２７年度

経営健全化基準

鋸南町水道事業会計

―％

２０．０％

鋸南町病院事業会計

―％

２０．０％

※「 ％」は資金不足が無いため、比率が無いという意味です。
☆決算についてのお問合せは・・総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１（Fax５５−１３４２）

４

９月６日に開会された第４回鋸南町定例議会で、監査委員１名の
かわな

ようじ

選任について審議が行われ、任期満了を迎えた川名 洋司氏に代わ
しばもと

けんじ

り、新たに柴本 健二氏が選任されました。柴本氏は長年、千葉県
職員として勤務され、現在は竜島区長も務められています。
白石町長から委嘱状を受け取る柴本監査委員

安房農業協同組合から、地産地消の取り組みとして給
食に利用して欲しいと地元産の新米コシヒカリ５０ｋｇ
をいただきました。さっそく学校給食に取り入れさせて
いただきました。給食センターではこの夏、ガス自動立
体炊飯器を設置、炊き込みご飯もできる最新のシステム
炊飯器で、今まで以上においしいご飯が届けられるよう
になりました。これからも地元のお米を使用し、子供た
ちの健康と発育を考えたメニューづくりで、安全でより
おいしい学校給食に取り組んでいきます。
ＪＡ安房常務理事 笹子敏彦氏から目録を受け取る白石町長

きもの

かつら

関西の落語家で、鋸南町で８年前から講演会を行っている 桂
しゅんちょう

春 蝶 さんが、この度、町観光協会から「花の里きょなん観光

大使」に任命されました。夫人が鋸南町出身ということもあり、
鋸南町とは縁が深く公私共に何度も訪れ、自分にとって鋸南町
は第二の故郷だと話していました。
春蝶さんは、落語家として活躍する他、テレビ、ラジオに多
数出演しており、
「今後、電波を使ってどんどん鋸南町を宣伝し
たい」と就任早々観光大使としての意欲を語って下さいました。
１２月１７日には、道の駅保田小学校まちのギャラリーで恒
桂春蝶氏（写真中央）

例の「桂春蝶独演会」が予定されています。

９月３日、道の駅保田小学校にて、直売所出荷
組合の皆さんによる草刈りのボランティア活動が
行われました。
当日参加できない方は事前に草刈りを実施、当
日も集合時間前から多くの方で草刈りが行われ、
合計で約１００名の参加者が作業を行い、直売所
横竹林スペースがきれいになりました。
暑い中参加された皆さま、ありがとうございま
した。

５

９月１０日、夏の暑さが残る中、鋸南中学校で秋季大運動会が開催されました。生徒は紅組・青組に分かれ
て競い合い、ソーラン節やエッサッサも披露され、会場は熱気に包まれました。

全校女子によるソーラン節

全校男子によるエッサッサ

９月４日、７７回を数える伝統ある鋸南町剣道スポーツ教室が鋸南小学校体育館で行われ、保護者・指導者が
見守る中、小学生１７名が日々の稽古の成果を発揮しました。
剣士が減少し存続が危ぶまれていた同教室も、この数年で少しずつちびっこ剣士が増員。元気あふれる掛け声
とともに毎週火曜日と金曜日の夜に海洋センターで
稽古を行っています。見学・体験随時受付しています。
上位入賞者は、次のとおりです。
（敬称略）
○小学生低学年の部
ま つ お むねたけ

優勝 松尾 宗武

しのはら ひ ろ と

おだき

たいき

２位 篠原 大翔 ３位 小瀧 太喜

○小学生高学年の部
で ぐ ち りょうた

ひ ら の もとはる

優勝 出口 椋太

２位 平野 元悠

まつお

は な

３位 松尾 芭奈

ふ じ い しょうま

藤井 照万

鋸南町子ども会育成連盟主催で、今年からの新しい企画として８月２８日に、縦割り班のチーム対抗でレク
リエーションゲームを行う「チャレンジゲーム大会」が開催され、幼稚園から小学生、保護者や子ども会役員
など、総勢５０名が参加しました。
この行事には、ジュニアリーダー講習会
に参加した小学生の中から５名が指導者と
して参加し、ゲームの説明や進行の手伝い
等を中心となって進めました。ゲーム大会
では、縦割りグループに分かれ「デカパン
リレー」、「ボール送り競争」など異年齢で
も楽しめるレクリエーションゲームを楽し
みました。参加者たちは、
「すごく楽しかっ
た」
「私もジュニアリーダーになりたい」と
笑顔で話していました。

