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おしらせ 

東京オリンピック聖火リレートーチの展示 

 

 

 

 

 

 

さあ、待ちに待った夏休みです。今年度も標語づくりに多数の応募があり、次のとおり入選者が決定しました。

暑さに負けず、この夏も「あいさつ」と「早寝・早起き・朝ごはん」を忘れずに実行しましょう。 

 

■あいさつ運動最優秀作品（中央公民館前の看板に掲示） 

■あいさつ運動優秀作品 

■早寝・早起き・朝ごはん優秀作品（小、中学校の看板に掲示） 

青少年育成鋸南町民会議・鋸南町生徒指導推進協議会・鋸南町教育委員会 

 

「あいさつ」「早寝・早起き・朝ごはん」標語優秀作品発表！ 

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７月20日発行 ℡0470-55-2111㈹ 

篠宮
しのみや

尊
たける

（鋸南中３年）さんが、オリンピック聖火リレー点火セレモニーで実際に使用した聖火リレートー

チ及びユニフォームを展示しますので、ぜひご覧ください。 

◇展示期間／東京オリンピック開催期間中（７月24日（土）～８月７日（土）） 

◇場所／中央公民館 １階 ロビー 

◇問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-4151 



２ ２ 

地域商品券の配付 

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ地域経済の活性化及び消費活動を支援するた

め、「きょなんまち地域商品券」を配付します。町内のお買い物などでご利用ください。 

◇対象者／令和３年４月１日時点で住民基本台帳に記録されている方 

◇配布方法／世帯主あてに送付 

（７月下旬から順次発送します。） 

◇配布金額／１人あたり10,000円 

（1,000円券×４枚、500円券×12枚） 

◇使用期間／８月１日（日）～12月31日（金） 

◇取扱店／郵送時に取扱店の一覧を同封しますのでご覧ください。 

（町ホームページにも掲載します。） 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

 

 

 

 

海水浴場の開設中止 

今年は、新型コロナウイルス感染症対策を実施したうえで海水浴場を開設する予定でしたが、新型コロナウイ

ルス感染症の流行状況から安全・安心な海水浴場の運営が難しいと判断し、海水浴場の開設を中止します。 

◇町からのお願い／ 

①海水浴場を開設しないため、海での遊泳は控えてください。 

②水上バイクなどを走行する場合は、周囲の状況を確認し、注意を払ったうえでお願いします。 

③砂浜を利用する際は、３密を避けるなど感染防止対策へのご協力をお願いします。 

④音声機器などを使用し大音量で音楽を流すことや、大きな声を発生することは地域住民の迷惑になるため、

控えてください。 

⑤ごみやたばこの吸い殻などを捨てることはやめましょう。 

⑥公衆の安全・衛生及び風俗を損なう行為はやめましょう。 

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のために／ 

①海岸にお越しの際は、必ず検温、健康チェックをし、体調に不安がある場合は来訪を控えてください。 

また、２週間以内に体調不良だった方や、身近な人で感染の疑いがあった方の来訪は控えてください。 

②手洗い、うがい、手指消毒を徹底してください。 

③マスクを着用してください。 

④ソーシャルディスタンスを保ってください。（可能であれば２ｍ、最低１ｍ人との間隔を空けること） 

特に、他のグループとの距離はしっかりと確保してください。 

※７月31日（土）から８月15日（日）まで、町職員などによるパトロールを実施します。 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 



◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 
３ 

一般国道127号富津館山道路（富津竹岡IC～富浦IC）の４車線化に向けた 

環境配慮書・構想段階評価書の公表及びオープンハウスの開催 

富津館山道路について、現在２車線で供用されている富津竹岡ICから富浦IC間の早期４車線化を図るため、「計

画段階環境配慮書（※１）」及び「構想段階評価書（※２)」を公表します。また、現在の検討状況などをパネル展

示などで説明する「オープンハウス」を開催します。 

※１ 環境影響評価法（環境アセスメント法）に基づく、環境の保全のため配慮すべき事項を事業計画策定段階で検討したもの 

※２ 都市計画運用指針に基づく、道路の概ねの位置や規模などを示し、都市計画上の見地から評価したもの 

■環境配慮書・構想段階評価書の公表 

◇期間／７月27日（火）～９月３日（金） 

午前９時～午後５時 

◇場所／役場 ３階 建設水道課 

  県庁中庁舎 ７階 都市計画課 

◇意見書の提出／９月３日（金）までに、県都市

計画課（千葉市中央区市場町１－１）へ郵送ま

たは持参してください。 ※当日消印有効 

◇問合せ先／県都市計画課 ℡043-223-3376 

  建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

被災住宅修繕支援制度の相談窓口（８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 
○ 

３ 
予約 

４ 
× 

５ 
○ 

６ 
予約 

７ 
× 

８ 
× 

９ 
× 

10 
予約 

11 
× 

12 
○ 

13 
予約 

14 
× 

15 
× 

16 
○ 

17 
予約 

18 
× 

19 
○ 

20 
予約 

21 
× 

22 
× 

23 
○ 

24 
予約 

25 
× 

26 
○ 

27 
予約 

28 
× 

29 
× 

30 
○ 

31 
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 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

