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新型コロナウイルス感染症情報 

新型コロナワクチン接種 

 ６月１日から、65歳以上の方の新型コロナワクチン接種が始まっています。接種を受ける際の注意事項を確認

してください。

■接種時の注意点 

◇検温／接種前に自宅で検温し、明らかな発熱または

体調が悪い場合は、予約した医療機関や保健福祉課

予約案内係へご連絡ください。 

◇持ち物／次のものを必ずお持ちください。忘れた場

合、接種できませんのでご注意ください。 

①接種券（接種２回分の「接種券」や「予防接種済

証」が１枚になっています。毎回切り離さずにお

持ちください。） 

②予診票 

③お薬手帳 

④本人確認書類（運転免許証・健康保険証など） 

◇服装／肩の出しやすい服装 

◇経過観察／接種後、接種を受けた医療機関で15分以

上安静にし、体調を確認します。 

 

■接種後の注意点 

・注射した部分は清潔に保つよう心がけてください。

入浴は問題ありませんが、注射した部分をこすらな

いようご注意ください。 

・激しい運動や過度の飲酒などは控えてください。 

・接種後の副反応に関する相談は、千葉県コロナワク

チン副反応等専門相談窓口（℡03-6412-9326）へご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

■接種に注意が必要な方 

次に当てはまる方は、注意が必要です。該当する場

合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。 

①抗凝固療法を受けている方 

②血小板減少症または凝固障害がある方 

③過去に免疫不全の診断を受けたことがある方 

④近親者に先天性免疫不全症の方がいる方 

⑤心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎

疾患がある方 

⑥過去に予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱や

全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が

出たことがある方 

⑦過去にけいれんを起こしたことがある方 

⑧ファイザー社製のワクチンの成分に対して、アレル

ギー反応が起こるおそれがある方 

 

■ワクチンの種類 

現在使用しているファイザー社製のワクチンは、１

回目の接種から３週間あけて２回目を接種します。他

のワクチンを接種する場合、接種間隔を２週間あけます。 

 

■お願い 

ワクチン接種は強制でなく、本人の同意のうえで接

種します。接種を他人に強制したり、受けていない人

に差別的な扱いをすることのないようお願いします。 

 

■問合せ先 

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） 

編集・発行：鋸南町役場総務企画課      

〒299-2192千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458 

令和３年６月20日発行 ℡0470-55-2111㈹ 
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勝山漁業協同組合・磯根組合 ℡55-1511 

 保田漁業協同組合      ℡55-0528 

 

 

ごみの野焼きに注意 

ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」により一部の例外を除き、禁止されています。

ごみを処分する際は、分別をして集積場に出すか、大

谷クリーンセンターへ搬入してください。 

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境・生活環境が

保全されるよう、ご協力をお願いします。 

◇野焼き禁止の例外／ 

①農業または漁業を営むためにやむを得ないもの 

 例：わら屑、収穫を終えた野菜・花卉・土手の草

などの処分による焼却 

②風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの 

 例：どんど焼きなど地域行事に伴う焼却 

③災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

 例：火災予防訓練時の模擬火災に伴う焼却 

④公共団体が施設の管理を行うために必要なもの 

 例：河川管理者が河川管理のために行う焼却 

⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの 

 例：風呂焚きやバーベキューなどに伴う焼却 

●例外として認められている場合でも、むや

みに燃やしてはいけません。野焼きをする

際は、次のことに注意してください。 

・風向きや燃やす量、時間などに注意し、必要最小

限にとどめてください。 

・煙や臭いにより、近隣の生活環境に支障を与えた

場合は、指導や罰則の対象となります。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

ごみのポイ捨て禁止 

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、ごみ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、レ

ジ袋・空き缶・ペットボトルなどのごみのポイ捨てが

多く見られます。清潔で美しい町を維持していくため

にも、ごみのポイ捨ては絶対にやめましょう。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

 

食中毒注意報の発令 

９月30日（木）まで食中毒注意報が発令されてい

ます。次のことに注意して、食中毒を予防しましょう。 

◇購入時／生鮮品は消費期限や保存方法を確認し、

購入後はすぐ持ち帰りましょう。 

◇保存時／冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15

度以下の温度に保ちましょう。 

◇調理時／調理する前や、肉・魚・卵などを触った

後は手を洗い、肉などは十分に加熱しましょう。 

◇調理後／調理後の食品はすぐに食し、室温に長時

間放置しないよう心がけましょう。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

夏の交通安全運動 

～交差点 青でも左右 確認を～ 

 ７月10日（土）から７月19日（月）まで、夏の交通

安全運動が実施されます。 

交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践によ

り交通事故防止に努めましょう。 

また、横断歩道は歩行者最優先です。信号のない

交差点で歩行者がいる場合、停車しましょう。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

 

