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新型コロナウイルス感染症関連 

新型コロナワクチンの接種 

町では、新型コロナワクチンの接種に向けて、平日

にかかりつけ医などで受ける個別接種と日曜日に実

施する集団接種の準備を進めています。 

どちらの接種も接種券到着後、予約が必要となりま

す。接種券は、65歳以上の高齢者の方へ４月中に送付

する予定です。（令和３年度中に65歳に達する、昭和32

年４月１日以前に生まれた方） 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

千葉県感染拡大防止対策協力金 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時

間を午前５時から午後８時まで（酒類の提供は午前11

時から午後７時まで）に短縮し、協力要請に応じた飲

食店に対し、店舗ごとに協力金が支給されます。 

◇２月８日から３月７日までの短縮分／ 

申請期間：４月15日（木）まで 

◇３月８日から３月21日までの短縮分／ 

 申請期間：今後速やかに受付を開始予定 

◇問合せ先／千葉県感染拡大防止対策協力金コール

センター ℡0570-003894 

 

スマホアプリで税金・保険料の納付 

令和３年度からスマートフォンでアプリ（PayPay・

LINE Pay）を使用し、納付書のバーコードを読み込む

ことで、税金と保険料の納付ができるようになります。 

◇取扱対象項目／ 

税：町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車 

税（種別割） 

保険料：国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・ 

介護保険料 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

中小法人・個人事業者への一時支援金 

令和３年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲

食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により

影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者に

一時支援金が支給されます。 

◇要件／次の①または②により、令和３年１月から３

月のいずれかの月の売上が50％以上減少している

こと（対前年比または対前々年比） 

①緊急事態宣言の対象地域の飲食店と直接または

間接的に取引があること 

 ②緊急事態宣言の対象地域における不要不急の外出

及び移動の自粛による直接的な影響を受けてい

ること 

◇支給額／中小法人など：上限60万円 

 個人事業者など：上限30万円 

◇申請期間／５月31日（月）まで 

◇申請・問合せ先／一時支援金事務局 

（申請者専用） ℡0120-211-240 

（問合せ専用） ℡03-6629-0479 
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おしらせ 

鋸南病院で発生した新型コロナウイルス感染症は、

院内での最後の感染から２週間以上経過したため、２

月８日から外来、２月12日から入院患者の受け入れを

再開しています。 

なお、入院患者様の面会は、引き続きご遠慮いただ

いています。 

今回の集団感染につきましては、町民の皆さまには

多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深く

お詫び申し上げます。 

鋸南町国民健康保険鋸南病院 院長 金親 正敏 

病院設置者 鋸南町長 白石 治和 

 



犬の登録及び狂犬病予防注射 

生後３か月以上の犬は、飼い犬の登録と年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。問診票と料金を持

参のうえ、最寄りの会場で受けてください。なお、予防注射には問診票が必要ですので、問合せ先までご連絡くだ

さい。（登録済の犬の飼い主の方には、後日郵送します。） 

◇日時・場所／４月９日（金） 

時 間 場 所 

９：30～９：40 大六コミュニティセンター前 

９：50～10：00 吉浜駐在所前 

10：10～10：30 中道台観音寺境内 

10：40～10：50 元名青年館前 

11：00～11：10 本郷上公民館前 

11：20～11：30 鋸東コミュニティセンター前 

11：40～11：50 大崩公民館前 

12：00～12：10 奥山バス停前 

13：20～13：30 勝山神社前遊園地 

13：40～13：50 竜島神明神社境内 

14：00～14：10 岩井袋第一コミュニティセンター前 

14：25～14：35 本郷コミュニティセンター前 

14：50～15：00 中佐久間公民館前 

15：10～15：20 旧ＪＡ安房佐久間支店前 

15：30～15：40 上佐久間中組コミュニティセンター前 

 