６

９月４日、鋸南町消防団第１分団、第２分団（勝山・佐久間地
区管轄）及び女性消防団による合同中継訓練が佐久間ダム周辺で
実施されました。
訓練は実際の火災発生を想定し、サイレンを合図に消防団員は
各消防団詰所より出動、模擬火点に対し迅速に消火活動を実施、
様々なケースを想定して行うと共に、機械操作の習熟のため、団
員は繰り返し放水訓練を行いました。
館山消防署鋸南分署では訓練指導にあたり、団員に対し消火活
動における機械器具の取扱いや危険回避行動について指導しま
した。消防団では火災時に迅速な消火活動が行えるよう日々訓練
を行っています。

平成２９年成人式を次のとおり開催します。なお、該当者には１２月上旬に往復ハガキでご連絡します。
◇開 催 日 平成２９年１月８日（日）
◇日

程

受付１３：３０〜

式典１４：００〜

記念行事１４：４５〜 記念写真１５：３０〜

◇場

所

中央公民館 多目的ホール

◇対

象

平成８年４月２日〜平成９年４月１日生まれの方で、鋸南町に住所のある方、
又は鋸南中学校を卒業した方を対象とします。また、卒業はしていないが、町
内の小中学校に在学していた方で、参加希望の方はご連絡ください。
保護者の方、又はご家族の方に限り会場へお入りになることができます。

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室 ℡５５−２１２０

いつもの食事にきのこをプラス！
食物繊維をとろう！
＜材料

２〜３人分＞

米・・・・・・１合
しめじ・・・・１/２株

作り方

にんじん・・・小１/４本（２０ｇ）

１. 米はといで、３０分くらいおいておく。

しょうが・・・１かけ（６ｇ）

２. しめじは石づきをとり、ほぐしておき、にんじん・

しょうゆ・・・小さじ２
酒・・・・・・小さじ２

しょうがは千切りにする。
３. 炊飯器に米、しょうゆ・酒・砂糖を入れ、規定どおり

砂糖・・・・・小さじ１/2

に水を加えてひと混ぜする。生姜・昆布・にんじん・

だし用昆布・・５ｃｍ１枚

しめじを順に加えて、通常通りに炊く。

1 人分栄養価（3 人分として食べた場合）
熱量 207kcal たんぱく質 4.1ｇ 脂質 0.5ｇ
食塩 0.7ｇ 食物繊維 1.6ｇ

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０−１１７２

７

暮らしの情報館

道の駅「きょなん」観光物産センター
店舗のご紹介

町観光物産センターは一部空店舗がござい
ましたが、9 月より新店舗もオープンとなりま
したので、全店舗のご紹介をさせていただきま
す。皆様のご来店を是非お待ちしております。

きょなん
直売所

食事処
ふく丸

くいもんや
和さび

旬 彩
櫻 華

≪きょなん 直売所≫

笑福亭

物産館
きらら

洋菓子
アトリエ
ボンボン

≪食事処 ふく丸≫

＊営業８：００〜１７:００ 無 休
５５−０７７１
生産者の方々から、畑やハウスからの直行便で
出荷された朝採れで新鮮な野菜・果物・花や加
工品を地域密着価格で販売しております。ま
た、生産者との会話が楽しめる直売所です。

＊営業１１：３０〜２０:００
（14:00〜17:00 休憩）月曜定休
５５−４５４０
朝獲れの地魚を使用した、各種料理及び定食等
をご用意しております。

さく

ら

≪くいもんや 和さび≫

≪旬 彩 櫻 華≫

＊営業１１：００〜１５:００ 木曜定休
お客様に海の幸を使用した各種定食等をご
用意しております。
ペットちゃんもご一緒にどうぞ！

＊営業１０：００〜１７:００ 不定休
090−2420−1405

わら

ふく

自家製の旬の野菜等を使用した、各種のお食
事をご用意しております。

てい

≪笑 福 亭≫

≪物産館 きらら≫

＊営業１１：００〜１５:００ 水曜定休
080−9669−0628 ※9/17 オープン
そば、うどんなどの各種ランチとテイクアウ
ト商品、デザート、お飲物各種をご用意して
おります。

＊営業９:００〜１７:００水曜定休

≪洋菓子

080−9669−0628
新鮮な野菜・果物・花や特産物を安価で、又
各種お土産品もご用意しております。

アトリエ・ボンボン≫

＊営業１０：００〜１７:００ 日曜月曜定休
２８−４００３
自家製ケーキ及び焼菓子など各種ご用意し
ております。
バースデーケーキのご予約も承ります。

８

料館

保田観音寺

かやぶき

かんのんじ

に ち が し ょ うに ん

み ょ う ほ んじ

義堯は吉浜の妙本寺まで足をのばし、
日我上人と会談します。お互いの学徳
の高さに感じ入った二人は、以後、生
涯深い親交を重ねました。
観 音寺 は 安 房 国札 観 音 霊 場の 番 外
く も の と じ ゅ う え も ん

