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新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められており、多くの人が接種を受けることで重症者や死亡者を
減らし、医療機関の負担を軽くすることが期待されます。安房４市町では、安房医師会などの協力を得ながら、広
域的に連携し、新型コロナワクチンの接種体制を構築しています。
新型コロナワクチン接種について、希望するすべての方が接種できるよう準備を進めています。詳しくは、決ま
り次第、町報などでお知らせします。

■接種スケジュール
４月
医療従事者

高齢者施設入所者

５月

６月

７月

８月

接種
接種券郵送
（４月下旬）

65歳以上の高齢者
（昭和32年４月1日以前生まれ）

接種
（５月下旬～）
予約期間

接種券郵送
（５月中旬）

接種
（６月下旬～）
接種

高齢者施設従事者
基礎疾患のある64歳以下の方

※国から配分されるワクチンの量によって、
今後の予定が決まります。
日程が決まり次第、お知らせします。

上記以外の方

■接種場所・接種方法

■接種の順番

安房４市町に住所がある方は、安房４市町内のコロ

ワクチン接種は、ワクチン供給量に応じて順次進め

ナワクチン接種実施医療機関であれば、住所地に関係

ていきますが、接種開始当初はワクチン供給量が少な

なくワクチン接種を受けることができますが、当面の

いことが想定されるため、これまでの安房地域の感染

間集団接種を実施します。その後、医療機関での個別

状況などを考慮して、最初に65歳以上の高齢者施設入

接種を併用して接種を進めていく予定です。

所者及び従事者から接種を始めます。

◇集団接種／亀田クリニック・安房地域医療センター

■相談窓口

◇個別接種／接種可能な医療機関については、現在調
整中です。

保健福祉課予約案内係 ℡55-1002
（平日午前８時30分～午後５時15分）

１

千葉県感染拡大防止対策協力金

結婚新生活支援補助金
結婚新生活を支援するため、住宅の取得や賃貸、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業

