
 

 

 

 

 

 

鋸南町長から皆さまへ 

９月９日の台風15号により被災された皆さまにお

かれましては、心よりお見舞い申し上げます。 

今回の災害に際し、全国各地からのお見舞いや激

励、多大なご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

また、国、県、神奈川県相模原市、東京都足立区、

長野県辰野町、自衛隊、消防ほか多くの関係機関の

皆さま、災害対応へのご協力に大変感謝しています。 

町内各所で、道路・河川の崩壊、土砂崩れ、農漁

業施設の損壊も数多く、甚大な被害を受けました。 

さらに、大規模な停電が続き、通信手段も絶たれ

た上、記録的な暴風により、多くの住宅が被災し、

“ブルーシートに覆われた町”に変貌してしまいま

した。 

町では、被災された皆さまの対応や被害の現状把

握、復興に努めており、私たちの「ふるさと」を再

建すべく全力を傾注する覚悟です。 

豊かな「ふるさと」を次世代に引き継ぐため、皆

さまと手を取り合って、一日も早く、日常生活を取

り戻せるよう努力をしてまいります。 

今後ともすべての町民の皆さまのご協力、ご支援

を賜りますよう、心よりお願い申し上げ、復旧・復

興への決意といたします。 

 

鋸南町長  

 

台風１５号による被害の状況 

今回の台風では、広範囲にわたり甚大な被害とな

りました。 

住家では、半壊307棟、一部損壊1,961棟、床上浸

水７棟、床下浸水９棟の被害が生じたほか、農業で

は、カーネーションやガラス温室など4億4,540万円

(９月26日現在)もの被害が報告されています。 

被害状況は未だに調査中ですので、詳細は、次号

でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

局地激甚災害に指定へ 

台風15号による中小企業被害は、局地激甚災害に

指定される見込みです。 

これにより、町内に事業所を有する直接被害を受

けた中小企業者が、事業の再建に必要な資金を借り

入れる際に、通常の保証及びセーフティネット保証

とはさらに別枠で100％を保証する「災害関係保証」

が適用されます。 

最大2.8億円  ・普通保証2億円以内 

・無担保保証8,000万円以内 

問合せ先 地域振興課まちづくり推進室  55-1560 

 

災害ごみの受け入れ延長 

保健福祉総合センター「すこやか」及び旧佐久間

小学校での災害ごみの受け入れは、10月20日(日)ま

で延長しますので、分別して搬入してください。 

※災害ごみ以外の受け入れはできません。 

問合せ先 建設水道課建設環境室  55-2133 

 

支援等のご報告と御礼 

町内外の皆様から心温まるご寄付にご協力をいた

だき、誠にありがとうございました。いただいたご

寄付は、被災された方の生活支援、町の復旧・復興

活動等に活用させていただきます。(10月１日現在) 

【義援金】37,125,647円 

【ふるさと納税災害支援寄付金】39,882,646円 

 

災害義援金の募集 

被災された方の支援のために義援金を募集して

います。皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

ゆうちょ銀行 【口座番号】00190-3-791836 

【口座名義】鋸南町災害義援金
ｷｮﾅﾝﾏﾁｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ

 

 問合せ先 保健福祉課福祉支援室  50-1172 
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被災者生活再建支援法の適用決定 

今回の台風により、住宅が全壊した世帯や大規模

半壊した世帯などには、被災者生活再建支援金が支

給されることになりました。 

○支援金の額（単身世帯は3/4の額） 

基礎支援金：住宅の被災程度に応じて支給 

加算支援金：住宅の再建方法に応じて支給 

区 分 
基礎 
支援金 

加算支援金 合 計 

全壊世帯 
・ 

解体世帯 
100万円 

建設・購入 200万円 300万円 

補修 100万円 200万円 

賃借  50万円 150万円 

大規模半壊 

世帯 
 50万円 

建設・購入 200万円 250万円 

補修 100万円 150万円 

賃借  50万円 100万円 

※解体世帯：住宅の半壊や敷地の修復など、やむを得

ない事由により当該住宅を解体し、又は解体される

に至った世帯 

※大規模半壊世帯：住宅が半壊し、大規模な補修を行

わなければ当該住宅に居住することが困難である

と認められる世帯 

＊申請手続きは、決まり次第別途お知らせします。 

問合せ先 総務企画課総務管理室  55-4801 

 

