
 

 

 

 

衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）・最高裁判所裁判官国民審査 

『一票で 日本の未来に 意思表示』 

 10月14日の衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）と最高裁判所裁判官国民審査が行われ

ます。私たち国民の意見を国政に反映させるための大切な選挙です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

■投票できる方 

  満18歳以上（平成15年11月１日以前に出生）で日本国籍を有し、 

10月18日以前から引き続き３か月以上鋸南町の住民基本台帳に登録されている方 

■当日投票 

◇日時・場所／10月31日（日）午前７時～午後８時 

■期日前投票 

投票日に仕事や旅行などの理由で 

投票できない方は、期日前投票ができます。感染防

止対策としても期日前投票が認められていますの

で、投票日当日に密集・密接を回避するため、期日

前投票の積極的な利用をお願いします。 

また、事前に入場券裏面の「宣誓書」を記入して

おくとスムーズに受け付けができますので、ご協力

をお願いします。 

◇日時／10月20日（水）～30日（土） 

※土日を含む毎日 午前８時30分～午後８時  

◇場所／役場 １階 防災展示室 

■開票場所 

 鋸南小学校体育館 

■新型コロナウイルス感染防止対策 

 ・使い捨ての鉛筆を用意しますが、持参も可能です。 

 ・手指消毒液を投票所入口に設置します。 

・マスクの着用、手指消毒、検温、帰宅後の手洗い・

うがいの実施にご協力をお願いします。 

 ・体調の悪い方や体温が37.5℃以上の方は申し出て

ください。 

■特例郵便等投票制度 

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養

をしている方は、自宅などから郵便を利用し、特例

郵便等投票ができます。 

  詳しくは、町ホームページをご覧になるか、お問

い合わせください。 

 ※濃厚接触者の方は対象ではありません。 

投 票 所 投 票 地 区 

第１投票所 町コミュニティセンター 町・内宿・仁浜 

第２投票所 鋸南小学校 両向・本郷・田町・岩井袋 

第３投票所 バーベキューハウス佐久間小学校 中佐久間・上佐久間・奥山・大崩 

第４投票所 
保健福祉総合センター 

「すこやか」 

本郷浜・中道台・芝台・中原・本郷上・元名・大帷子下 

大帷子上・江月 

第５投票所 中央公民館 吉浜・大六 

第６投票所 鋸東コミュニティセンター 小保田・市井原・横根 

第７投票所 竜島区民会館 竜島 
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■問合せ先／選挙管理委員会（総務企画課内）℡55-4801 

 

※中央公民館から変更になりました。 

積極的にご利用ください 

各家庭に入場券を郵送しま

すので投票の際に持参してく

ださい。紛失された方は、受

付時に申し出てください。 



２ 

令和元年房総半島台風などによる被災住宅修繕支

援制度の完了報告期限は、12月24日（金）です。手続

きが完了していない方は早めの書類提出をお願いし

ます。 

【相談窓口】 

◇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 

 

災害復興住宅融資の申請期限 

 住宅金融支援機構で受け付けを行っている災害復

興住宅融資の申請期限が令和４年10月31日（月）に延

長されました。詳しくはお問い合わせください。 

◇問合せ先／住宅金融支援機構 ℡0120-086-353 

 

国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全

額が社会保険料控除の対象になります。控除を受け

るためには、納付したことを証明する書類の添付が

義務付けられています。 

 今年中に国民年金保険料を納付された方へ、日本

年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書」が11月上旬または２月上旬に送付されます。 

 年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書ま

たは領収書が必要となりますので大切に保管してく

ださい。 

◇11月上旬に送付される方 

令和３年１月１日から９月30日までに国民年金保

険料を納付された方 

◇２月上旬に送付される方 

令和３年10月１日から12月31日までに国民年金保

険料を納付された方 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 木更津年金事務所 ℡0438-23-7616 

 

「市部瀬の惨劇」の記録写真などの展示 

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、

多数の死傷者が出ました。 

「明日の鋸南町を考える会」では、「市部瀬の惨劇」

の記録写真などを展示しますので、ぜひお越しください。 

◇日時／11月２日（火）～14日（日）午前９時～午後５時 

◇場所／道の駅きょなん 観光案内所 ギャラリー 

◇主催／明日の鋸南町を考える会 

◇問合せ先／道の駅きょなん 観光案内所 ℡55-4518 

 

源泉徴収義務者（給与の支払者）の方を対象に、年

末調整に使用する書類を次のとおり配布しますので、

必要な方はお越しください。 

なお、税務署主催で毎年11月に開催していた年末

調整説明会は、令和３年度以降の開催を取りやめ、今

後は動画配信となります。 

◇日時／11月８日（月）午後１時～３時 

◇場所／役場 ３階 大会議室 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

館山税務署 ℡22-0101 

 

「女性の人権ホットライン」相談の開設 

 11月12日から18日は、「女性に対する暴力をなくす

運動」期間です。この期間にあわせ、人権擁護委員が

女性をめぐる人権問題について相談に応じます。 

夫やパートナーからの暴力、セクハラ、ストーカー

など少しでも悩みを抱えている方は、ご相談ください。 

◇開設期間／11月12日（金）～18日（木） 

◇相談先／℡0570-070-810 

◇問合せ先／千葉県人権擁護委員連合会事務局 

 ℡043-247-3555 

 