引越しの費用に対して最大30万円を補助します。

時間を午前５時から午後９時まで（酒類の提供は午

◇対象世帯／次の要件をすべて満たす世帯

前11時から午後８時まで）に短縮し、協力要請に応じ

・令和３年１月１日から令和４年３月31日の間に

た飲食店に対し、店舗ごとに協力金が支給されます。

婚姻届が受理されていること

◇対象期間／３月22日（月）～３月31日（水）

・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること

◇申請期間／５月31日（月）まで

・夫婦の令和２年分の所得が合計400万円未満で

◇問合せ先／千葉県感染拡大防止対策協力金コー

あること

ルセンター ℡0570-003894

・世帯員全員が町税などを滞納していないこと

有害獣被害防止対策事業補助金

・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
（他市町村での交付を含む）

イノシシやシカなどの有害獣から農作物を守るた

◇対象経費／令和３年１月１日から令和４年３月31

めに設置する侵入防止柵の設置に対して補助します。

日までの転入・転居に係る次の費用

先着順で受け付けますので、お早めにお申し込みく

・婚姻に伴う住宅の取得費用または賃借費用（賃

ださい。

料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など）

◇対象者／町内に住所及び農地を有している方

・引越し費用（引越し業者または運送業者への支

◇補助金額／設定基準額に設置延長を乗じた額また

払い料金が対象）

は補助対象経費のいずれか低い額の２分の１

◇申込締切／令和４年３月31日（木）まで

◇その他／・設置延長100ｍ以上、耐用年数７年以上

◇申込み・問合せ先／税務住民課住民保険室

で常設であること

℡55-2112

・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
◇申込み・問合せ先／有害鳥獣対策協議会事務局

経営所得安定対策等交付金

（地域振興課内） ℡55-4805

国では、食料自給率の向上と農業の多面的機能を

自動車税の納期限

維持するため、経営所得安定対策等交付金を交付し
ています。交付を希望する方は、申請してください。

自動車税（種別割）の納期限は５月31日（月）です。

◇対象者／水田で販売目的で生産する販売農家（水

県税は、今年度からPayPayによる納付が可能とな

稲生産実施計画書を提出された方）

り、自宅からスマ－トフォンで納付することができます。

◇対象作物／麦、大豆、飼料作物、飼料用米、そば、

また、クレジットカード納付や、Pay-easy(ペイジ

なたね、野菜、花卉、雑穀類など

ー)納付、コンビニエンスストア、金融機関などでの

◇対象外作物／主食用米（主食用米を生産した農地

納付も引き続き利用できます。詳しくは、納税通知書
に同封のしおりをご覧ください。

で対象作物を生産した場合も対象外となります。
）

◇問合せ先／館山県税事務所 ℡22-7117

◇提出書類／交付申請書、振込口座届出書、通帳表

役場窓口で県税を納付できます

紙及び裏のコピー

自動車税などの県税は、役場窓口で納付すること

※様式は地域振興課窓口に備え付けのほか、農林

ができます。納めていただいた納付額の２％が町に

水産省ホームページからもダウンロードできます。
◇申込期間／５月31日（月）まで

交付されますので、ぜひ役場窓口をご利用ください。

◇申込み・問合せ先／地域振興課農林水産振興室

【取扱窓口】役場１階会計管理室または保健福祉総
合センター「すこやか」町民サービスコーナー

℡55-4805

２

マイナンバーカードを申請した方で交付通知書が

被災住宅修繕支援制度の相談窓口
（５月）

届いた方を対象に、休日交付窓口を開設しますので、

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

マイナンバーカードの休日交付

※火・金曜日は事前予約が必要です。

平日に来庁が難しい方はぜひご利用ください。

日

月

火

水

木

金

をお願いします。
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２
×
９
×
16
×
23
×
30
×

３
×
10
○
17
○
24
○
31
○

４
×
11
予約
18
予約
25
予約

５
×
12
×
19
×
26
×

６
○
13
○
20
○
27
○

７
予約
14
予約
21
予約
28
予約

土
１
×
８
×
15
×
22
×
29
×

／

／

／

／

／

希望される方は、前日午後５時15分までに必ず予約

◇場所／役場 １階 税務住民課窓口
◇必要書類／・裏面を記入した交付通知書
・通知カード（お持ちの方のみ）
・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
（有効期限切れの場合のみ）
・本人確認書類（顔写真付きのもの）