被災住宅修繕支援制度の申請期限 

令和元年房総半島台風などによる被災住宅修繕

支援制度の申請期限が近づいています。手続きが完

了していない方は早めの申請をお願いします。 

◇仮申請期限（新規）／終了しています。 

◇本申請期限／９月30日(木) 

◇完了報告期限／12月24日(金) 

■オープンハウスの開催 

◇日時／８月６日（金）、７日（土） 

  午前10時～午後４時 

◇会場／中央公民館 １階 ロビー 

◇問合せ先／県道路計画課 ℡043-223-3120 

  建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

 

 

 

 

災害義援金の最終配分 

令和元年房総半島台風などの被災者支援のため

に寄せられた災害義援金は、9,489万4千円（2,186

件）でした。 

町災害義援金配分委員会では、最終配分（３次配

分）を決定し、次のとおり県災害義援金とあわせて

配分します。 

なお、今回の配分に係る申請は不要です。 

◇対象者／災害義援金を申請し、１次、２次の配分

を受給済みの世帯 

※新規申請の受付は終了しています。 

◇振込予定日／８月上旬（１次、２次の配分は令和

３年３月までに完了しています。） 

◇配分額／すべて１世帯あたり   （単位：円） 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

区分 
３次（今回配分） 

県 町 合計 

全壊 141,000 23,000 164,000 

半壊 70,500 13,000 83,500 

一部損壊 ― 5,000 5,000 



４ 

 

第61回文化祭参加者募集 

  町の文化・芸術活動を推進するため、文化祭を開

催します。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、展示の部のみ開催します。 

◇開催日／展示 10月30日（土）、31日（日） 

◇場所／中央公民館 

◇申込方法／申込先まで電話でご連絡ください。 

◇申込締切日／８月20日（金） 

※申し込みをされた方は、個人・団体にかかわら

ず文化祭実行委員となります。 

◇申込み・問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-4151 

 

自衛隊員募集 

航空学生・一般曹候補生・自衛官候補生 

■航空学生 

海上自衛隊や航空自衛隊のパイロットを養成 

◇応募資格／海：高卒（見込含）23歳未満の者 

 空：高卒（見込含）21歳未満の者 

◇受付期間／９月９日（木）まで 

◇試験日／１次試験／９月20日（月） 

 ２次試験／10月16日（土）～21日（木）の指定日 

 ３次試験／海：11月19日（金）～12月15日（水）の指定日 

      空：11月13日（土）～12月16日（木）の指定日 

■一般曹候補生 

専門分野のプロフェッショナルを養成 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇受付期間／９月６日（月）まで 

◇試験日／１次試験／９月16日（木）～19日（日）の指定日 

 ２次試験／10月９日（土）～24日（日）の指定日 

■自衛官候補生 

陸・海・空自衛官になる一般的なコース 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇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。 

◇応募・問合せ先／自衛隊千葉地方協力本部 

木更津地域事務所 ℡0438-23-5734 

 

 

 

市町村交通災害共済会員募集 

 交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県

内市町村で実施する安心な制度です。８月は一斉加

入月間となっていますので、ご家族揃ってご加入ください。 

◇対象者／町に住民登録されている方 

※保育所・幼稚園・小・中学校で集団加入している

方は、重複して加入できません。 

◇対象期間／９月１日（水）～令和４年８月31日（水） 

◇会費／年700円 ※お釣りのないようお願いします。 

◇受付期間／８月２日（月）～31日（火） 

 午前８時30分～午後５時15分 ※土日祝日除く 

◇受付場所／役場 ２階 総務企画課 

保健福祉総合センター「すこやか」 

※９月１日以降は、総務企画課で受け付けます。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

 

夏の講師登録会 

 公立小・中学校で臨時的任用講師などとしての勤

務を希望する方の登録会と面接会を開催します。 

登録の有効期間は２年間です。詳しくはお問い合

わせください。 

◇日時／８月31日（火） 

①午前９時15分～（受付午前９時～） 

②午後１時15分～（受付午後１時～） 

◇場所／君津合同庁舎 ４階 大会議室（木更津市貝渕） 

◇募集職種／小・中学校教員、養護教諭、学校栄養

職員、学校事務職員 

◇持ち物／筆記用具、印鑑、写真、（４㎝×３㎝を

２枚、６㎝×４．５㎝を３枚）、教員免許状（原

本と両面コピー）、履歴書 

◇その他／・今回の対象者は新規登録の方と教員免

許回復希望者のみです。 

・事前に検温し、マスクを着用してご来場くださ

い。体調の優れない方や１か月以内に渡航歴が

ある方、自宅待機を要する方は電話で対応します。 

◇問合せ先／南房総教育事務所 ℡0438-25-1311 

 