被災住宅修繕支援制度の相談窓口

（４月） 

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時 

 ※火・金曜日は事前予約が必要です。 

日 月 火 水 木 金 土 

／ ／ ／ ／ 
１ 
  

２ 
予約 

３ 
× 

４ 
× 

５ 
  

６ 
予約 

７ 
× 

８ 
  

９ 
予約 

10 
× 

11 
× 

12 
  

13 
予約 

14 
× 

15 
  

16 
予約 

17 
× 

18 
× 

19 
  

20 
予約 

21 
× 

22 
  

23 
予約 

24 
× 

25 
× 

26 
  

27 
予約 

28 
× 

29 
× 

30 
予約 

／ 

◇場所／役場 ３階 建設水道課建設環境室 

◇相談内容／住宅の応急修理に関することなど 

※３月中は、総務企画課復興支援室（℡28-5525）が

対応します。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

◇料金／おつりのないようにお願いします。 

①予防注射        3,500円 

   注射手数料      2,950円 

   注射済票交付手数料   550円 

②登録手数料       3,000円 

◇注意事項／ 

・犬をしっかり押さえられる方がお連れください。 

・雨天の場合は延期することがあります。また、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によ

り、中止や延期となる可能性があります。 

・実施日に来られない場合は、お近くの動物病院

で受けてください。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

ゴミのポイ捨て禁止 

町では、環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ

捨て禁止の啓発や不法投棄監視員によるパトロールを

行うなど、ゴミのポイ捨て防止に努めています。 

しかし、人目のつきにくい場所や道路沿いでは、コ

ンビニの袋・空き缶・ペットボトルなどのゴミのポイ

捨てが多く見受けられます。清潔で美しい町を維持し

ていくためにも、ゴミのポイ捨ては絶対にしないよう

に心がけましょう。皆さまのご協力をお願いします。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

マイナポイントの取得手続期限延長 

３月末までにマイナンバーカードの交付申請をし

た方を対象に、マイナポイントの予約・申し込み手続

期限が９月末までに延長されました。 

 また、役場１階税務住民課窓口に設置しているマ

イナポイントの予約・申し込み手続ができる専用端

末の設置も、９月末まで延長します。 

◇利用に必要なもの／・マイナンバーカード 

・マイナンバーカードに設定した４桁の暗証番号 

・ポイント付与の対象となる決済サービスの「決済

サービスID」「セキュリティコード」がわかるもの 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

２ 



標準農作業賃金・機械作業料金 

町農業委員会では、令和３年度の標準農作業賃金・機械作業料金などの標準額を次のとおり定めました。 

種別 賃金・料金 

水田作業 
7,600円／１日 

950円／１時間 

畑作業 

果樹収穫作業 

7,440円／１日 

930円／１時間 

耕耘機 

「未」 
耕起  9,600円／10ａ 

代かき 9,400円／10ａ 

「ほ」 
耕起  6,600円／10ａ 

代かき 6,400円／10ａ 

トラクター 

耕起  6,200円／10ａ 

代かき 6,500円／10ａ 

（田植可能まで） 

畔塗り 63円／１ｍ 

植付（田植機） 乗用 7,300円／10ａ 

育苗 850円／１箱（配送料別途） 

コンバイン 17,600円／10ａ 

 

新しいチーパスの配付 

子育て家庭の皆さまが使用していたチーパスは、３

月末で使用期限を迎えるため、新しいチーパスを配付

しました。配付されていない場合、問合せ先までご連

絡ください。 

また、４月１日から子育て家庭への支援を次のとお

り強化します。 

①対象年齢を18歳未満までに引き上げ（使用期限は18

歳になって初めて迎える３月31日までです。） 

②電子版チーパスの配信を開始（専用ウェブサイト・

アプリ「チーパス・スマイル」での利用登録が必要

です。） 

※現行の専用ホームページ「チーパスねっと」は、３

月末で終了します。 

※現行のスマートフォンアプリ「ちば My Style Diary」

は、３月末で配信を終了します。 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

 

 

 

◇注意事項／ 

・１日あたり実労働時間は８時間とし、食事代は含み

ません。 

・機械使用の農作業は、オペレーター１人付きの料金

です。 

・令和３年度の千葉県最低賃金は１時間あたり925円です。 

・「未」は、ほ場未整備田、「ほ」は、ほ場整備済田を

示します。 

・左記はあくまで目安のため、農地の状況によりお互

いに話し合い、納得の上で農作業受委託を行ってく

ださい。 

◇問合せ先／農業委員会（地域振興課内） ℡55-4805 

 

 

国民健康保険の加入・脱退の届け出 

国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加

入するときや脱退するときに届け出が必要です。 

異動の多いこの時期、届け出が必要な方は忘れずに

手続をしてください。 

こんなとき 

必要なもの 

（下記以外に印鑑とマイ

ナンバーの分かる書類） 

加

入 

退職して職場の健康

保険をやめた 

職場の健康保険をやめた

日付の記載された証明書 

職場の健康保険の扶

養から外れた 

扶養から外れた日付の記

載された証明書 

脱

退 

就職して職場の健康

保険に加入した 
国保と職場の健康保険証 

◇加入の手続が遅れた場合／資格取得日までさかの

ぼって国民健康保険料を納付しなければなりません。 

◇脱退の手続が遅れた場合／ 

・国民健康保険料と加入先の保険料を二重納付する

ことになります。 

・国保の保険証で医療機関を受診した場合、医療費

の返還が必要となります。 

◇受付・問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

３ 



 