海のルールを守りましょう 

勝山漁業協同組合・保田漁業協同組合では、磯根資

源の保護と密漁の防止のため、沿岸の監視業務を実

施しています。漁業者以外の方は、次のことを遵守し

てください。 

◇貝類・藻類の採取禁止／漁業権は漁業法に基づき

漁業者に与えられた権利で、漁業者以外は採捕す

ることはできません。 

◇道具使用の採捕禁止／アクアラング使用による水

産動植物の採捕及び水中銃、ヤスなどの発射装置

を有する道具の使用は禁止されています。 

◇漁業者の操業妨害禁止／遊漁船は魚礁や設置して

ある漁具の周辺では、遊漁しないよう心がけてく

ださい。 

◇問合せ先／密漁船を見かけた場合はご連絡ください。 
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◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

被災住宅修繕支援制度の相談窓口（７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 
× 

24 
× 

25 
× 

26 
○ 

27 
予約 

28 
× 

29 
○ 

30 
予約 

31 
× 

◇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 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

災害復興住宅融資 

住宅金融支援機構では、令和元年房総半島台風な

どの被害に係る災害復興住宅融資を受け付けてい

ます。申込期間はり災日から２年間で、締め切りが

迫っています。詳しくは、お問い合わせください。 

※令和元年房総半島台風の場合は、令和３年９月８

日までです。 

◇問合せ先／住宅金融支援機構（災害専用ダイヤル） 

℡0120-086-353 

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度 

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困

難なときに納付が免除または猶予される制度があ

ります。役場窓口または木更津年金事務所で申請し

てください。 

◇申請に必要なもの／ 

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの 

・失業による特例承認を受けるには、雇用保険被

保険者離職票または雇用保険受給資格者証の

写しなど 

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616 

 税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

 

 

「社会を明るくする運動」強調月間 

７月は、「社会を明るくする運動」の強調月間です。

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につい

て理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や

非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため

の全国的な運動です。 

 更生には、周囲の応援や地域に居場所があることが

大きな後押しになります。受け入れ、支えるために、

何ができるのか、皆さんで考えてみませんか。 

 

介護職員の資格取得支援 

次の全ての条件に該当する方を対象に、介護の資格

取得の研修費の一部を助成します。 

◇対象者／ 

①介護施設などに就労中に初任者研修もしくは実

務者研修を修了し、介護職員として引き続き就労

している方または就労を希望して初任者研修も

しくは実務者研修を修了し、その翌日から６か月

以内に介護施設などに介護職員として雇用された方 

②町に住民登録のある方 

③国及び他の地方公共団体からの研修の受講経費

の助成（公的助成）を受けない方 

④町税の滞納がない方 

◇助成限度額／初任者研修：５万円 

実務者研修：10万円 

※受講費と教材費の２分の１の額（公的助成以の助 

成を受けている場合は当該助成金を控除した額） 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

サルの捕獲調査 

 県では、サルによる農作物被害や生態系被害の防止

を目的に、サルの群れの行動域を把握し、効率的な対

策につなげるため、調査捕獲を実施します。安全には

十分に配慮しますが、ご理解とご協力をお願いします。 

◇期間／７月16日（金）～令和４年３月25日（金）の

うち数日間 

◇場所／町内の山間部（人や家畜に危険となる場所で

は、麻酔銃を使用しません） 

◇捕獲方法／麻酔銃（県が委託した業者が実施） 
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献血の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響により献血され

る方が少なく、輸血用血液が不足しています。皆さま

のご協力をお願いします。 

◇日時／７月１日（木）午後１時30分～４時 

◇場所／保健福祉総合センター「すこやか」 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

勝山地区合同祭礼の中止 

 今年度の勝山地区合同祭礼は、新型コロナウイル

ス感染症の感染状況を踏まえ、中止となりました。 

勝山地区合同祭礼委員会 

 

 

 

藍染め教室 

藍は人類最古の染料とも言われ、日本には約1,500

年前に中国から朝鮮を経由し伝わってきました。 

今回は、町内で育てた生藍葉を使い、染め物体験

を行います。 

◇日時／７月24日（土）午後１時30分～３時30分 

◇場所／道の駅保田小学校 みんなの家庭科室 

◇講師／きょなん楽染めの会 代表 藤井悦子氏 

◇費用／材料代 1,000円～ 

◇募集人数／10人 

◇持ち物／エプロン、ゴム手袋 

◇申込み・問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-4151 

 

千葉県警察職員採用試験 

◇募集区分／警察官 

◇募集期間／６月29日（火）～８月16日（月） 

◇１次試験／９月19日（日） 

◇申込方法／申込書類は、県警ホームページからダ

ウンロードできます。また、インターネットでの

申込みも可能です。 

◇問合せ先／館山警察署 ℡23-0110 

 

 

 

オリンピック聖火リレーの中止 

７月１日（木）から３日（土）に予定されていた県

内での聖火リレーは、新型コロナウイルス感染症の感

染状況を踏まえ中止されました。代替措置として、次

のセレブレーション会場で無観客の点火セレモニーが

開催されます。 

◇会場／ 

・７月１日（木）蓮沼海浜公園第２駐車場（山武市） 

・７月２日（金）幕張メッセ駐車場（千葉市） 

・７月３日（土）松戸中央公園（松戸市） 

◇問合せ先／県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

 ℡043-223-3486 

 

 

 