◇場所／役場 ３階 建設水道課建設環境室

※受け取る際は、必ず申請者本人が来庁してください。

◇相談内容／住宅の応急修理に関することなど

◇予約・問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133

国民年金保険料

５３０運動

今年度の国民年金保険料は、月額16,610円です。日

「ゴミをつくらない、出さない、散乱させない」を

本年金機構から送付される納付書がお手元に届いた

テーマに町民全員による５３０運動を次のとおり実

方は、納付期限までに納付をお願いします。

施しますので、皆さまのご協力をお願いします。

また、保険料の納付には、口座振替をおすすめして

◇日時／５月22日（土） 午前８時～

います。口座振替には様々な納付制度があり、現金納

※雨天の場合は、５月23日（日）に延期し、延期後

付よりも割引が大きくなります。

も雨天の場合は中止します。

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

◇分別項目／可燃物・缶類・ビン類・ペットボトル・

日本年金機構木更津年金事務所 ℡0438-23-7616

ビニール・プラスチック類・不燃物
◇注意事項／・粗大ごみや家電製品は出さないでくだ

ゴールデンウィークのごみ収集

さい。

ゴールデンウィークのごみの収集は、
「ごみ収集カ

・清掃場所や用具は、各区長さんなど責任者の指示

レンダー」のとおり行います。

に従ってください。密集を避けるため、基本的に

※４月29日（木）はごみの持ち込みを受け付けます。

は自宅周辺のゴミを集めてください。

※５月１日（土）から５月５日（水）はお休みです。
収集地区
収集日

保田地区

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、
中止となる場合があります。

勝山・佐久間地区

◇問合せ先／ごみゼロ運動推進協議会（建設水道課内）

４月26日（月） 紙・布類

びん・缶・ペットボトル

４月27日（火） 可燃ごみ

可燃ごみ

４月30日（金） 可燃ごみ

可燃ごみ

５月７日（金） 可燃ごみ

可燃ごみ

℡55-2133

◇問合せ先／鋸南地区環境衛生組合
大谷クリーンセンター ℡57-2646

３

花まつり写真コンクール・水仙の部

経済センサス活動調査

花まつり写真コンクール・水仙の部では、町内外

経済センサス活動調査は、国内のすべての産業分

から132点の応募があり、最優秀賞に堀江治一郎さ

野における事業所・企業の経済活動の状況を明らか

んの「雪の朝」が選出されました。この他優秀賞２

にするため、統計法に基づいて実施される重要な統

点、入賞３点、特別賞16点が入賞しました。

計調査です。

入賞作品は、５月25日から６月20日まで道の駅き

５月中旬から調査員が調査対象事業所を訪問しま

ょなん観光案内所のギャラリーで展示しますので、

すので、調査へのご理解とご協力をお願いします。

ぜひお越しください。

◇調査基準日／６月１日（火）

◇問合せ先／花まつり実行委員会

◇調査対象／全国すべての事業所及び企業

（保田駅前観光案内所） ℡55-1683

◇調査内容／開設時期、従業者数、事業内容、売上
金額など

「市部瀬の惨劇」を偲ぶ献花式

◇回答方法／①調査員による調査：インターネット
または調査員への提出

昭和20年５月８日昼頃に安房勝山駅を発車した下
り列車が、下佐久間で米軍戦闘機により銃撃され、

②国による調査：インターネットまたは郵送

多数の死傷者が出ました。
「明日の鋸南町を考える会」

※感染症対策のため、インターネットでの回答に
ご協力ください。

では、毎年銃撃の同日同時刻に銃撃を受けた現場で
献花・黙祷し、犠牲者の慰霊と恒久平和を願う集い

◇回答期間／６月８日（火）まで

を行っています。

◇調査結果の公表／令和４年度中に順次公表予定で
す。詳しくは、経済センサス活動調査キャンペー

平和な時代を願って、今年も碑の前で献花を行い

ンサイトをご覧ください。

ます。皆さまのご参列をお待ちしています。

◇問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801

◇日時／５月８日（土） 午前11時30分～正午
◇場所／恒久平和祈念の碑前（市部瀬）

訪問助け合い活動「ちょこボラ」

◇問合せ先／明日の鋸南町を考える会（山野井）℡55-2227

掃除や買い物など日常生活の支援が必要な方を対

ベルマーク運動

象に、地域の皆さんがサポーターとなって手助けす

社会福祉協議会では、収集ボランティア活動の１

る「ちょこボラ」を行っています。支援を希望する

つとしてベルマークを集めています。ベルマークが

方は、ご相談ください。

集まると、学校の備品や遊具などに交換できます。

◇利用できる方／介護保険法に基づく要支援１、２

鋸南小学校では、集まったベルマークを使用して

の認定者の方または地域包括支援センターが実施

ホッピング（遊具）12台とホッピング整理台を購入

する「基本チェックリスト」の所定の項目に該当

しました。

した方
◇支援内容／洗濯・掃除・調理・買い物・ゴミ出しなど

ベルマークは、社会福祉協議会へお持ちいただく

◇利用料金／１回あたり200円

か、小学校や中央公民館、道の駅保田小学校に置い

※ゴミ出しの場合は１回あたり100円です。

てある収集ボックスに入れてください。皆さまのご

◇利用可能日時／平日午前８時 30 分～午後４時

協力をお願いします。

※土日祝日・年末年始は除きます。

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174

◇利用方法／担当のケアマネジャーまたは地域包
括支援センターにご相談ください。
◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174

４

笑って楽しく頭と身体を動かす会～５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）
団体名
田町福寿会（すこやか勝山）
小保田すいせんの会
浜げんき会
芝台生き生き会
中原あやめ会
鋸東睦会
本郷長寿会
ききょうの会
中佐久間元気クラブ
富士見クラブ
ミモザの会
町３区の会
エーフラ百寿会
すこやか保田教室
竜島さくら会
健幸ウォーキング

開催日
17日
19日
13日、27日
12日、26日
21日
21日
21日
14日
14日
26日
20日
19日
11日
25日
10日、24日
17日
13日
18日

内 容
時 間
10：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
体操・脳トレ
10：00～
10：00～
13：30～
９：30～
10：00～
11：00～ 体操・作業
13：30～ 体操・脳トレ・ポールウォーキング
ポールウォーキング ※２
13：30～
体操・脳トレ
13：30～ 体操・脳トレ・ポールウォーキング
13：30～ 気功 ※１
13：30～
ポールウォーキング ※２
13：30～

場 所
田町コミュニティセンター
小保田コミュニティセンター
本郷浜区コミュニティセンター
芝台青年館
中原コミュニティセンター
鋸東コミュニティセンター
本郷区コミュニティセンター
本郷上公民館
中佐久間公民館
大帷子下コミュニティセンター
大崩公民館
仁浜区コミュニティセンター
岩井袋コミュニティセンター
保健福祉総合センター「すこやか」
竜島区民館前
保健福祉総合センター「すこやか」玄関前