 

いきいき学級（高齢者学級）生募集 

いきいき学級は、共に楽しく学び、相互の親睦を

深め、「明るく健康で、心豊かな、生きがいのある生

活」の達成を目的としています。年齢・男女問わず募

集していますので、お気軽にご応募ください。 

◇回数／年間12回程度（４月～３月） 

◇時間／午前10時～11時30分 

 ※学習内容により変更することがあります。 

◇場所／中央公民館（移動学習の場合は現地） 

◇内容／町のこと・食と健康・歴史や文化・軽スポ

ーツ・歌・体験学習・移動教室など 

◇送迎バス／バスによる送迎を行います。応募の際

に、遠慮なくお問合せください。 

◇参加条件／お一人で参加できる方・団体行動が可

能な方 

◇応募方法／氏名・住所・電話番号・生年月日・バス

乗車場所を問合せ先までご連絡ください。 

◇応募締切／４月９日（金）まで 

◇応募・問合せ先／教育委員会 ℡55-2120 

 

令和２年度鋸南町鳥獣被害対策 

優良活動表彰の表彰候補者募集 

町では、鳥獣被害対策の推進を図るため、地域へ

の貢献が顕著であると認められる個人及び団体を表

彰する「鳥獣被害対策優良活動表彰」の候補者を募

集します。 

◇応募方法／実施要領を確認し、応募用紙に必要事

項を記入して地域振興課へ提出してください。 

※実施要領及び応募用紙は、地域振興課窓口に備

え付けのほか、町ホームページからもダウンロ

ードできます。 

◇対象期間／令和２年４月１日～令和３年３月31日 

◇応募期間／３月22日（月）～４月16日（金）まで 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

 

 

 

 

子育て広場イベント参加者募集 

子育て広場イベントは、毎週木曜日の午前中に開

催しています。新年度も楽しいイベントを用意して

いますので、ぜひご参加ください。 

◇対象者／妊婦の方または小学校入学前までのお子

さんとその家族 

◇イベント内容／ 

・第１木曜日：午前10時～11時 

「えいごであそぼ！」赤ちゃんから学べる英会話 

・第２木曜日：午前10時～12時 

「子育てアドバイス・ぱっくんアドバイス」 

町の保健師・管理栄養士による指導 

・第３木曜日：午前10時～12時 

「なかよし広場」工作など 

・第４、５木曜日：午前10時～12時 

「お楽しみ箱」楽器リズム運動や手遊び 

・その他、妊婦教室や保護者のための息抜き、子

ども服交換会などを予定しています。 

 ※子ども服交換会は５月６日（木）の「えいごであ

そぼ！」と同時開催します。 

◇問合せ先／教育委員会 ℡55-2120 

 

海洋センター 水泳指導員募集 

海洋センターでは、子どもたちと水泳の楽しさを

分かち合う水泳指導員を募集しています。研修会な

どを開催予定ですので、指導経験の無い方もお気軽

にご応募ください。詳しくは、お問合せください。 

◇回数／週１回１～２時間程度 

◇応募・問合せ先／海洋センター ℡55-4411 

 

千葉県警察職員採用試験 

◇募集区分／警察官 

◇募集期間／４月９日（金）まで 

◇１次試験／５月９日（日） 

◇申込方法／県警ホームページから申込書類がダウ

ンロードできます。また、インターネットからの

申込みも可能です。詳しくは、お問合せください。 

４ 

募集 

 

◇問合せ先／館山警察署 ℡23-0110 

 

※イベントなどには、感染症予防対策をとった上でご参加ください。 



５ 

笑って楽しく頭と身体を動かす会～４月予定～ 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお薦め  

★春休みに読書を！／・サバイバルシリーズ40巻入荷！「ずっとだいすきシャンシャン」朝日新聞社 

・「悲しみのゴリラ」ジャッキー・アズーア・クレイマー 

★甦れ！不死鳥の城。世界の宝／別冊太陽「首里城」 

★ジャルジャル鬼才デビュー作／「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」福徳
ふくとく

秀 介
しゅうすけ

 