「きょなんジビエBBQ大会」の中止 

 毎年11月に開催している「きょなんジビエBBQ大

会」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

中止します。 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 

被災住宅修繕支援制度の 

完了報告期限・相談窓口 

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 

年末調整関係用紙の配布 



３ 

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～11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の拡

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 

★コロナ禍を描く小説たち／「十年後の恋」辻
つじ

仁
ひと

成
なり

 「レゾンデートルの祈り」 楪
ゆずりは

一志
いっし

 「旅する練習」乗代
のりしろ

雄
ゆう

介
すけ

 

★あなたが、最後に会いたい人は誰ですか？／「さよならの向こう側」清水
し み ず

晴
はる

木
き

 

★図書司書が選んだ子どもに読んでほしい本100選 新しく選書された本（幼児向け）７冊 ※ロビー特設コーナー設置 

「ごぶごぶごぼごぼ」  「わにわにのおふろ」  「あおくんときいろちゃん」 「どうすればいいのかな？」 

「ぞうくんのさんぽ」  「ねこがいっぱい」   「あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん」 

その他新着図書 

・「世阿弥の最後の花」藤沢
ふじさわ

周
しゅう

        ・「朔が満ちる」窪
くぼ

美
み

澄
すみ

     ・「うらんぼんの夜」川瀬七
かわせなな

緒
お

 

・「ブレイクニュース」薬
やく

丸岳
まるがく

        ・「長い一日」滝口
たきぐち

悠 生
ゆうしょう

    ・「ムスコ物語」ヤマザキマリ 

・「神よ憐れみたまえ」小池
こいけ

真理子
ま り こ

         ・「万事
オール

快 調
グリーンズ

」波木
なみき

銅
どう

      ・「婿どの相逢席」西 條
さいじょう

奈
な

加
か

  

・「ブラザーズ・ブラジャー」佐原
さはら

ひかり       ・「老いる意味」森村
もりむら

誠一
せいいち

    ・「深層サメ学」佐藤
さとう

圭一
けいいち

 

・「迷子の龍は夜明けを待ちわびる」岸本
きしもと

惟
たもつ

  ・「老いの福袋」樋口
ひぐち

恵子
けいこ

    ・「霧をはらう」雫
しずく

井
い

脩
しゅう

介
すけ

 

・「大事なものから捨てなさい」中村
なかむら

メイコ  ・「我が産声を聞きに」白石
しらいし

一文
かずふみ

 ・「遠巷説百物語」京極夏彦
きょうごくなつひこ

 

・「もどかしいほど静かなオルゴール店」瀧羽
たきわ

麻子
あさこ

      ・「パンダより恋が苦手な私たち」瀬那
せ な

和章
かずあき

  

※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） 15日 10：00～  
 
 
 
 
 
 
体操・脳トレ 
 
 
 
 
 
 

田町コミュニティセンター 

浜げんき会 11、25日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 10、24日 13：30～ 芝台青年館 

中原あやめ会 19日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 19日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

友遊会 10、24日 10：00～ 中道台コミュニティセンター 

本郷長寿会 26日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

ききょうの会 12日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 ２日 10：00～ 奥山公民館 

田子の会 11日 10：00～ 両向青年館 

中佐久間元気クラブ 12日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 24日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 18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 ９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 

町３区の会 17日 13：30～ 体操・脳トレ 

ポールウォーキング ※１ 

仁浜区コミュニティセンター 

すこやか保田教室 
１、８、22日 13：30～ 

保健福祉総合センター「すこやか」 
15日 13：30～ 気功 ※２ 

すこやか勝山 １日 13：30～ 
ポールウォーキング ※１ 

役場正面玄関前 

竜島さくら会 11日 13：30～ 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 



３日（水） 8:40～ 味わいハイキング190 

【歴史街道加茂峠と房総横断ロングハイキング】   （集合：JR南三原駅）＊主催：味わいハイキング 

 ４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） 

９日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【保田海岸方面】       （集合：中央公民館前） 

１１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） 

１６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【鋸山方面】         （集合：すこやか正面玄関前） 

１８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】         （中央公民館） 

２５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】          （中央公民館） 

２６日（金）13:00～ １歳６か月児健診                  （すこやか）＊対象児R2.1.1～R2.4.30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。 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

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  

千葉地方法務局館山支局 

℡22-0620 

弁護士相談 １０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 １２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 

℡50-4801 

思春期相談 １５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 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１７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 １９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。 

３日（水）亀田ファミリークリニック館山（館山市）℡20-5520  鴨川国保病院（鴨川市）     ℡04-7097-1221 

７日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１４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 

２１日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

２３日（火）鴨川国保病院（鴨川市）     ℡04-7097-1221 

２８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 11月３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（３期）       11月１日（月） 

○固定資産税 

納期限（４期）       11月30日（火） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（４期）       11月１日（月） 

納期限（５期）       11月30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 


