
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナワクチン接種の 

キャンセル待ち登録 

  医療機関などで急な予約のキャンセルが出た際の

ワクチンロスを防ぐため、キャンセル待ち登録者を募

集します。詳しくはお問い合わせください。 

 ◇問合せ先／保健福祉課予約案内係 ℡55-1002 

  

千葉県中小企業等事業継続支援金 

県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、

売り上げが大幅に減少している中小企業などを幅広

く支援するため、支援金を支給します。 

  詳しくは県ポータルサイトをご覧ください。 

◇対象／次の①と②を満たす中小企業や個人事業者など 

①県内に本店または主たる事業所を有すること 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３

年４月～８月のいずれかひと月の売り上げが、前

年または前々年の同月と比較して30％以上減少

していること 

※「千葉県感染症拡大防止対策協力金」の支給対象

となる場合、本支援金の支給対象外となります。 

◇支給金額／法人：一律20万円 個人事業主：一律10万円 

◇申請期間／12月28日（火）まで 

◇申請方法／オンラインまたは郵送 

◇問合せ先／千葉県中小企業等事業継続支援金コー

ルセンター ℡0120-179-155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マダニの感染症に注意 

県内でマダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群

（SFTS）が確認されました。SFTSは、ワクチンや有効

な治療法がなく、致死率が非常に高い危険な感染症です。 

マダニの被害を防ぐため、入山する方や田畑で作業

をする方は次のことに注意してください。 

◇注意点 

①長袖、長ズボンなど肌の露出が少ない服装を心掛

けましょう。また、シャツの裾はズボンの中に、

ズボンの裾は靴下、長靴の中に入れましょう。 

②忌避剤を使い、マダニの侵入を防ぎましょう。 

③地面に直接座らずレジャーシートなどを敷いて座

りましょう。 

④帰宅したらすぐに服を着替えましょう。入浴時に

体にマダニがついていないか確認し、よく体を洗

いましょう。 

※ペットから人にマダニが移ることもあります。ペ

ットにマダニが付いていないか確認しましょう。 

◇マダニに咬まれた場合 

・自分で除去せず医療機関で除去してください。 

・マダニに咬まれた場合は、数週間程度体調に注意

してください。発熱などの症状がある場合は医療

機関を受診してください。 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 
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被災住宅修繕支援制度の申請期限及び相談窓口 

 町では、町民の皆さまの生活習慣病予防のため特定健診や各種がん検診などを実施しています。ご自身の健康

チェックと健康管理のため、定期的に健康診査や各種検診を受けましょう。 

今年度の総合検診は申込制で実施します。希望される方は日程と内容を確認の上お申し込みください。 

◇日程／次の４つの時間帯で行います。（各枠30名定員） ※対象地区以外の会場でも受診できます。 

①午前７時～７時30分 ②午前７時30分～８時 ③午前８時～８時30分 ④午前８時30分～９時 

◇内容・対象者／年齢基準日は令和４年４月１日です。 

※１ 昨年度の検診を中止したため、今年度は41・46・

51・56・61・66・71歳の方も無料で受診できます。 

※２ 肺がん・結核検診のみ受診の方は予約不要です。 

◇予約申込受付期間／９月１日（水）～10日（金） 

 午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日除く） 

 

 

【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) 

◇完了期限／12月24日(金) 

◇注意点／・予約時間の希望に添えない場合があります。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止

や変更となる場合があります。 

◇予約・問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

 

 

【相談窓口（９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。 

◇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

総合検診（集団検診）の予約申込 

実施日 会場 対象地区 

10月13日（水） 中央公民館 吉浜・大六・大帷子下・竜島 

10月14日（木） 保健福祉総合センター 

「すこやか」 

大崩・小保田・市井原・横根・本郷上・大帷子上 

10月15日（金） 中道台・本郷浜・芝台・中原・元名・江月 

10月18日（月） 
鋸南町役場 

奥山・上佐久間・中佐久間・田町・岩井袋 

10月19日（火） 町・内宿・仁浜・本郷・両向 

種類 対象者 料金 無料対象者 検査内容 

フレッシュ健診 35～39歳の国民健康保険加入者 600円  ●基本健診／身体測定、尿検査、血液検

査、血圧測定、問診、医師の診察など 

●詳細健診／貧血、心電図、眼底

検査（基本健診で必要とされた方のみ） 

特定健康診査 40～74歳の国民健康保険加入者 1,000円 40歳の方 

後期高齢者健康診査 受診日に75歳以上の方 無料  

健康診査 40歳以上の生活保護受給者 無料  

胃がん検診 35歳以上の方 1,000円 40・50・60・70歳の方 胃バリウム造影（検診車） 

前立腺がん検診 
50歳以上の方（前立腺疾患を

治療中の方は受診できません。） 
300円  血液検査 

肝炎ウイルス検診 
40歳以上で過去に肝炎ウイルス

検査を受診したことがない方 
500円 

40・45・50・55・60・

65・70歳の方 ※１ 
血液検査 

肺がん・結核検診 ※２ 35歳以上の方 200円 40・50・60・70歳の方 胸部レントゲン（検診車） 



３ 

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～９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） 