災害ボランティアセンターの移設  

 役場に開設していました災害ボランティアセンタ

ーは、鋸南町ボランティアセンター（すこやか隣）

へ移設しました。 

問合せ先 災害ボランティアセンター 

 080-6875-7545 ／ 080-6875-7546 

 

被災した農家の皆さまへ 

農産物の生産に必要な施設の復旧及び撤去などを

支援する国の補助事業に備え、次の点に留意の上、準

備をお願いします。 

・撮影日がわかるように、施設（ハウス・牛舎等）の

全体と被害部分の写真を撮影し、被害状況を記録・

保存してください。 

・施設の修繕等をする場合は、発注書、納品書、請求

書、領収書などの支払関係書類を必ず保管してくだ

さい。 

※補助事業等の詳細は、改めてお知らせします。 

問合せ先 地域振興課農林水産振興室  55-4805 

 

農地・農業用施設の災害復旧 

 農地や農業用施設（農道、水路）等が被災した場合、

国の災害復旧事業の対象となる場合がありますので、

農地・農業用施設の確認と被害の報告をお願いします。 

報告期限 10月21日(月) 

問合せ先 地域振興課農林水産振興室  55-4805 

 

罹災証明書・被災届出証明書の申請受付 

被災された方を対象に発行する「罹災証明書」の交付申請を受け付けています。また、「被災届出証明書」の交

付申請の受け付けを開始します。 

◇受付日時 10月20日(日)までの午前８時30分～午後５時15分 ※土日祝日も受け付けます。 

 罹災証明書 被災届出証明書 

概  要 

被災した家屋の「被害の程度」を証明するもの。 

※全壊から一部損壊などの４段階で程度を証

明します。 

不動産に限らず、塀、門扉などの付属物、備品、

動産（車、家財道具、事業用資産など）に被害

を受けた事実の届け出を証明するもの。 

受付場所 鋸南町役場 １階食堂 鋸南町役場 １階税務住民課 

必要書類 罹災証明願、被害の状況が分かる写真 被災届出証明書兼申請書、被害の状況が分かる写真 

交付時期 

・交付までには審査が必要です。 

・すでに申請をいただいた罹災証明書は、10月

８日(火)ごろから順次発送します。発送時期

は、地区や申請日によって異なります。 

・基本的には現地調査を要さず、写真によって

判断し、書類が整っていれば証明書を即日交

付します。 

・罹災証明願、被災届出証明書兼申請書は、受付窓口で配布しているほか、町ホームページからもダウンロード 

できます。 

◇問合せ先 罹災証明等相談専用ダイヤル  55-1800 ※10月９日(水)から開設 
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総合検診 分割実施のお知らせ 

  町報９月号でお知らせした総合検診は、台風15号の影響により、肺がん・結核検診と胃がん検診のみを

中央公民館で実施します。登録済みの方には10月上旬に問診票をお送りします。追加の申し込みもできま

すのでぜひ受診してください。 

また、特定健康診査・後期高齢者健康診査、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、風しん抗体検査は、

11月29日(金)、12月１日(日)、２日(月)、３日(火)に保健福祉総合センター「すこやか」で実施します。

詳細については、後日お知らせします。 

◇肺がん・結核検診、胃がん検診日程 

月 日 会場 送迎バス 

10月10日(木) 

中央公民館 

― 

10月11日(金) 
佐久間地区 

⇔  
中央公民館 

10月13日(日) 

10月15日(火) 

10月16日(水) 大崩・鋸東地区 

⇔  
中央公民館 10月17日(木) 

＊受付時間 午前７時～９時 

◇検診内容等 

肺がん・結核検診 

胸部レントゲン（検診車） 

対   象：肺がん検診は40歳以上、結核検診は

65歳以上の方 

自己負担金：200円 

無料対象者：40･50･60･70歳 

※ペースメーカーを装着されている方は、受診

できません。 

胃がん検診 

胃バリウム造影（検診車） 

対   象：40歳以上の方 

自己負担金：1,000円 

無料対象者：40･50･60･70歳

◇申込み・問合せ先／保健福祉課健康推進室  50-1172 

 