という位置づけです。境内には江戸時
さいばい

ふきゅう

昭 和 初 期 頃 の 保 田 の 観音寺 の 風 景 代の力士雲ノ戸重右衛門の墓、大正時
ご はい

た け し い は ち のぶよし

はつたろう

です。まだ茅葺で現在よりも大きな本 代 に 保 田 に し い た け 栽培 を 普及 し た

ぎ

保田観音寺

歳の 時の 作 品 ど、興味深い石碑も見ることができま

堂 で 、 正 面 向拝 彫 刻 は 武志伊八 信由 鈴木初太郎の碑、関東大震災記念碑な
けいだい

（ 初 代 波 の 伊八 ） の

よしたか

里見氏によって開かれたと伝わり、天

そもそも観音寺は、房総の戦国大名

ています。

の 伊 八 の 獅子頭 彫 刻 は 今 も 保 存 さ れ

ししがしら

くなり削られたりしました。署名入り

しまったため、彫刻はサイズが合わな

年。現在の本堂がそれで、縮小されて

されました。再建されたのは昭和三〇

年（一九四五）五月、解体を余儀なく

よ

大伽藍の空襲被害を恐れて、昭和二〇

だいがらん

が激化する中、役場近くの茅葺の

役場が建てられましたが、太平洋戦争

には明治二十九年（一八九六）保田町

す。東隣（現在の保田総合センター）

う に 、夏 には 氷屋も 出 てい た よう で

でした。境内も広く、写真にもあるよ す。
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文四年（一五三五）里見義堯が陣所と

がんの治療
「先進医療」と聞いて多くの人
が思い浮かべるのは「最先端の治
療法」「お 金を持っている人だけ
が受 けられる治療 法」「も っとも
優れた治療法」といったところで
しょ うか。実は、「先進医療」と
「もっとも優れた治療法」はイコ
ールではありません。先進医療と
は現段階で最先端であること は
間違いないのですが、比較的新し
い研究結果によって考えられ た
治療法であり、治療を受けた患者
の経過や副作用などについて の
研究結果は十分に出ていない 場
合が あります。「 この治療法は効
果がありそうだ」という提案の段
階に近いので、先進医療は健康保
険が効かず治療費も高額にな り
がちです。そこで、お金持ちが受
けられる治療というイメージ が
広がったのでしょう。
「標準治療」とは、現在のがん
治療のなかでもっとも効果が あ
るとされる医療です。さまざまな
研究結果や実際の経過などを も
とに標準医療は決まっています。
がんの治療には「診療ガイドライ
ン」というものがあり、がんがで
きた場所や進行度などから、推奨

される治療法のガイドラインが
決められています。これにはグレ
ードがあり、もっとも優れた治療
法とされるグレードＡが「標準医
療」にあたります。
つまり「先進医療」の治療法の
なかから優れた結果が出た場合
は「標準医療」として格上げされ
ます。長年のがん治療研究のなか
で安全性、有効性、副作用等につ
いてもっとも優れている治療法
が「標準治療」になります。
現代では、がんは定期的な検診
などで早期発見ができれば、それ
ほど恐ろしい病気ではなくなっ
ています。がんが見つかると患者
側からすれば早く病巣を取り除
いてほしいという思いから、早く
手術をと考えますが、実はすべて
のがんの治療に手術が適応する
とは限りません。がんが発生した
場所や大きさ、進行度によって薬
物療法や放射線療法などを組み
合わせるなど工夫されています。

（保健福祉課 健康推進室）

１９０，０００円

８月１９日から９月１５日までにいただいた寄付
寄付件数 １６件
寄付金額

●連載 289

したという記録があります。この時、

９

〜ありがとうございました〜

善 意 の 寄 付

歴史資

名
の りこ

○活 動 日 毎週火曜日
午前 時～
○会 員 数
た なか

時

分

予約不要。相談は無料、秘密は厳守します。

生活ヨガ同好会は、いつまでも楽し

１人で悩まず、ご相談ください。

年に発 足

千葉財務事務所では無料の債務相談窓口を開設しています。

く日常生活を送れるように、心身のリ
フ レ ッ シ ュ を 目 的 に 平成

年目になります。

時から

人ほどのメンバーが月に

しました。今年で
現 在は

１５

４回、毎週火曜日の午前

１１

１２

分まで中央公民館で活動してい

ます。

時

１４
１０

○代 表 者 田中 法子さん
○問合せ先

℡５５ １-１１８
【会員募集中です】

あずま

私た ちの生活 ヨガは 、 東 イン ス

ト ラク ターの 指導の 下で仲間た ち
と一緒に、普段一人ではなかなか動

かさない部分を動かしています。自

分のできる範囲で、無理をせず行う
こ と にし てい ま す 。メ ンバ ー は

歳代が多く、みんなで楽しくヨガを

してい ます。「最近、体が動か なく
なって きた」「ストレスが溜ま りや

すい」などと感じている方、ぜひ見

学に来てください。楽な服装でヨガ
マ ット かバス タオル を持参すれ ば

体験も自由です。お気軽にご参加く
ださい。

１０

℡０４３−２５１−７８３０

千葉財務事務所 債務相談窓口

◇問合せ先 財務省

６０

３０

暮らしの情報館

給付金の申請書を、支給対象となる可能性がある方には、９月末に郵送しました。
平成 28 年度臨時福祉給付金の概要
平成２６年４月の消費税率の引き上げによる所得の低い方への負担を軽減するため、給付金を支給します。
◇支給金額 1 人あたり 3 千円
◇支給対象者

