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年末年始の閉庁・閉館日

１都３県知事共同メッセージ ひきしめよう

年末年始の閉庁・閉館日は次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が増え続

【役場本庁】12月29日（火）～１月３日（日）

け、予断を許さない状況にあります。そこで、一人ひと

＊戸籍の届出等は宿日直職員が対応します。

りの命を守り、安全・安心を確保するため、東京都、埼

【水道室】12月29日（火）～１月３日（日）

玉県、神奈川県、千葉県から共同メッセージが発信され

＊漏水等の緊急時は浄水場で対応します。℡55-1229

ました。

【すこやか】12月29日（火）～１月３日（日）

もう一度気を「ひきしめ」て、感染防止対策の基本的

【教育委員会】12月29日（火）～１月３日（日）

な行動を徹底した年末年始を過ごしましょう。

【中央公民館】12月29日（火）～１月３日（日）

ひ 引き続き「テレワーク」「時差出勤」を！

【歴史民俗資料館】12月28日（月）～１月３日（日）

き 基本を徹底！「マスク」「手洗い」「消毒」

【海洋センター】12月28日（月）～１月４日（月）

し 食事を複数人でとる際は「マスクで会食」を！

【笑楽の湯】12月28日（月）～１月４日（月）

め 面倒でも「こまめな換気」を！

【鋸南病院】12月30日（水）～１月３日（日）

よ 夜のお酒は少人数・短時間で！

【大谷クリーンセンター（ごみ）】12月30日（水）～１月３日（日）

う ウイルスの感染予防に一緒に取り組みましょう！

【堤ケ谷クリーンセンター（し尿）】12月29日（火）～１月３日（日）

雇用調整助成金の特例措置等の延長

【道の駅きょなん】12月31日（木）～１月１日（金）
＊店舗ごとに休業日が異なります。

12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、

【道の駅保田小学校】無休

緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応

＊店舗ごとに休業日が異なります。

休業支援金・給付金は、２月末まで延長されました。

※町営循環バスは、12月30日（水）から１月３日（日）

感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、

までの間、赤バスと青バスの始発便、最終便をそれ

休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく

ぞれ運休します。

悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段
階的に縮減が行われます。

保田地区の水道管工事

また、新型コロナウイルス感染症による小学校休業

水道管の長寿命化工事を行います。皆さまにはご不

等対応助成金・支援金も、対象となる休暇取得の期間

便とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

を２月末まで延長予定です。

いします。

詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

◇日時／12月21日（月）～３月25日（木）

◇問合せ先／学校等休業助成金・支援金、雇用調整助

午前８時30分～午後５時

成金コールセンター ℡0120-60-3999

◇場所／保田1274～1288番地（遣水）

毎年１月に開催している成人式、消防団出

保田2118～2085番地（桜川橋付近）

初式及び健康福祉まつりは、新型コロナウイ

◇交通規制／片側通行、う回路での通行

ルス感染症拡大防止のため中止します。

※作業時間外は通行できます。
◇問合せ先／建設水道課水道室 ℡55-3569

１

年金を簡単確認 「ねんきんネット」

マイナンバーカード交付申請書の送付

ねんきんネットは、ご自身の年金に関する情報を

マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、

パソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確

申請用ＱＲコード付きの交付申請書が送付されます。

認できるサービスです。

カードの交付を希望される方は、この申請書を使っ

◇ねんきんネットでできること／

て申請してください。

・年金記録の確認や将来の年金見込額の試算

◇対象者／マイナンバーカード未取得者

・電子版「ねんきん定期便」の閲覧

※75歳以上の方、令和２年中に出生・転入した方、

・受給に関する各種通知書の確認

中長期在留者等は対象に含まれません。

◇利用方法／ねんきんネットへの登録が必要です。

◇送付時期／12月下旬～３月

基礎年金番号を確認し、日本年金機構のホームペ

◇申請方法／・返信用封筒を使用した郵送申請

ージから登録してください。

・スマートフォン等を使用したオンライン申請

◇問合せ先／ねんきんダイヤル ℡0570-058-555

※役場窓口での申請も可能ですが、混雑状況によ
ってお時間をいただく場合があります。

公的年金等の源泉徴収票の発送

◇問合せ先／マイナンバー総合フリーダイヤル
℡0120-95-0178

令和２年中の源泉徴収票が、１月中旬に日本年金
機構から順次発送されます。確定申告に必要ですの

マイナポイントの予約・申し込み
専用端末を設置

で、大切に保管してください。
万が一、紛失した場合は再発行が可能です。ただし、

