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新型コロナウイルス感染症
自宅療養者・濃厚接触者・ご家族への支援

高齢者インフルエンザ予防接種
高齢者を対象にインフルエンザの発症と重症化を

町では、新型コロナウイルス感染症により自宅療養

予防するため、接種費用の一部を助成します。接種を
希望する方は、医療機関に直接お申し込みください。

される方や濃厚接触者となった方と、そのご家族に対

◇対象者／①町に住民登録をしている65歳以上の方

して、自宅療養・待機期間中の健康相談や生活支援を
行います。

②町に住民登録をしている60～64歳の方で心臓・

◇対象者／町内在住者で支援を希望する自宅療養者、

腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスに

濃厚接触者、そのご家族

より免疫機能に著しい障害のある方（要事前申請）

◇支援内容／・マスク、手指消毒液、手袋の配布

◇期間／10月１日（金）～12月31日（金）

・パルスオキシメーターの貸出（動脈血酸素飽和度

◇町助成額／1,500円（生活保護受給者は全額助成）

と脈拍数を、皮膚を通して測定する装置）

◇対象医療機関／町指定医療機関

・自宅療養中の体調面などの不安に対する相談支援

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172

・相談内容により関係機関などへの連絡や調整

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの
接種間隔は、前後２週間 空けてください。

※その他相談を希望する方に対して、町の保健師など
による相談対応をします。

その他のワクチンとの接種間隔については、直接医

※支援内容は、随時変更となる場合がありますので、

師にご確認ください。

ご注意ください。

きょなんまちめぐり教室

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室相談係 ℡55-1002

勝山、保田、佐久間の３地区に分けて町の歴史文化

新型コロナワクチン接種予約受付期間

を学ぶ教室を開催します。

新型コロナワクチン接種の予約受付期間は、次のと

午前中は中央公民館で座学、午後は現地をめぐる１
日のコースです。ぜひ循環バスに乗って鋸南の歴史探

おりです。接種をご希望の方は、予約をお急ぎください。

訪に出かけませんか。

◇個別接種（町内医療機関）

◇開催日（初回）／10月12日（火） 全３回

鋸南病院（℡55-2125）
：９月30日（木）まで

◇時間／座学：午前10時～11時45分

※町外の医療機関については、個別にお問い合わせ
ください。

現地めぐり：午後１時～３時30分
◇募集人数／15人

◇集団接種／現在の予約枠がうまり次第終了します。

◇講師／きょなんガイドボランティア

◇キャンセル待ち登録／９月30日（木）まで

◇参加費／無料 ※循環バス代は各自負担

※今後の接種スケジュールは、ワクチン供給なども含
め未定です。

◇持ち物／筆記用具

◇問合せ先／保健福祉課予約案内係 ℡55-1002

◇服装／歩きやすい服装、履きなれた靴
◇申込み・問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-4151
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被災住宅修繕支援制度の
申請期限・相談窓口

年金生活者支援給付金の支給
公的年金の収入や所得税などが一定基準額以下の

【申請期限】

年金受給者の生活を支援するため、給付金を支給し

令和元年房総半島台風などによる被災住宅修繕

ます。詳しくはお問い合わせください。

支援制度の申請期限が近づいています。手続きが

◇申請方法／対象者宛てに発送される申請書を提出

完了していない方は早めの申請をお願いします。

※すでに給付を受けている方は、手続き不要です。

◇仮申請期限（新規）／終了しています。

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616

◇本申請期限／９月30日(木)

税務住民課住民保険室 ℡55-2112

◇完了報告期限／12月24日(金)
【相談窓口】

扶養親族等申告書の提出

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

日本年金機構から公的年金について源泉徴収の対象

※火・金曜日は事前予約が必要です。

となる方に９月中旬から順次、令和４年分扶養親族等
申告書が送付されます。変更がない方や扶養している

◇場所／役場 ３階 建設水道課建設環境室

親族がいない方でも提出が必要になりますので、10月

◇相談内容／住宅の応急修理に関することなど

29日（金）までに必ず提出してください。

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133

※源泉徴収の対象とならない方には送付されません。

ごみの野焼きに注意

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616

ごみの野焼きは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する

税務住民課住民保険室 ℡55-2112

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

社会生活基本調査の実施

谷クリーンセンターへ搬入してください。

総務省では、10月20日現在で社会生活基本調査を

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境・生活環境が

実施します。この調査は、国民の生活時間の配分や自
由時間における主な活動について調査し、仕事や家

保全されるよう、ご協力をお願いします。

事に費やされる時間、地域活動との関わりなど社会

◇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

生活の実態を明らかにする調査です。

例：わら屑などの処分による焼却

10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査対象地
区内の世帯に伺いますので、ご協力をお願いします。

②風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの

※調査員は、写真入りの調査員証を携行しています。

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

◇対象地区／保田の一部

例：火災予防訓練時の模擬火災に伴う焼却

◇問合せ先／県統計課人口室 ℡043-223-2223

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

ごみのポイ捨て禁止

⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

町では、環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ

例：風呂焚きやバーベキューなどに伴う焼却

捨て禁止の啓発や不法投棄監視員によるパトロールを

●やむを得ず野焼きをする場合の注意点

行うなど、ごみのポイ捨て防止に努めています。

・風向きや燃やす量、時間などに注意し、必要最小

しかし、人目のつきにくい場所や道路沿いでは、レ

限にとどめてください。

ジ袋・空き缶・ペットボトルなどのごみのポイ捨てが

・煙や臭いにより、近隣の生活環境に支障を与えた

多く見られます。清潔で美しい町を維持していくため

場合は、指導や罰則の対象となります。

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

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133
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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～10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。
団体名
田町福寿会（すこやか勝山）
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
笑はっはの会
中佐久間元気クラブ
富士見クラブ
ミモザの会
エーフラ百寿会
町３区の会
すこやか保田教室
すこやか勝山
竜島さくら会