以下の 1〜４すべてを満たす方

1.平成 28 年 1 月 1 日時点で鋸南町に住民票がある

2.平成 28 年度の町民税（均等割）が課税されていない

3.平成 28 年度町民税（均等割）課税者の扶養親族等でない 4.生活保護や中国残留邦人等支援給付などの受
給者ではない
年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け）の概要
低所得の障害・遺族基礎年金受給者の方を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基
礎年金受給者向け）を支給します。
◇支給金額 1 人あたり 3 万円
◇支給対象者

以下の 1〜３すべてを満たす方

1.上記の平成 28 年度臨時福祉給付金の支給対象者

2.障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している

3.年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）を受給していない
※鋸南町の年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）は、８月 1 日に受付終了しております。
◇給付金支給までの流れ
支給対象になる可能性が高い方には、申請書を郵送します。要件を確認のうえ、同封する返信封筒により郵送
で申請してください。なお、申請から支給までは、１カ月程度かかります。
◇問合せ先 保健福祉課

福祉支援室（給付金担当）

℡５０−１１７２ ＦAX５５−４１４８

〜高額療養費の支給該当者の方には通知が届きます〜
☆高額療養費とは 入院などで医療費の自己負担額が高額になった場合、計算により求められた限度額を
超えた部分について、申請により高額療養費として支給されることになっています。
☆高額療養費の限度額は年齢（７０歳未満と７０歳〜７４歳の方）と所得によって異なります
■７０歳未満の方の場合の限度額（過去１２ヶ月間に高額該当３回まで）

区分

所得要件

自己負担限度額

区分

所得要件

ア

基礎控除後の所得
９０１万円超

252,600 円＋（総医療費
−842,000 円）×１％

エ

基礎控除後の所得
２１０万円以下

57,600 円

167,400 円＋（総医療費
−558,000 円）×１％

オ

住民税非課税

35,400 円

イ

ウ

基礎控除後の所得
６００万円超〜
９０１万円以下
基礎控除後の所得
２１０万円超〜
６００万円以下

80,100 円＋
（総医療費−
267,000 円）×１％

※高額該当４回目以降の限度額、所得区分について
は、係までお問い合わせください。

☆高額療養費の申請は２ヶ月遅れになります

■７０歳〜７４歳の方の場合の限度額

皆さんの医療費は、各医療機関から千葉県国保連合

（過去１２ヶ月間に高額該当３回まで）
現役並み所得者
一

会の審査を経て、鋸南町国民健康保険に請求されま

80,100 円＋
（医療費−267,000 円）×１％

般

44,400 円

低所得者Ⅰ

24,600 円

低所得者Ⅱ

15,000 円

自己負担限度額

すが、この請求には２ヶ月ほど期間がかかります。

☆高額療養費該当者には通知されます
高額療養費の支給該当者には、係から通知書が郵送
されますので、通知書に記載された診療内容の領収
書と印鑑を持参のうえ申請してください。

※保険料に滞納がある方の高額療養費については、給付制限や滞納している保険料に
充てることがありますので、ご注意ください。

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

１１

暮らしの情報館

日本年金機構では、インターネットを使って、いつでもご自身の年金記録が確認できる「ねんきんネット」
サービスを提供しています。
事前に登録していただくことによって、ご自宅のパソコンやスマートフォンでご利用いただけます。
ただし、旧法年金受給者や共済年金の方はサービスをご利用いただけません。
○サービス内容
・２４時間いつでも、毎月更新されている記録の確認ができます。
・記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります。
・将来の年金見込額が試算できます。
詳しくは日本年金機構のウェブサイト（http://www.nenkin.go.jp/index.html）をご覧ください。
税務住民課窓口では、年金加入記録が確認できます。パソコンやスマートフォンの利用が難しい方はご利用く
ださい。
○ご用意いただくもの（本人が申し込みされる場合）
・年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
・身分証明書（運転免許証など、顔写真のない証明書は 2 種類以上必要）
・印鑑
※代理人が申し込みされる場合は委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要です。
電話・郵送による受け付けはできません。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ５５−２１１２