スマートフォンやパソコンなど登録に必要な環境

再発行は数日程度お時間がかかりますので、予めご

が無い方を対象にマイナポイントの予約・申し込み

了承ください。

ができる専用端末を役場１階税務住民課窓口に設置

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616

しました。ぜひご利用ください。
◇開設期間／３月31日（水）まで

もうお済みですか？75歳の歯科検診

◇利用に必要なもの／・マイナンバーカード

今年度76歳になる被保険者を対象に無料で歯科検

・マイナンバーカードに設定した暗証番号
・ポイント付与の対象となる決済サービスの「決済

診を行います。詳しくはお問合せください。

サービスＩＤ」「セキュリティコードが分かるもの」

◇受診期間／１月29日（金）まで

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

◇検診内容／歯や飲み込む力などの検診
※歯がすべて入れ歯の方でも受診できます。

交通遺児勉学奨励金・激励金

※受診は期間中に１人１回までです。
◇受診方法／昨年送付したご案内から、対象となる

交通事故で父または母を亡くした18歳未満の遺児

医療機関に直接予約して受診してください。

または世帯を対象に奨励金・激励金等を支給します。

◇受診に必要なもの／被保険者証、受診票

◇見舞金／１世帯10万円を支給

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

遺児が２人以上の世帯は、２人目から各５万円を加算
◇勉学奨励金／小学校または中学校入学時に３万円を支給

１月10日は「110番の日」

◇激励金／中学校または高等学校卒業時に６万円を支給

110番は急を要する事件・事故などが発生したとき

◇受験料／高等学校等の受験料に上限５万円、大学

のための緊急通報用ダイヤルです。

等の受験料に上限10万円を支給

緊急事態では一刻も早く警察活動を開始すること

◇申込期間／１月29日（金）まで

が重要ですので、事件・事故など緊急の場合はためら
わず110番に通報してください。また、急を要さない

◇申込先／各地区の民生委員または児童委員

相談は「#9110」や各種相談電話を利用するなど110番

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174

の適切な利用についてご理解とご協力をお願いします。
２

鋸南町職員採用募集＜追加募集＞
町では令和３年度採用予定の職員採用試験を次のとおり行います。
◇募集職種／
職種

募集人数

一般行政職
（初級）
保育士職
※
保健師職

３人

１人

１人

受験資格
昭和55年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者で、学歴を問わない。
昭和55年４月２日以降に生まれた者で、保育士及び幼稚園教諭の資格を有する者または
令和３年３月31日までに資格取得見込の者。
昭和50年４月２日以降に生まれた者で、保健師の資格を有する者または令和３年３月31
日までに資格取得見込の者。

※採用後の職種内容は配属先により、保育士（保育所）
、幼稚園教諭（幼稚園）のいずれかになります。
◇申込書などの配布・受付場所／総務企画課 申込書は町ホームページからダウンロードすることができます。
◇採用時期／令和３年４月１日
◇試験日／１次試験：１月17日（日） ２次試験：２月13日（土）
◇試験場所／役場
◇受付期間／１月６日（水）まで 平日午前８時30分～午後５時15分
＊12月29日（火）～１月３日（日）を除く ＊郵送の場合は１月６日（水）消印有効
◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

県立安房特別支援学校
館山聾分校幼稚部の入学者募集

ストーブの取り扱いに注意
寒い季節は、ストーブによる火災が増加します。使用

県立安房特別支援学校では、幼稚部の入学者を募集し

の際は十分に注意し、火災を防ぎましょう。

ます。１月15日まで入学に係る相談に応じます。

◇火災を防ぐポイント／・給油時は必ず消火する。
・燃えやすいものやスプレー缶等をそばに置かない。

◇応募資格／平成27年４月２日から平成30年４月１日

・ストーブ付近で洗濯物を乾かさない。

までに生まれた、聴覚に障害のある幼児、言葉の遅れ

・ガソリンは絶対に使用しない。

がみられる幼児
◇募集定員／３～５歳児でそれぞれ若干名
◇必要書類／願書、身体障害者手帳または療育手帳もし

路面の凍結に注意しましょう

くは障害を有することを証明する診断書、返信用封筒

路面凍結により、車両のスリップなど思わぬ事故を引

※書類の請求は問合せ先までご連絡ください。

き起こす危険性があります。

◇募集期間／２月２日（火）～12日（金）

特に山間部、交通量が少ない日かげの道路、橋などは

※平日午前９時～午後４時

路面が凍結する場合が多く危険です。

◇入学者の選考／３月５日（金）以降に郵送で通知

車で外出する際は、路面状況に注意し、冬用タイヤを

◇応募・問合せ先／県立安房特別支援学校館山聾分校

装着するなど安全対策を心がけましょう。

℡27-2490

鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンターからお願い
大谷クリーンセンターへの電話番号でお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事例が発生してい
ます。電話番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