成人式のご案内 

 新たに成人を迎える方々の門出を祝うため、令

和２年成人式を開催します。 

なお、該当者には12月上旬に往復ハガキでご連

絡いたします。 

◇日時／１月12日(日) 

受付 午後１時30分～、式典 午後２時～ 

◇会場／中央公民館 多目的ホール 

◇対象／平成11年４月２日～平成12年４月１日生

まれの方で、町に住所のある方、又は鋸南中学校

を卒業した方を対象とします。また、卒業はして

いないけれど、町内の小・中学校に在学していた

方で、参加を希望する方はご連絡ください。 

※上記を満たさない方でも特別な理由があれば

参加を認める場合があります。 

◇その他／会場へは、保護者の方、又はご家族の

方に限り入場できます。 

◇問合せ先／教育課生涯学習室 

  55-2120 

 

 

公民館主催・千葉県文書館出前講座 

 鋸南の歴史と文化教室として、県から専門家を

招き講座を開催します。この機会にぜひご参加く

ださい。 

◇日時／10月29日(火) 午後１時30分～３時 

◇場所／中央公民館 

◇内容／「千葉の神仏分離」 

鋸山の羅漢様はなぜ首なしが多いの？ 

江戸から明治への転換期の神様・仏様の運命 

◇講師／芹口 真結子氏（県文書館嘱託研究員） 

◇参加費／無料（当日参加可） 

◇申込み・問合せ先／中央公民館  55-4151 

 

中央公民館 正面玄関改修工事 

中央公民館正面玄関改修工事に伴い、工事期間

中、公民館の利用は可能ですが、正面玄関が使用

できません。入館は、正面玄関向かって左の職員

通用口をご利用ください。 

◇工事期間／11月１日(金)～12月上旬（予定） 

◇問合せ先／中央公民館  55-4151 

くらしの情報館 
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まつりばやし教室参加者募集 

中央公民館主催教室として、小・中学生を対象に「ま

つりばやし教室」を開催します。 

太鼓や笛をやってみたいけど、きっかけが無かった

方、初心者の方、お祭りが大好きな方、誰でも気軽に

参加できる教室です。高校生のお兄さん達に教えても

らいます。皆で楽しい時間を過ごしましょう。 

◇日時／11月16日～３月21日 毎月第３土曜日 

     午後５時～７時 全５回予定 

◇場所／中央公民館 １階 多目的ホール 

◇対象／小・中学生 

（参加される場合は保護者の送迎にてお願いします。） 

◇参加費／無料 

◇持ち物／飲み物、ある方は笛・バチ等 

◇申込み／随時 

◇申込み・問合せ先／中央公民館  55-4151 

 

安房「大地と海の恵み発見伝」～安房地域地産地消見本市～ 

 安房地域の地産地消を推進するため、安全・安心

な農林水産物・加工品等の試飲・試食・販売を行う

「安房地域地産地消見本市」を開催します。ぜひご

来場ください。 

◇日時／11月７日(木)午前11時～午後３時 

◇場所／鴨川グランドホテルコンベンションホール２階 

  ※入場無料 

◇内容／地域特産品紹介展示コーナー、安房地域グ

リーン・ブルーツーリズム紹介展示コーナー、写真

展、プレゼントコーナー 等 

◇問合せ先／県安房農業事務所企画振興課  22-7131 

 