町では、平成２７年１２月に鋸南町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱を制定し、町内宅地建
物取引業者と空き家の媒介等に係る協定を締結しています。
空き家バンクとは、町内に存在している空き家を有効活用し、移住を希望されている方に利用していただき、
定住促進による地域の活性化を図ろうとするものです。
「空き家を借りたい」という方から毎月数件の問い合
わせがあります。
また平成２８年２月よりホームページを開設しています。空き家を所有し、「空き家を誰かに売りたい、貸
したい」と、お考えの方は、ぜひ空き家バンクをご利用ください。
（実際の契約交渉などの仲介は、町と協定を締結した町内宅地建物取引業者が行います。
）

◇問合せ先 地域振興課

まちづくり推進室 ℡５５−１５６０

１２

暮らしの情報館
味わいハイキング１３９
5

１１月は秋の恒例ロングハイキングです。JR 内房線那古船形駅を出発し、ゴールの鋸南町役場まで、頼朝ゆ
かりの場所をめぐる約２５キロのコースです。歴史ロマンをたっぷり味わうことができるコースです。体調を整
えてご参加ください。
◇実施日
◇場

１１月３日（木）※雨天の場合は翌日

所 ＪＲ安房勝山駅集合 下り７：３９発に乗車します。車の方は、鋸南町役場に止めてください。
電車代は各自ご負担ください。

◇参加費

２，０００円（食事、保険代、土産代等含む）

◇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
安房勝山駅→那古船形駅８：１５出発→長勝寺→稲原→金気神社→御越坂→宮本神社→おおつの里（昼食）→
→大津→居倉→青木山→平群街道→合戸→富山中→富楽里→飯之坂→役場着１８：００頃予定
◇定

員 ５０人

◇申込期間 １０月２０日（木）〜

※定員になり次第締め切らせていただきます。

※準備の都合上、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
◇申込み・問合せ先 地域振興課

◇協力 鋸南町
まちづくり推進室

℡５５−１５６０

お楽しみタイム 「ハロウィンごっこ」
お子さんにハロウィンのコスチュームを
着せて、記念撮影をします。
お子さんに着せたいお洋服等ございましたら
ご持参ください。
◇日

時

１０月２０日（木）
１０：００〜１２：００

◇場

所 中央公民館 和室

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室
℡５５−２１２０
こうのすけ

晃之介くん

０歳９か月

重田 泰一さん 第１子

〔大帷子下区 〕

おうちの前が練習場所なので毎晩お祭りのお囃
芸術の秋、公民館では『文化・芸術鑑賞教室』を開催し
ます。
さまざまな文化や芸術に触れる企画を予定しています。
【１回目】
◇日

程

東京都美術館（ゴッホとゴーギャン展）

◇費

用

入場料他実費を徴収

◇定

員

２５名 (先着順)

年は太鼓を叩けそうな気がするよ。歯も生えてなん
うすぐ一人で走り回れそうだよ。たのしみだな。

町報・おしらせ版・議会だより
インターネットで閲覧できます

◇申込期間 １０月２４（月）〜１０月２８日（金）
※バス乗降場所、持ち物・費用等、詳細は後日ご連絡いた

インターネットではカラーで見ること
ができます。

します。２回目は１月中旬を予定しています。

ご家庭のパソコン・スマートフォンから

◇申込み・問合せ先
中央公民館

送ってました。効果はテキメン。お祭り大好き、来
でもカミカミ食べてます。つたい歩きも上達中。も

１１月１６日（水）

◇行 き 先

子を聞きながら眠りにつく「お祭り男養成生活」を

どうぞ。

℡５５−４１５１
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１５年前に横浜から鋸南町に移住した三上紘子さ

社会保険労務士の近藤明美氏と、ピア・サポーターの渡

んが出会った、町の自然の１コマ１コマが１冊の本

邉慎介氏をお招きし、社会保障制度や就業規則、治療と仕

になりました。これを記念して、原画展とイベント

事の両立方法等、実体験を交えてお話しいただきます。

を行います。

◇日時

◇日時 １０月２１日（金）〜２６日（水）
１０：００〜１７：００

１０月１５日（土）１３：３０〜１６：００
開場１３：００〜

◇場所

◇場所 道の駅保田小学校 まちのギャラリー

亀田総合病院

◇イベント内容

◇定員

①三上さんとボランティアによる

◇申込み締切

絵本「みぃーつけた！」の読み聞かせ
②みんなの「みぃーつけた！」コンテスト
「みぃーつけた！」を題材にあなたの作品をその
場で作って応募してください。絵・俳句・短歌など
自由にお選びいただけます。作品はすべて会場内の

Ｋタワー１３階

ホライゾンホール
５０名（参加費無料）
１０月１１日（火）

◇申込み・問合せ先
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
がん拠点病院推進センター
℡０４−７０９９−１２３０
◇主催