大谷クリーンセンター電話番号 ５７－２６４６
３

笑って楽しく頭と身体を動かす会～１月予定～
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加前の体温測定、マスクの着用にご協力ください。会場は換気
し、人との距離が十分にとれる場合には、適宜マスクをはずしましょう。
団体名

開催日

時 間

場 所

田町福寿会

18日

10：30～

田町コミュニティセンター

小保田すいせんの会

20日

13：30～

小保田コミュニティセンター

町３区の会 ※１

６日、20日

13：30～

仁浜区コミュニティセンター

浜げんき会

28日

13：30～

本郷浜区コミュニティセンター

芝台生き生き会

13日、27日

13：30～

芝台青年館

中原あやめ会

15日

13：30～

中原コミュニティセンター

鋸東睦会

15日

10：00～

鋸東コミュニティセンター

本郷長寿会

22日

10：00～

本郷区コミュニティセンター

竜島さくら会

14日

13：30～

竜島区民会館

ききょうの会

15日

13：30～

本郷上公民館

笑はっはの会

５日

10：00～

奥山公民館

中佐久間元気クラブ

８日

９：30～

中佐久間公民館

富士見クラブ

27日

13：30～

大帷子下コミュニティセンター

ミモザの会

21日

11：00～

大崩公民館

町区の会 ※１

８日

13：30～

町区コミュニティセンター

18日（気功）※２

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」

25日

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」

18日（コグニサイズ）

13：30～

田町コミュニティセンター

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止

すこやか保田教室
すこやか勝山教室

ポールウォーキングしましょう会 21日

※１ 会場の都合により、15名以上の参加があった場合は、ご遠慮いただく場合があります。
※２ ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。
◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172

千葉県特定最低賃金の改正

医療関係資格者の届出

12月25日から県内の事業所で働く特定の労働者と

医療関係資格者は、忘れずに届出をしてください。

その使用者に適用される「千葉県特定最低賃金」が改

◇届出締切日／１月15日（金）

正されます。詳しくはお問合せください。

◇届出票配布場所／安房保健所（安房健康福祉センター）、
鴨川地域保健センター

◇時間額／鉄鋼業：995円

※医師、歯科医師、薬剤師の届出票は厚生労働省ホ

電子部品及び情報通信機械等製造業：954円

ームページから、その他資格者の届出票は県ホ

※その他の業種は、千葉県最低賃金の925円が適用

ームページからダウンロードできます。

されます。

◇届出場所／就業地を所轄する保健所

◇問合せ先／千葉労働局労働基準部賃金室

◇問合せ先／安房保健所 ℡22-4511

℡043-221-2328

鴨川地域保健センター ℡04-7092-4511

４

鋸南保育所・幼稚園一時預かり保育所・学童保育所 入所受付
来年度の保育所・幼稚園一時預かり保育所・学童保育所への入所を希望される方は次のとおりお申込みください。
【鋸南保育所】