募集 



５ 

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～８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い合わせください。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 涼しいお部屋で読書生活！ 

★奇跡のコラボ！山田
やまだ

洋次
ようじ

×原田
はらだ

マハ ８月６日映画公開／「キネマの神様」原田マハ 

★「平家物語」の作者は鴨
かもの

長 明
ちょうめい

だった！／「方丈平家物語」伊藤
いとう

俊也
しゅんや

 

★渋沢
しぶさわ

栄一
えいいち

に学ぶ／「論語と算盤」渋沢栄一、「渋沢栄一と論語とソロバン」齋藤
さいとう

孝
たかし

 

その他新着図書 

・「共謀小説家」蛭田
ひるた

亜紗子
あ さ こ

     ・「アパートたまゆら」砂村
すなむら

かいり ・「道をたずねる」平岡
ひらおか

陽明
ようめい

  

・「エレジーは流れない」三浦
みうら

しをん ・「蝶として死す」羽生
はにゅう

飛鳥
あすか

    ・「悪魔には悪魔を」大沢在
おおさわあり

昌
まさ

 

・「小説８０５０」林
はやし

真理子
ま り こ

    ・「薔薇のなかの蛇」恩田
おんだ

陸
りく

     ・「ひきなみ」千早
ちはや

茜
あかね

 

・「正欲」朝井
あさい

リョウ        ・「きみの友だち」重松
しげまつ

清
きよし

     ・「赤朽葉家の伝説」桜庭
さくらば

一樹
かずき

 

・「月の客」山下
やました

澄人
すみと

        ・「生前整理」古堅
ふるかた

純子
じゅんこ

      ・「飛び立つ君の背を見上げる」武田
たけだ

綾乃
あやの

 

・「最高のアフタヌーンティーの作り方」古内
ふるうち

一絵
かずえ

   ・「ちょっとフレンチなおうち仕事」タサン志
し

麻
ま

 

・「ケーキの切れない非行少年たち」宮口
みやぐち

幸治
こうじ

     ・「男の子になりたかった女の子になりたかった女の子」松田
まつだ

青子
あおこ

 

・「新型コロナとワクチン 知らないと不都合な真実」峰
みね

宗太郎
そうたろう

、山中
やまなか

浩之
ひろゆき

     

新着児童本 

2021年度全国課題図書６冊・ＳＤＧｓに関する絵本など児童本多数入荷！ 

※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） 
２日 13：30～  

 
 
 
体操・脳トレ 
 
 
 
 
 
 

田町コミュニティセンター 
16日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ４日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

中原あやめ会 20日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 20日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

笑はっはの会 ３日 10：00～ 奥山公民館 

中佐久間元気クラブ ６日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 25日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

町３区の会 ４日、18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 

すこやか保田教室 
２日、23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」 
16日 13：30～ 気功 ※１ 

すこやか勝山 ２日 ９：00～ 
ポールウォーキング ※２ 

役場正面玄関前 

竜島さくら会 12日 ９：00～ 竜島区民館前 

※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 



４日（水） 9:10～ きょなんBG塾（小学校低学年）              （海洋センター）＊６日（金）まで 

５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） 

７日（土） 9:30～ 味わいハイキング【ブルーベリー狩りハイキング】     （集合：JR保田駅）＊主催：味わいハイキング 

19:00～ 星空観察＆ナイトアニマルトラッキング（夏休み体験教室） （大崩地区）    

８日（日） 7:45～ 夏休み子どもチャレンジ体験・鋸山縦断          （鋸山）＊主催：子どもチャレンジ実行委員会 

１２日（木）10:00～ 子育て広場イベント【妊婦教室】             （中央公民館） 

１９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】           （中央公民館） 

２６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【親子でワークショップ】       （中央公民館） 

２７日（金）13:00～ 乳児後期健診                      （すこやか）＊対象児R2.10.1～R3.1.31生まれ 

３０日（月） 8:30～ 鋸南中学校第２学期始業式                （鋸南中学校） 

※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 １７日（火） 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 
１８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 

思春期相談 ２３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 

家庭教育相談オアシス ２６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。 

１日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

８日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122     

中原病院（南房総市和田）    ℡47-2021 

９日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

１５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（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２９日（日）赤門整形外科内科（館山市）   ℡22-0008     

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８月４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。 

 

○町県民税 

納期限（２期）       ８月31日（火） 

○固定資産税 

納期限（２期）       ８月２日（月） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（１期）       ８月２日（月） 

納期限（２期）       ８月31日（火） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

      税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