★日本の文豪を知る／・「文豪の死に様」門賀
もんが

美
み

央子
お こ

 ・「谷崎
たにざき

潤一郎
じゅんいちろう

を知っていますか」阿刀田
あ と う だ

高
たかし

 

★週末田舎暮らしの新スタイル／「畑のおうち」岡崎
おかざき

英生
ひでお

（町民の方からの寄贈本） 

その他新着図書 

・「十の輪をくぐる」辻堂
つじどう

ゆめ     ・「雪のなまえ」村山
むらやま

由佳
ゆ か

     ・「青春とは、」姫野
ひめの

カオルコ 

・「エリーゼさんをさがして」梨屋
なしや

アリエ・「教室に並んだ背表紙」相沢
あいざわ

沙呼
さ こ

 ・「サード・キッチン」白尾
しらお

悠
はるか

  

・「デス・ゾーン」河野
こうの

哲
さとし

       ・「サンクチュアリ」岩城
いわき

けい   ・「運命の絵」中野
なかの

京子
きょうこ

  

・「教員という仕事」朝比奈
あ さ ひ な

なを     ・「とわの庭」小川
おがわ

糸
いと

 

・「今日の人生２ 世界がどんなに変わっても」益田
ますだ

ミリ  ・「月の科学と人間の歴史」Ｄ・ホワイト  

・「陛下。お味はいかがでしょう。」工藤
くどう

極
きわむ

        ・「それをＡＩ
あ い

と呼ぶのは無理がある」支倉
はせくら

凍砂
いすな

 

※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 

団体名 開催日 時 間 場 所 

田町福寿会 
５日 13：30～ 

田町コミュニティセンター 
19日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ７日、21日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

町３区の会 ７日、21日 13：30～ 仁浜区コミュニティセンター 

浜げんき会 ８日、22日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 14日、28日 13：30～ 芝台青年館 

エーフラ百寿会 13日（ウォーキング） 13：30～ 岩井袋コミュニティセンター前 ＊雨天中止 

中原あやめ会 16日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 16日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

本郷長寿会 23日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

竜島さくら会 ８日（ウォーキング） 13：30～ 竜島区民館前 ＊雨天中止 

ききょうの会 ９日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 ６日 10：00～ 奥山公民館 

田子の会 15日 11：00～ 両向青年館 

中佐久間元気クラブ ９日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 28日 10：00～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 15日 11：00～ 大崩公民館 

すこやか保田教室 
５日、12日、26日（ウォーキング） 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止 

19日（気功）※ 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

すこやか勝山教室 
５日（ウォーキング） 13：30～ 役場正面玄関前 ＊雨天中止 

19日（コグニサイズ） 10：00～ 田町コミュニティセンター 

ポールウォーキングしましょう会 15日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止 

※ 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 



１日（木）10:00～ 子育て広場イベント【えいごであそぼ！】   （中央公民館） 

３日（土）10:00～ 味わいハイキング【佐久間ダム周辺】     （集合：旧佐久間小学校） 

６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【佐久間ダム方面】  （集合：佐久間ダム駐車場） 

７日（水）10:00～ 鋸南中学校入学式              （鋸南中学校） 

８日（木） 9:00～ 鋸南幼稚園入園式              （鋸南幼稚園） 

      10:00～ 鋸南小学校入学式              （鋸南小学校） 

１５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】     （中央公民館）＊こいのぼりを作ろう 

２０日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【下佐久間方面】   （役場正面玄関前） 

２３日（金）13:00～ 乳児後期健診                （すこやか） ＊対象児R2.6.1～R2.9.30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。 

６ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記手続案内 
毎週火曜日・ 

木曜日 

09:00～12:00 

13:00～16:00 

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 

心配ごと相談 １５日（木） 13:30～16:00 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 
２１日（水） 13:30～16:20 

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 

※「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 

※「家庭教育相談オアシス」、「思春期相談」の日程は、お問合せください。  

「家庭教育相談オアシス」／教育委員会 ℡55-2120   「思春期相談」／安房保健所 ℡22-4511 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

４日（日）花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303   東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１１日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122    

１８日（日）鋸南病院            ℡55-2125   花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２５日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２９日（木）館山病院（館山市）       ℡22-1122   耳鼻咽喉科白幡医院（館山市）  ℡22-0381 

※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４月７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。

ご理解・ご協力をお願いします。 

◇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。な

お、アルミ缶以外のものは回収できません。 

○固定資産税 

 納期限（全期・１期）     ４月30日（金） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 