一画に展示し、後日三上さんが審査し、選ばれた３

医療法人鉄蕉会
亀田総合病院がん相談支援センター

名の方に絵本「みぃーつけた！」をお送りします。
③会場内での「みぃーつけた！」
作品にまつわるかくれんぼ、クイズなど
◇問合せ先 三上 ０８０−１０８３−３６５２

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２８年度の第２回は１１月３０日（水）に
館山市で開催します。
午前中は那古寺の歴史について学びます。午後
からは現地学習を実施します。
◇日
時 １１月３０日（水）
講義１０：００〜 現地学習１３：００〜
◇場
所
館山市コミュニティセンター 第１集会室
◇講
義
テーマ「見たり聞いたり那古寺の歴史」
館山市立博物館 副参事 岡田 晃司氏
◇そ の 他
昼食・飲み物は各自で用意、また動きやすい服
装で参加ください。社教バスを利用します。
◇申込期間 １０月１９日（水）〜
◇対
象 鋸南町民２５名（先着順）
※成人を対象とします
◇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。

千葉県後期高齢者医療広域連合では、前年度に７５歳
となった被保険者を対象として、歯科検診を実施して
います。
◇対象者
昭和１５年４月２日〜昭和１６年４月１日生まれの
千葉県後期高齢者医療被保険者の方
◇実施期間 平成２８年１０月３１日（月）まで
◇費 用 歯科検診に係る窓口負担はありません。
※健診後の治療に要する費用は有料
◇健診の項目
口腔診査
・歯と歯肉の状況
(むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど)
・口腔機能の状況(舌の動き、物を飲み込む力など)
口腔衛生指導
・むし歯、歯周疾患の予防法など
◇健診の受け方
対象者にはみどり色の案内通知（受診票）が送付さ
れています。歯科健診を希望される方は健診協力医
療機関に直接予約をして受診してください。
※受診は期間中に限り、１人１回まで
◇受診の際に必要な物 被保険者証、受診票
◇対象医療機関
対象者に別途通知済み
◇問合せ先
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課
給付第１班 ℡０４３−２１６−５０１３
または
税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２
１４
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私たちの周囲では、労働災害・職業病・交通事
故などが多発し、多くの労働者が被災し苦しんで
います。また、長時間過密労働により慢性的な疲
労やメンタル疾患に悩まされています。
そこで、弁護士、労働安全衛生管理者、ソーシ
ャルワーカーなどによる、相談会を開催します。
◇日

時 １０月２９日（土）

◇場

所 船橋市勤労市民センター

◇費

用 無料

きし、参加費無料の県民福祉セミナーを開催します。
◇日

時

１１月９日（水）
１４：１５〜１５：４５

◇場

所

千葉県文化会館

大ホール

◇テ ー マ 「ひとつひとつ。少しずつ。」
◇定

員

５００名（申込み先着順）

◇申 込 み 申込書をファックスかメールで送信

１３：００〜１６：００

◇その他

プロフィギュアスケーターの鈴木明子さんを講師にお招

定員を超えた場合のみ連絡します。
申込書は千葉県社会福祉協議会ＨＰに掲載。
◇申込締切 １０月３１日（月）

予約不要、当日受付

◇申込み・問合せ先

◇問合せ先

〒２６０−８５０８

千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５−４５６７

千葉市中央区千葉港４−３ 千葉県社会福祉協議会
℡０４３−２４５−１１０２
ＦＡＸ０４３−２４４−５２０１

愛護動物を虐待したり捨てる（遺棄する）ことは犯罪です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」で決めら
れています。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2 年以下の懲役または 200 万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者→100 万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者→100 万円以下の罰金
※愛護動物とは
１.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
２.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりす
る積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を
与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で
動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなり
ません。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼う
ことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与
えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった
外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
野良猫が可哀相だからという理由で餌だけを与える身勝手な行為は、飼い主不明の猫が集まり、子猫が産
まれてしまい、結果として野良猫が増えてしまいます。そして、庭やごみを荒らし、糞尿などにより近所に
迷惑をかけることになり、猫が苦手な人とねこに餌を与えているだけの人との間でトラブルに発展します。
周辺住民のすべてが猫好きであるとは限りません。また、今まで猫に対して特別な感情を持っていなかった
人も、猫による被害を受けて嫌いになってしまうこともあります。
◇問合せ先 安房保健所
建設水道課

健康生活支援課
建設環境室

℡２２−４５１１
℡５５−２１３３
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10 月はスポーツ月間です。町民が一堂に会し、楽しく交流しながら秋の 1 日、気持ちの良い汗をかきましょ
う♪ お子さんから高齢者まで誰でも楽しめるイベントです。
◇日