開催日
18日
14、28日
13、27日
15日
15日
22日
８日
５日
８日
27日
21日
12日
６、20日
４、11日
18日
４日
14日

時 間
10：00～
13：30～
13：30～
13：30～
10：00～
10：00～
13：30～
10：00～
９：30～
10：30～
11：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～

内 容

場 所
田町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
体操・脳トレ
本郷区コミュニティセンター
本郷上公民館
奥山公民館
中佐久間公民館
大帷子下コミュニティセンター
体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館
ポールウォーキング ※１ 岩井袋コミュニティセンター
仁浜区コミュニティセンター
体操・脳トレ
ポールウォーキング ※１
保健福祉総合センター「すこやか」
気功 ※２
ポールウォーキング ※１

役場正面玄関前
竜島区民館前

※１ ポールウォーキングは、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

今月のお薦め もう少し！お家で楽しく読書生活！
★第165回直木賞・芥川賞早くも入荷！
さわだとうこ

≪直木賞≫・
「星落ちて、なお」澤田瞳子

さ と う きわむ

・
「テスカトリポカ」佐藤 究

いしざわ ま い

り ことみ

≪芥川賞≫・
「貝に続く場所にて」石沢麻依 ・
「彼岸花が咲く島」李琴峰
★特集 庭・ガーデニング／・
「ターシャの庭」ターシャ・テューダー

・
「ベランダ寄せ植え菜園」たなかやすこ

あ だ ち びじゅつかん

こでまり

・「足立美術館 四季の庭園 美と近代日本画コレクション」足立美術館

・
「庭」小手鞠るい

★手仕事の良さ後世に／「綿・糸・布 房州じんのを読み解く」あわコットンクラブ

その他新着図書
つじむら み つ き

・
「琥珀の夏」辻村深月

ほ そ だ まもる

・
「竜とそばかすの姫」細田 守

ど う ば しゅんいち

・
「赤の呪縛」堂場 瞬 一

・
「逝ってしまった君へ」あさのますみ

かみながまなぶ

・
「火車の残花」神永 学

し がわせ つこ

ふるうち か ず え

・
「博覧男爵」志川節子

・
「星影さやかに」古内一絵
かいどうたける

・
「医学のひよこ」
、
「医学のつばさ」海堂 尊

なかにし

・
「鬼人幻燈抄」４～７ 中西モトオ
さ と う けんいち

・
「最終飛行」佐藤賢一

かねはら

・
「アンソーシャル ディスタンス」金原ひとみ

こでまり

・
「午前３時に電話して」小手鞠るい
い お か しゅん

・
「仮面」伊岡 瞬

やました ひ ろ か

み ち お しゅうすけ

・
「エラー」山下紘加

・
「雷神」道尾 秀 介

あ ま ね りょう

・
「境内ではお静かに 神盗みの事件帖」１～３ 天祢 涼

こばやし ゆ か

・
「まだ人を殺していません」小林由香

新着児童本
しゅかわ み な と

・
「時間色のリリィ」朱川湊人

まえだみおん

・
「二平方メートルの世界で」前田海音

※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
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暮らしの情報館

２日（土） 9:00～ 子ども会デイキャンプ

（佐久間ダム公園）

9:00～ 味わいハイキング189【房州低名山「女夫石山」ハイキング】（集合：JR富浦駅）＊主催：味わいハイキング
５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）

１４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）

１６日（土） 9:30～ 鋸南保育所運動会

（鋸南保育所）＊雨天中止

２１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（火）10:00～ ポールウォーキング教室【奥山方面】

（集合：佐久間ダム駐車場）

２８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）
２９日（金）13:00～ 乳児前期健診

（すこやか）＊対象児R3.3.1～R3.6.30生まれ

２４日（日）まで開催中

（菱川師宣記念館）

北山泰斗展

※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

電話による
登記手続案内

毎週火曜日・
木曜日

09:00～16:00

無料調停相談

９日（土）

10:00～15:00

南総文化ホール
（館山市北条）

館山調停協会
℡090-3068-3345

思春期相談

１４日（木）

14:00～16:00

安房保健所
（館山市北条）

安房保健所
℡22-4511

心配ごと相談

１５日（金）

13:30～16:00

ボランティアセンター

社会福祉協議会
℡50-1174

家庭教育相談オアシス

１５日（金）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

成年後見制度に関する
巡回相談

２０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

行政書士による
電話無料相談会

２２日（金）

10:00～12:00
13:30～16:30

千葉地方法務局館山支局
℡22-0620

千葉県行政書士会安房支部
℡28-4333

※「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

ＰＴＡ資源回収日は 10 月６日（水）です
３日（日）平野眼科（館山市）
東条病院（鴨川市）
１０日（日）館山病院（館山市）

℡27-3636

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されま

℡04-7092-1207

す。ご理解・ご協力をお願いします。

℡22-1122

◇回収場所／各地区指定の回収場所

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
１７日（日）鋸南病院

℡55-2125

２４日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

３１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。
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。

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。
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