※１ ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。
※２ 雨天の場合中止します。

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172

今月のお薦め
しず

★地元作家かわな静の最新作・他／「おばあちゃんと六人の孫」
、
「惣百姓訴訟」
なかむらてつ

★中村 哲医師の功績を伝えるために現地で刊行された絵本の日本版！／
「カカ・ムラド ナカムラのおじさん」原作：ガフワラ 訳・文：さだまさし
やぐちたかお

やぐちたかお

ふじさわ し ほ こ

★追悼 矢口高雄／「釣りキチ三平の夢 矢口高雄外伝」藤沢志穂子
おかむら な お き

★寅さんと一緒に「日本」を探しに行こう！／「寅さんの『日本』を歩く」岡村直樹

その他新着図書
お くだひ でお

おおさわありまさ

むらもと た い し

・
「コロナと潜水服」奥田英朗

・
「冬の狩人」大沢在 昌

・
「透明な耳」村本大志

なかじま の ぶ こ

・
「太郎の窓」中島信子
おもかげ

ふじの ち や

・
「じい散歩」藤野千夜

う さ み

・
「羊は安らかに草を食み」宇佐美まこと

お ざ き せ か い かん

こ ん の びん

お ん だ りく

・
「母影」尾崎世界観

・
「天を測る」今野敏

・
「祝祭と予感」恩田陸

お の で ら ふみのぶ

い ぬいあ きと

・
「まち」小野寺史宜

・
「さのよいよい」戌井昭人

や ぎ え み

・
「空芯手帳」八木詠美

※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。
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１位「店長がバカすぎて」

２位「レスキューナースが教えるプラチナ防災」

３位「少年と犬」
、
「ライオンのおやつ」
、
「ノースライト」
、
「流浪の月」

７位「わたしの美しい庭」

８位「線は、僕を描く」
、
「私のテーブルマナー本当にだいじょうぶ？」
、
「朝が来る」
◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151

５

暮らしの情報館

６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【えいごであそぼ！・子ども服交換会】（中央公民館）＊赤ちゃんから学べる英会話・洋服交換会
８日（土）10:00～ 味わいハイキング【房総の名山鋸山】

（集合：JR浜金谷駅）

１１日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【岩井海岸方面】

（集合：海洋センター正面玄関前）

１２日（水）10:00～ 保育所開放

（鋸南保育所）

１３日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育てぱっくんアドバイス】 （中央公民館）＊身近な危険と応急処置
１５日（土）

鋸南小学校運動会

（鋸南小学校）

２０日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）＊手形をとろう

２５日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【元名海岸方面】

（集合：すこやか正面玄関前）

２７日（木）10:00～ 子育て広場イベント【おたのしみ箱】

（中央公民館）＊楽器リズム運動と手遊び

２８日（金）13:00～ 三歳児健診

（すこやか）＊対象児H29.10.1～H30.1.31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

弁護士相談

１２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

１４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

成年後見制度に関する
巡回相談

１９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

家庭教育相談オアシス

２１日（金）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

思春期相談

２４日（月）

14:00～16:00

鴨川地域保健センター
（鴨川市横渚）

鴨川地域保健センター
℡04-7092-4511

※「税理士による無料相談」は、電話で相談を受け付けています。 千葉県税理士会館山支部 ℡23-4132

２日（日）東条病院（鴨川市）

℡04-7092-1207

３日（月）富山国保病院（南房総市富山）

℡58-0301

○軽自動車税

石川外科内科クリニック（鴨川市）℡04-7092-5210
４日（火）鋸南病院

℡55-2125

５日（水）勝山クリニック

℡55-2138

鴨川市立国保病院（鴨川市）
９日（日）館山病院（館山市）
１６日（日）鋸南病院

納期限（全期）

５月31日（月）

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113

℡04-7097-1221

ＰＴＡ資源回収日は５月５日（水）です

℡22-1122
℡55-2125

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

平野眼科（館山市）

℡27-3636

ご理解・ご協力をお願いします。

２３日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

◇回収場所／各地区指定の回収場所

３０日（日）赤門整形外科内科（館山市）

℡22-0008

◇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
※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

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。
※雨天時は中止します。

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。

６