時 10 月 23 日（日）

開会式９：００〜 勝山サッカーフィールド

◇会

場 鋸南町 B＆G 海洋センター、勝山サッカーフィールド他

◇参加資格 鋸南町在住者及び勤務者、近隣市住民

種

目

時

ラジオ体操・ストレッチ

間

場

9：00〜9：30

①みんなで玉入れ競争

9：30〜10：30

②みんなで綱引き
体力チェック

内

容

サッカー場

皆で準備体操・ストレッチ

サッカー場

参加者全員で、運動会定番種目を

体育館

10：30〜12：00

チャレンジランキング鋸南

所

楽しみます

サッカー場

あなたの体力年齢は？

体育館ほか

まちの No１決定戦

お昼休憩（12：00〜13：00）※各自昼食をご用意ください
①海辺をウォーキング

勝山周辺

②サッカー教室

皆で楽しくハイキング・ウォーキング

サッカー場

中学生以上対象の教室

体育館

小学生・保護者の大会

④グラウンドゴルフ

野球場

グラウンドゴルフを体験

⑤軽スポーツ

武道場

※雨天時のみ実施

③小学生ドッヂボール大会

13：00〜15：00

※雨天時は、実施できる種目のみ行います。
※各自、昼食をご用意ください。
◇主

催 鋸南町 2016 スポーツ祭実行委員会

◇問合せ先

B＆G 海洋センター

℡５５−４４１１

図書データベース化に伴い、現在ご利用の貸出券は、カードになる予定です。図書をご利用の皆様には個人
情報の登録を改めてお願いしています。
今後、図書室の本の賃借を希望する方で、平成２８年度以降に個人情報の登録をされていない方は職員に
お申し出ください。

●今月のお薦め

たなべせいこ

文化の秋…日本の古典文学に触れる 田辺聖子本 文庫で入荷
「新源氏物語

霧ふかき宇治の恋

上下」
「田辺聖子の小倉百人一首」
「新源氏物語 上中下」

「文車日記 私の古典散歩」
・
「徒然草」
「古事記」角川書店編
あ

べ りゅうたろう

直木賞受賞作が早くも文庫で…「等伯 上下」安部龍太郎
鋸南に移住の三上紘子さんの絵本

「みーつけた！」みかみひろこ

●その他新着図書
・
「下町ロケット２

いけ い

ど じゅん

ガウディ」池井戸 潤

たにざきじゅんいちろう

・
「痴人の愛」谷崎 潤 一 郎

し

か

・
「中国の古典

・
「殉死」司馬遼太郎 ・
「恋の華
はやし ま

ぢ のぶゆき

論語」加地信行

ば りょうたろう

ふじもと

・
「シャネル」藤本ひとみ

ながはた み ち こ

白蓮事件」永畑道子

り こ

けんもち

・
「２０代に読みたい名作」 林 真理子 ・
「続かない女のための続ける技術」剣持まよ
いまい え み

こ

・
「幸せのかたち」今井絵美子

うちだれいこ

・
「
『思春期の子』が話したくなるお母さんの接し方」内田玲子
ささがわようへい

し

が なお や

こ う ち しょうすけ

・
「紳士の『品格』雑学のすすめ２」笹川陽平 ・
「暗夜行路」志賀直哉 ・
「頼朝がひらいた中世」河内 祥 輔
ほ むらひろし

・
「にょっ記」
「にょにょっ記」穂村 弘
・
「房総沖巨大地震

はやしふ み

「放浪記」林芙美子
いとうかずお

他

元禄地震と大津波」伊藤一男

◇問合せ先 中央公民館

こ

℡５５−４１５１
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Ｂ ＆ Ｇ

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

◇温水プール開館時間
昼間 １３：００〜１７：００
夜間

◇休館日

月曜日

◇プール利用料（町民）

１８：００〜２１：００

小中学生

２００円、一般 ４００円（幼児は無料）

※日曜日は１７：００で閉館します。

ベビースイミング開催！
１０月８日（土）
、１９日（水）
、１１月５日（土）
、１６日（水）
１２月３日（土）
、１４日（水）
参加費 ５００円/１回

※当日徴収

◇問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター

老

人

開館延長日

いずれも１２：００〜１２：４５

福

都合の良い日に参加してみませんか。事前に電話で申込みしてください。

℡５５−４４１１

祉

セ ン タ ー 『 笑

楽

の 湯

』

１９：００まで（お風呂は１８：３０まで）

１０月８日（土）
、９日（日）
、１０日（月）、１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、
２３日（日）、２９日（土）
、３０日（日）、１１月３日（木）、５日（土）、６日（日）
休館日

１０月１１日（火）
、１７日（月）、２４日（月）、１０月３１日（月）、１１月７日（月）
皆様お誘いあわせの上、お越しくださいますよう、スタッフ一同でお待ちしております。