男女共同参画推進事業所の表彰 

県では、仕事と家庭の両立支援や女性の登用・職

域拡大などに取り組んでいる企業や団体を募集して

います。 

◇対象事業所／県内に事業所を有し、次の取組を積

極的に行っている法人やその他の団体 

①女性の採用・登用や職域拡大のための取組 

②職業生活と家庭生活などの両立を支援するため

の取組 

③男女が共同して参画できる職場づくりに向けた支援 

④他の模範となる男女共同参画の推進に資する独

自的・先駆的な取組 

◇応募方法／応募用紙と調査票に必要事項を記入し、

応募先へ送付してください。 

※応募用紙と調査票は、県ホームページからダウ

ンロードできます。 

◇応募期間／８月31日（火）まで 

◇応募・問合せ先／県総合企画部男女共同参画課 

℡043-223-2379（千葉市中央区市場町１－１）                                         

 

募集・教室 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～７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 読書で世界を広げる！！ 

★日本で一番古いマンガ！？／「鳥獣戯画を読みとく」五味
ご み

文彦
ふみひこ

 

★列島が泣いた！あの急逝から１年／「我が師・志村
しむら

けん」乾
かわ

き亭
てい

げそ太郎
たろう

 

★会いに行こう。優しい海の守護神に／「愛しの灯台１００」不動
ふどう

まゆう 

★不死鳥よ、飛べ！／「小説 火の鳥 大地編」上下 桜庭
さくらば

一樹
かずき

 

その他新着図書 

・「花は散っても」坂井
さかい

希
き

久子
く こ

    ・「転職の魔王様」額賀
ぬかが

澪
みお

      ・「あの夏の正解」早見
はやみ

和真
かずまさ

 

・「馬疫」茜
あかね

灯里
あかり

          ・「物語のものがたり」梨木
なしき

香
か

歩
ほ

   ・「９月９日９時９分」一木
いちき

けい 

・「いわいごと」畠 中
はたけなか

恵
めぐみ

      ・「血も涙もある」山田
やまだ

詠美
えいみ

    ・「オムニバス」誉田
ほんだ

哲也
てつや

  

・「カインは言わなかった」芦沢
あしざわ

央
よう

  ・「傷痕のメッセージ」知念
ちねん

実
み

希人
き と

 ・「ＭＲ」久坂部
く さ か べ

羊
よう

 

・「ヴィクトリアン・ホテル」下村
しもむら

敦史
あつし

・「麦本三歩の好きなもの 第二集」住野
すみの

よる  ・「リリアン」岸政彦
きしまさひこ

 

・「カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か？」松原
まつばら

始
はじめ

 

※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 内 容 場 所 

田町福寿会（すこやか勝山） 19日 10：00～  
 
 
 
 
 
体操・脳トレ 
 
 
 
 
 
 

田町コミュニティセンター 

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 

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 

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 30日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

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 

中佐久間元気クラブ ２日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 28日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 15日 11：00～ 体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館 

町３区の会 ７日、21日 13：30～ 体操・脳トレ・ポールウォーキング 仁浜区コミュニティセンター 

エーフラ百寿会 
13日 

13：30～ 
ポールウォーキング ※１ 

岩井袋コミュニティセンター  
27日 体操・脳トレ 

すこやか保田教室 
５日、12日、26日 13：30～ 体操・脳トレ・ポールウォーキング 

保健福祉総合センター「すこやか」 
19日 13：30～ 気功 ※２ 

すこやか勝山 ５日 ９：00～ 

ポールウォーキング ※１ 

役場正面玄関前 

竜島さくら会 ８日 ９：00～ 竜島区民館前 

健幸ウォーキング 20日 ９：00～ 保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 

※１ 雨天の場合中止します。   

※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 



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） 

１日（木）10:10～ 避難訓練                     （鋸南幼稚園・小学校） 

６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【室内運動】        （すこやか） 

１３日（火） 9:30～ 保健師訪問指導                  （鋸南保育所） 

１５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【乳幼児の救急法等】      （中央公民館） 

１８日（日）14:00～ 旧鋸南幼稚園改修ワークショップ          （中央公民館） 

２５日（日） 9:00～ 味わいハイキング【駅からハイキング】       （集合：JR那古船形駅） 

２５日（日）13:30～ チャレンジゲーム大会               （中央公民館） 

２９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【おたのしみ箱】        （中央公民館） 

３０日（金）13:00～ １歳６か月健診                  （すこやか）＊対象児R1.9.1～R1.12.31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。 

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 

思春期相談  ８日（木） 14:00～16:00 
安房保健所 

（館山市北条） 

安房保健所 

℡22-4511 

行政相談  ９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 

弁護士相談 １４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 
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 

家庭教育相談オアシス ２９日（木） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

※「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 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

４日（日）中原病院（南房総市和田）    ℡47-2021     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 

２２日（木）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２３日（金）鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221   亀田ファミリークリニック館山（館山市）℡20-5520 

２５日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

※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７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。 

※雨天時は中止します。 

 

○国保・後期高齢者・介護保険料（納期限・１期） 

８月２日（月） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


