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千葉県知事選挙 『すてないで あなたの一票 その手から』
千葉県知事の任期満了に伴い、千葉県知事選挙が行われます。向こう４年間の県政を託す、県民の代表者を選ぶ
大切な選挙です。棄権せず、必ず投票しましょう。
◇当日投票／３月21日（日） 午前７時～午後８時
投 票 所

投 票 地 区

第１投票所

町コミュニティセンター

町・内宿・仁浜

第２投票所

鋸南小学校

両向・本郷・田町・岩井袋

第３投票所

バーベキューハウス佐久間小学校 中佐久間・上佐久間・奥山・大崩
保健福祉総合センター

本郷浜・中道台・芝台・中原・本郷上・元名・大帷子下

「すこやか」

大帷子上・江月

第５投票所

中央公民館

吉浜・大六

第６投票所

鋸東コミュニティセンター

小保田・市井原・横根

第７投票所

竜島区民会館

竜島

第４投票所

※投票日当日、投票所に人が集中することを避けるた

◇投票所における新型コロナウイルス感染症対策／

め、期日前投票の積極的な利用をお願いします。

・使い捨ての鉛筆を用意しますが、持参も可能です。

※各家庭に入場券を郵送しますので投票日まで大切

・手指消毒液を投票所入口に設置します。

に保管し、投票の際に持参してください。紛失され

・マスクの着用、手指消毒、検温、帰宅後の手洗い・

た方は、受付時に申し出てください。

うがいの実施にご協力をお願いします。

◇期日前投票／３月５日（金）～３月20日（土）

・体調の悪い方、体温が37.5℃以上の方は申し出て

※土日を含む毎日 午前８時30分～午後８時

ください。

場所：役場 １階 食堂

◇問合せ先／選挙管理委員会（総務企画課内） ℡55-4801

千葉県感染拡大防止対策協力金

循環バスのダイヤ改正
４月12日から循環バスのダイヤを改正します。中面

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時

挟み込みの時刻表をご覧ください。

間を午前５時から午後８時まで（酒類の提供は午前11

また、時刻表は町ホームページからもご覧いただけ

時から午後７時まで）に短縮し、協力要請に応じた飲

ます。

食店に対し、店舗ごとに協力金が支給されます。

◇問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801

◇１月12日から２月７日までの短縮分／
申請期間：３月10日（水）まで
◇２月８日から３月７日までの短縮分／

緊急事態宣言が発出されています。感染拡大、医

申請期間：今後速やかに受付を開始予定

療崩壊を防ぐため、引き続き基本的な感染防止対策

◇問合せ先／千葉県感染拡大防止対策協力金コール

を徹底しましょう。

センター ℡0570-003894

１

笑って楽しく頭と身体を動かす会～３月予定～
介護予防教室は、健康維持のため感染症予防対策に努めながら実施します。掲載のない教室の実施予定は、各
教室のリーダーにお問合せください。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため次のことにご協力くださ
い。
（①検温 ②手洗い・手指消毒 ③マスクの着用 ④会場の換気）
団体名

開催日
１日、８日、22日

すこやか保田教室 ※１

15日（気功）※２

すこやか勝山教室

１日（ウォーキング）

ポールウォーキングしましょう会 18日

時 間

場 所

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」

13：30～

役場正面玄関前 ＊雨天中止

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止

◇持ち物／飲み物、汗拭きタオル ※１：室内用、室外用運動靴 ※２：ヨガマットまたはバスタオル
◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172

確定申告期間の延長
申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納
付期限を、全国一律で延長します。また、申告所得税・

自衛隊 採用試験
一般曹候補生・自衛官候補生
■一般曹候補生

個人事業者の消費税の振替日も延長します。

専門分野のプロフェッショナルを養成

※町申告会場の日程に変更はありません。

◇申込資格／採用予定月の１日現在で18歳以上33

◇申告・納付期限／
税

目

申告所得税

歳未満の者
当

初

◇受付期間／３月１日（月）～５月11日（火）

延長 後

◇試験日／

３月15日(月)

個人事業者の消費税 ３月31日(水)
贈与税

１次試験：５月21日（金）～30日（日）の指定する日

４月15日(木)

２次試験：６月18日（金）～７月４日（日）の指

３月15日(月)

定する日

◇振替日／
税

◇入隊時期／令和４年３月下旬～４月上旬
目

申告所得税

当

初

延長 後

■自衛官候補生

４月19日(月)

５月31日(月)

陸・海・空自衛官になる最も一般的なコース

個人事業者の消費税 ４月23日(金)

５月24日(月)

◇申込資格／採用予定月の１日現在で18歳以上33

◇問合せ先／館山税務署 ℡22-0101

歳未満の者

税務住民課税務収納室 ℡55-2113

◇受付期間／随時募集中です。詳しくは木更津地
域事務所ホームページをご確認ください。

青少年善行表彰の候補者募集

◇申込み・問合せ先／自衛隊千葉地方協力本部

青少年の健全な育成に寄与することを目的に、善い行

木更津地域事務所 ℡0438-23-5734

いをした青少年を表彰します。皆さまからの多くの推薦

イベントの中止

をお待ちしています。
◇対象年齢／６歳以上18歳以下（小学生から高校生まで）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、桜ま