また、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のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお薦め お家で楽しく読書生活！ 

★特集 大人の絵本・写真集で心和ませ／・「房総文学散歩」笹生
さそう

浩樹
ひろき

 

・「ぼくのお父さんはドクちゃん」こじまえみこ     ・「しげちゃんのはつこい」室井
むろい

滋
しげる

  

・「しばわんこの和のおもてなし」、「しばわんこの和のこころ」川浦
かわうら

良枝
よしえ

 

★今夏の話題作／・「認知症になった蛭子
えびす

さん」蛭子
えびす

能
よし

収
かず

  ・「母」青木
あおき

さやか 

★全国書店員さん共感度５つ星／「スモールワールズ」一穂
いちほ

ミチ 

★勝
かつ

海 舟
かいしゅう

とともに日本の夜明けを切り拓いた青い目の少女／「満天の花」佐川
さがわ

光晴
みつはる

 

その他新着図書 

・「臨床の砦」夏川
なつかわ

草
そう

介
すけ

  ・「声の在りか」寺地
てらち

はるな ・「曲亭の家」西 條
さいじょう

奈
な

加
か

  ・「鷹の城」山本
やまもと

光司
こうじ

 

・「黒牢城
こくろうじょう

」米澤
よねざわ

穂信
ほのぶ

  ・「月下のサクラ」柚木
ゆずき

裕子
ゆうこ

 ・「リボルバー」原田
はらだ

マハ  ・「冬華」大倉
おおくら

崇
たか

裕
ひろ

 

・「うかれ十郎兵衛」吉森
よしもり

大祐
だいすけ

   ・「風よ僕らの前髪を」弥生
やよい

小夜子
さ よ こ

 ・「マッサゲタイの戦女王」篠原
しのはら

悠希
ゆうき

 

・「にぎやかな落日」朝倉
あさくら

かすみ  ・「与えるサルと食べるシカ」辻
つじ

大和
やまと

  

・「わたし、定時で帰ります。ライジング」朱野
あけの

帰子
かえるこ

  ・「チェペローズで待ってる」第１・２部 加藤
かとう

シゲアキ 

新着児童本 

・「サステナブル・ビーチ」小手鞠
こ で ま り

るい ・「クリフォードおおきなおおきなあかいいぬ」ノーマン・ブリットウェル 

※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） 

６日 13：30～  
 
 
 
 
 
 
体操・脳トレ 
 
 
 
 
 
 

田町コミュニティセンター 
20日 10：00～ 

小保田すいせんの会 １、15日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

浜げんき会 ９、23日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 ８、22日 13：30～ 芝台青年館 

中原あやめ会 17日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 17日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

本郷長寿会 24日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

ききょうの会 10日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 ７日 10：00～ 奥山公民館 

中佐久間元気クラブ 10日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 22日 10：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 16日 11：00～ 体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館 

エーフラ百寿会 
14日 13：30～ ポールウォーキング ※ 

岩井袋コミュニティセンター 
28日 13：30～ 体操・脳トレ 

町３区の会 １、15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 ６、13、27日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

すこやか勝山 ６日 ９：00～ 
ポールウォーキング ※ 

役場正面玄関前 

竜島さくら会 ９日 ９：00～ 竜島区民館前 

※ ポールウォーキングは、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 



２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） 

４日（土） 8:30～ 鋸南中学校運動会                （鋸南中学校）＊雨天延期 生徒・職員・保護者のみで実施 

９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） 

１１日（土）10:00～ 味わいハイキング188【初秋の里山ハイキング】  （集合：旧佐久間小学校）＊主催：味わいハイキング 

１６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】       （中央公民館） 

２４日（金）13:00～ 三歳児健診                   （すこやか）＊対象児H30.2.1～H30.5.31生まれ 

２５日（土） 9:20～ 鋸南幼稚園運動会                （鋸南幼稚園） 

３０日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱・子ども服交換会】（中央公民館） 

※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。 

４ 

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 

弁護士相談 ８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 １０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 

思春期相談 １３日（月） 14:00～16:00 
安房保健所 

（館山市北条） 

安房保健所 

℡22-4511 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１５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 １７日（金） 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。 

５日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１２日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

１９日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

２０日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

      石川外科内科クリニック（鴨川市）℡04-7092-5210 

２３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 

２６日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

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９月１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。 

 

○固定資産税 

納期限（３期）       ９月30日（木） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（３期）       ９月30日（木） 

◇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 