◇開館時間

９：００〜１６：００（入浴時間１０：００〜１５：３０）
【開館延長あり】

◇問合せ先

老人福祉センター

℡・Fax５５−８８３０

笑って楽しく頭と身体を動かす会
行事名

開催日

時 間

〜１０月 予 定 〜
場 所

５日

１３：３０〜

１７日

１０：００〜

１７日

１４：００〜

５日

１９日 １３：３０〜

小保田コミュ二ティセンター

浜げんき会

１３日

２７日 １３：３０〜

本郷浜区コミュ二ティセンター

芝台生き生き会

１２日

２６日 １３：３０〜

芝台青年館

エーフラ百寿会

１１日

２５日 １４：００〜

岩井袋コミュ二ティセンター

中原あやめ会

２１日

１３：３０〜

中原コミュ二ティセンター

鋸東睦会

２１日

１０：３０〜

鋸東コミュニティセンター

友遊会

１１日

２５日 １０：００〜

中道台コミュニティセンター

竜島第１老盛会・さくら会

１３日

２０日 １３：３０〜

竜島区民館

田町福寿会
楽生会
小保田すいせんの会

田町コミュ二ティセンター
淨蓮寺

６日

１３：３０〜

２８日

１０：００〜

田子の会

１４日

２８日 １３：３０〜

中佐久間元気クラブ

２１日

９：３０〜

富士見クラブ

１９日

１３：００〜

大帷子下コミュニティセンター

１３：３０〜

すこやか
（１７日は救急法、２４日は気功）

１３：３０〜

すこやか ※雨天中止

本郷長寿会

すこやか
すこやかポールウォーキングしましょう会

１７日

２４日

３１日
２０日

１７

本郷コミュニティセンター
両向青年館
中佐久間公民館

暮らしの情報館

１０月 ５日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
７日（金） 子育てサロン
交通事故相談
９日（日）

１０：００〜１２：００（すこやか）
１０：００〜１５：００（役場１階相談室）

大六区祭礼

１１日（火） 移動交番開設

１３：３０〜１５：００（道の駅保田小学校）

１２日（水）

高齢者学級

１５日（土）

鋸南保育所運動会

１６日（日） 結婚相談

１０：００〜（中央公民館）
９：３０〜（鋸南保育所）

９：００〜１２：００（役場１階食堂）
［相談員：山根 つや子氏 加門 利枝氏］

１７日（月）

心配ごと相談 １３：００〜１６：００（ボランティアセンター）

１８日（火）

移動交番開設 １０：００〜１１：３０（中央公民館）

２０日（木）

親子で遊ぼう仲良し広場【P１３参照】

２２日（土） 移動交番開設

１０：００〜１１：３０（道の駅保田小学校）

２３日（日） 鋸南町２０１６スポーツ祭【Ｐ１６参照】
２５日（火） オアシス家庭教育相談 １９：００〜２１：００（中央公民館）
２８日（金）

乳児前期健診 受付１３：００〜１３：３０（すこやか）※対象 H28.3.1〜H28.6.30 生まれの乳児
鋸南中学校湧心祭・合唱コンクール（鋸南中学校）

２９日（土）〜３０日（日）

第５６回鋸南町文化祭（中央公民館）

１１月 ２日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
３日（木） 味わいハイキング[もののふのとおった道]【Ｐ１３参照】
６日（日） ジビエＢＢＱ大会（佐久間ダム公園）
【町報９月号参照】※荒天の場合中止

町県民税（３期）、国保・介護保険料（４期）は１０月３１日（月）が納期限です。

人 の 動 き
世帯数
人

９月１日現在
（前月比）

３，７１０世帯 （△

１）

口

８，２７５人

（△

４）

うち男

３，９６１人

（△

１）

女

４，３１４人

（△

３）

〜写真さしあげます〜
広報に掲載した写真をさしあげます。
一部希望に添えない場合もあります。

１０月
９日（日）館山病院（館山市）
℡２２−１１２２
１０日（月）富山国保病院（南房総市）
℡５８−０３０１
石川外科内科クリニック（鴨川市）
℡０４−７０９２−５２１０
１６日（日）鋸南病院
℡５５−２１２５
花の谷クリニック（南房総市）
℡４４−５３０３
２３日（日）館山病院（館山市）
℡２２−１１２２
３０日（日）花の谷クリニック（南房総市）
℡４４−５３０３
赤門整形外科内科（館山市）
℡２２−０００８

１１月
３日（木）原クリニック（館山市）
℡２４−５７７１
鴨川市立国保病院（鴨川市）
℡０４−７０９７−１２２１
６日（日）東条病院（鴨川市）
℡０４−７０９２−１２０７

◇総務企画課 広報担当
℡５５−４８０１

☆安房地域医療センターは、土・日曜日、祝日も 休日救急病院
℡２５−５１１１

９月２６日までの届出分
今月は掲載希望がありませんでした。
１８