◇対象期間／令和２年３月１日～令和３年２月28日

つり期間に予定されていた次のイベントを中止します。

◇推薦方法／教育委員会備え付けの推薦書に記入してい

・３月６日（土）保田川竹灯篭まつり

ただくか電話でご連絡ください。

・４月４日（日）桜まつりにぎわいイベント

◇推薦締切／３月19日（金）

◇問合せ先／花まつり実行委員会

◇推薦・問合せ先／青少年育成鋸南町民会議事務局
（教育委員会内）℡55-2120

（保田駅前観光案内所） ℡55-1683

２

高速道路 浮島入口の封鎖

復興支援室の廃止

川崎浮島JCTの冠水対策工事のため浮島入口が次のと

総務企画課復興支援室は、３月31日をもって廃止しま

おり終日封鎖されます。

す。４月１日以降、次の部署が被災者支援業務を引き継

◇期間／３月５日（金）午前０時～５月下旬

ぎます。

◇アクアライン方面代替入口／川崎線殿町入口（上り）

◇被災住宅修繕支援制度／建設水道課建設環境室 ℡55-2133

※工事期間中、殿町入口から東京湾アクアラインを利用

◇被災者生活再建支援制度／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

した場合、殿町入口から浮島までの料金は徴収しません。

災害義援金の申請期限

※殿町入口から首都高湾岸線（東京方面・横浜方面）を
利用した場合、料金調整の対象となりませんので近隣

令和元年台風第15号等の被災者に対する義援金の申

の首都高入口をご利用ください。

請期限は３月31日です。申請期限を過ぎると義援金の配

◇問合せ先／※いずれも24時間対応

分が受けられなくなりますので、申請がお済みでない方

首都高お客さまセンター ℡03-6667-5855

は、罹災証明書の記載内容を確認し、申請手続きをして

NEXCO東日本お客さまセンター ℡0570-024-024

ください。

℡03-5308-2424

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525

献血の実施

台風被災相談窓口の開設

献血は、不要不急の外出にはあたりません。皆さまの

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

ご協力をお願いします。

◇場所／役場 １階 復興支援室

◇日時／３月12日（金）午後１時30分～４時

◇相談内容／住宅の応急修理に関すること等

◇場所／保健福祉総合センター「すこやか」

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172

今月のお薦め

話題の新作本ぞくぞく入荷！

★第164回芥川賞・直木賞・直木賞候補作入荷
う さ み

さいじょう な か

●芥川賞「推し、燃ゆ」宇佐美りん

●直木賞「心淋し川」西 條 奈加

かとう

さかがみいずみ

・直木賞候補作「オルタネート」加藤シゲアキ

・直木賞候補作「インビジブル」坂上 泉

い よ は ら しん

ながうらきょう

・直木賞候補作「八月の銀の雪」伊予原新

・直木賞候補作「アンダードックス」長浦 京
あしざわゆう

・直木賞候補作「汚れた手をそこで拭かない」芦沢 央
★2021年本屋大賞候補作入荷！
あおやま み ち こ

い さ か こうたろう

・
「お探し物は図書室まで」青山美智子

・
「逆ソクラテス」伊坂幸太郎

やまもと ふ み お

・
「自転しながら公転する」山本文緒

※その他の候補作は全て入荷しています。

★朝ドラをもっと楽しく
はやま ゆ き

なにわ ち え こ

・
「大阪のお母さん」葉山由季

あおやままこと

・
「浪花千恵子」青山 誠

その他新着図書
か みまよ うこ

なかやま し ち り

・
「新宿特別区警察署Ｌの捜査官」吉川英梨 ・
「海をあげる」上間陽子

よしかわ え り

・
「境界線」中山七里

ふ じいき よみ

ひがしの け い ご

むらかみ は る き

・
「♯ある朝殺人犯になっていた」藤井清美 ・
「クスノキの番人」東野圭吾 ・
「一人称単数」村上春樹
お ん だ りく

・
「祝祭と予感」
、
「ドミノin上海」恩田陸

あ さ

いまむら な つ こ

ち は や あかね

・
「木になった亜沙」今村夏子 ・
「透明な夜の香り」千早 茜

あおやぎ あ お と

のざき

しげまつきよし

・「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」青柳碧人・
「タイタン」野崎まど
・
「ひこばえ 上下」重松 清
※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

３

暮らしの情報館

１１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）＊叱ると怒る、体罰の禁止

１２日（金） 9:00～ 鋸南中学校卒業式

（鋸南中学校）

１６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【鋸東方面】

（集合：鋸東コミュニティセンター）

１７日（水） 9:00～ 鋸南幼稚園卒園式

（鋸南幼稚園）

10:10～ 鋸南小学校卒業式

（鋸南小学校）

１８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】
２４日（水）

（中央公民館）＊手形をとろう、さくらに花を咲かせよう！

鋸南幼稚園・小学校・中学校修了式

２５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【おたのしみ箱】

（中央公民館）＊リズムとお話の森「オレンジ」

２６日（金）13:00～ １歳６か月児検診

（すこやか）＊対象児R1.5.1～R1.8.31生まれ

※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

思春期相談

０８日（月）

14:00～16:00

安房保健所
（館山市北条）

安房保健所
℡22-4511

弁護士相談

１０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

成年後見制度に関する
巡回相談

１７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

１７日（水）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
「行政相談」は休止しています。
※「税理士による無料相談」は、電話での相談を受け付けています。 千葉県税理士会館山支部 ℡23-4132

７日（日）花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
１４日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

２０日（土）赤門整形外科内科（館山市）

℡22-0008

２１日（日）鋸南病院

℡55-2125

２８日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

東条病院（鴨川市）

℡04-7092-1207

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、変更となる場合があります。

☆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。

ＰＴＡ資源回収日は３月３日（水）です
○国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険料
納期限（８期）

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

３月１日（月）

ご理解・ご協力をお願いします。

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

◇回収場所／各地区指定の回収場所

税務住民課税務収納室 ℡55-2113

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時

保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。
なお、アルミ缶以外のものは回収できません。

４