【幼稚園一時預かり保育所】

◇対象園児／家庭での保育ができない満３ヶ月以上～

◇対象園児／保護者が就労等のため家庭で保育ができ

小学校入学前の乳幼児

ない園児

◇保育時間／短時間：月～土曜日の午前８時～午後４時

◇保育時間／放課後～午後６時

標準時間：月～土曜日の午前７時30分～午後６時30分

＊幼稚園の休業日は午前８時～午後６時

＊時間外・延長保育：午前７時30分～８時、午後４時～７時

＊日曜日、祝日、８月13日～16日、年末年始は休所

＊日曜日、祝日、年末年始は休所

◇保育料／無償化を実施しています。

◇保育料／保護者の令和２年度の住民税額により決定し

◇定員／36名

ます。後日、必要書類の提出をお願いする場合があります。
◇定員／70名

◇申込期限／１月29日（金）

◇申込先／教育委員会（申込書は教育委員会・すこやか・

◇申込期限／１月29日（金）

税務住民課・幼稚園一時預かり保育所で配布しています。）

◇申込先／教育委員会（申込書は教育委員会・すこやか・

※年度途中入所の場合は、家庭の状況等を考慮して、

税務住民課で配布しています。
）

入所の可否を決定します。

【学童保育所】
◇対象園児／保護者が就労等のため家庭で保育ができ

◇定員／94名

ない小学生

◇申込期限／１月29日（金）

◇保育時間／放課後～午後６時

◇提出場所／教育委員会（申込書は教育委員会・すこや

＊学校等の休業日は午前８時～午後６時

か・税務住民課・学童保育所で配布しています。
）

＊日曜日、祝日、８月13日～16日、年末年始は休所

※年度途中入所の場合は、家庭の状況等を考慮して、

◇保育料／月額9,000円（８月は14,000円）

入所の可否を決定します。
◇問合せ先／教育委員会 ℡55-2120

今月のお薦め
いとう の え

★明治・大正を駆け抜けた伊藤野枝の短くも鮮烈な生涯 ★亡き妻の知られざる過去を追い、男は旅に出る
みやもとてる

むらやま ゆ か

「風よあらしよ」村山由佳

「灯台からの響き」宮本輝
もり おうがい

もり るい

★鴎外の子であることの幸福と不幸。森鴎外の末子森類の生涯 ★「首里の馬」芥川賞受賞作家渾身の書き下ろし
あさい

たかやま は ね こ

「類」朝井まかて

「暗闇にレンズ」高山羽根子

やたがらす

★八咫烏シリーズ、衝撃の新章スタート！

★全員号泣！もう一度あなたと指したい！

あ べ ちさと

あやさきしゅん

「楽園の烏」阿部智里

「盤上に君はもういない」綾崎 隼

地域の方より寄贈本
しのはら よ し お

・
「宇宙の闇のソの渦の中」篠原義男

・
「見返の詩」第５号

その他新着図書
いけがみえいいち

プ レ イ ヒューマン

・
「海神の島」池上 永一

チェシル

いしはらねん

・
「pray human」崔 実
た けだあ やの

・
「愛されなくても別に」武田綾乃

・
「赤い砂を蹴る」石原燃
なかざわ ひ な こ

・
「働く女子に明日は来る！」中澤日菜子

むらかみたかひろ

いながきひでひろ

・
「アリ語で寝言を言いました」村上貴弘 ・
「生き物の死にざま」稲垣 栄 洋
※その他多数入荷しています。詳しくは町ホームページをご覧ください。
◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151
５

暮らしの情報館

５日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【江月：水仙散策】

（集合：すこやか正面玄関前）

９日（土） 9:20～ 味わいハイキング【早春の水仙ロードハイキング】
（集合：JR保田駅）
１０日（日）10:00～ 新春マラソン記録会

（鋸南中学校）

１４日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育てアドバイス】

（中央公民館）＊お母さんが好き・自分が好き

１９日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【下佐久間方面】

（集合：役場正面玄関前）

２１日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）＊昔のあそび・体験型読み聞かせ

２８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】

（中央公民館）＊リズムとお話の森「オレンジ」

２９日（金）13:00～ 三歳児健診

（すこやか）＊対象児H29.6.1～H29.9.30生まれ

※開催中

（菱川師宣記念館）＊１月24日（日）まで

「房総を描き続けて 溝口七生展」

※誌面で掲載した記事は、中止や内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。

※相談はすべて無料・事前予約制です。
相談名

期日

時間

場所

予約・問合せ先

登記相談

毎週火曜日・
木曜日

09:30～12:00
13:00～15:30

千葉地方法務局
館山支局（館山市北条）

千葉地方法務局館山支局
℡22-0620

税理士による無料相談

１２日（火）

10:00～15:00

法青会館
（館山市北条）

千葉県税理士会館山支部
℡23-4132

弁護士相談

１３日（水）

13:00～15:00

ボランティアセンター

社会福祉協議会
℡50-1174

行政相談

１５日（金）

13:00～15:00

ボランティアセンター

総務企画課総務管理室
℡55-4801

思春期相談

１８日（月）

14:00～16:00

安房保健所
（館山市北条）

安房保健所
℡22-4511

成年後見制度に関する
巡回相談

２０日（水）

13:30～16:30

保健福祉総合センター
すこやか

安房地域権利擁護推進センター
℡04-7093-5000

家庭教育相談オアシス

２７日（水）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

台風被災相談窓口の開設
１日（金）館山病院（館山市）

℡22-1122

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

２日（土）鴨川市立国保病院（鴨川市）

℡04-7097-1221

◇場所／役場 １階 復興支援室

３日（日）東条病院（鴨川市）

℡04-7092-1207

◇相談内容／住宅の応急修理に関すること等

℡22-1122

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525

１０日（日）館山病院（館山市）

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
１１日（月）富山国保病院（南房総市富山）

℡58-0301

耳鼻咽喉科白幡医院（館山市）

℡22-0381

１７日（日）鋸南病院

ＰＴＡ資源回収日は１月６日（水）です
収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

℡55-2125

ご理解・ご協力をお願いします。

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
２４日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

３１日（日）赤門整形外科内科（館山市）

℡22-0008

◇回収場所／各地区指定の回収場所
◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時
※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、
毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。

６