国立館山海上技術学校 学校説明会 

国立館山海上技術学校は、国土交通省所管の船員養

成校で、高等学校卒業同等資格が付与されます。 

◇日時／11月９日(土)午前10時10分～午後０時10分 

◇対象／中学生及び引率者 

◇内容／学校概要・入試説明、校内施設見学 

◇持ち物・服装／筆記用具、上履き、制服 

◇その他／駐車場有り 

◇申込期間／11月６日(水)まで 

◇申込み・問合せ先／国立館山海上技術学校教務課 

 22-1912 

味わいハイキング175 秋の恒例 ロングハイキング 

富津市湊川は、古くは天神山川と呼ばれ関東大震災

で地盤が隆起するまで、川底も深く多くの船の出入り

で賑わっていたそうです。河口近くの神社では源頼朝

が戦勝祈願したと言われています。その他にも里見正

木一族居住跡や造海城など多くの歴史文化史跡を味

わうハイキングです。 

◇実施日／11月16日(土) ＊雨天の場合17日 

◇集合／JR内房線上総湊駅 

 午前７時45分集合  午前８時出発 

◇募集人数／50人 

◇会費／1,500円（会費、昼食、保険代等含む） 

◇持ち物／飲み物、保険証、雨具 

◇案内人／川崎勝丸氏（千葉県山岳史研究会） 

◇コース／JR上総湊駅8:00発→売津→相川→下白狐

→小田代山→大沢天王山→マリンヒルズ→十宮住

吉神社→JR上総湊駅16:00着（約17㎞） 

◇主催／鋸南町味わいハイキング 

◇申込期間／10月30日(水)午前８時30分～ 

※定員になり次第締め切らせていただきます。準備

の都合上、前日及び当日のキャンセルは実費を負

担していただきますので、ご了承ください。 

◇申込み・問合せ先／地域振興課まちづくり推進室  55-1560 

 

台風15号に関する無料相談 

千葉県弁護士会では、台風15号に関する電話無料相

談を実施しています。 

◇受付け先／千葉県弁護士会  043-227-8431 

◇受付時間／平日午前９時～正午・午後１時～５時 

※最初に「台風15号に関する相談をしたい」とお申

し出ください。 

 

町営循環バスの無料運行 

町営循環バスは、当面の間、運賃を無料で運行し

ています。ぜひご利用ください。 

◇問合せ先／総務企画課企画財政室  55-4801 

 

老人福祉センター・笑楽の湯の無料開放 

老人福祉センター「笑楽の湯」は、当面の間、無料

で入浴することができます。ぜひご利用ください。 

◇受付時間／午前10時～午後７時30分 

◇問合せ先／老人福祉センター  55-8830 

くらしの情報館 
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 離職者等再就職訓練受講生募集 

県では、離職者の方を対象とした再就職のため

の公共職業訓練の受講生を募集しています。 

◇受講できる方（①～③すべてに該当する方）  

①就職を希望し、ハローワークに求職申込みをさ

れている方又はこれから申込みをされる方 

②原則として、受講開始日から遡って１年以内に

公共職業訓練等を受講していない方 

③ハローワークの受講指示又は受講推薦等が得

られる方 

◇開講コース 

１．パソコン・事務技能マスター科（12月開講） 

【TPSキャリアカレッジ館山校 定員18名】 

・受講期間：12月２日(月)～２月28日(金) 

・訓練会場：館山市若潮ホール（館山市船形） 

・募集期間：募集中【11月１日(金)まで】 

２．介護職員初任者研修養成課科（１月開講） 

【館山・南房総・鴨川介護福祉カレッジ 定員10名】 

・受講期間：１月６日(月)～３月31日(火) 

・訓練会場：富山コミュニティセンター（南房総市平久里中） 

・募集期間：募集中【12月２日（月）まで】 

◇受講料／無料（テキスト代等自己負担） 

◇申込み・問合せ先／ハローワーク館山  22-2236 

＊その他訓練全般について 

 県商工労働部産業人材課  043-223-2762 

 

災害に便乗した悪質商法にご注意ください！ 

台風などの大規模災害が発生したとき、「屋根

の無料点検後、高額な契約をさせられた」など、

災害に関連した消費者トラブルが増えます。 

修理工事などは、勧誘されてもその場ですぐに

頼まず、工事の内容や費用についてよく確認した

上で、家族などに相談したり複数の業者から見積

もりを取るなど慎重に進めましょう。 

◇問合せ先／館山警察署  23-0110 

 

カビの予防 

雨漏りで、カビが生えやすくなっています。 

カビ等の対策は、通気性を高め、乾燥させるこ

とが効果的です。また、汚れたものを取り除く、

固く絞った雑巾などで水拭きし乾燥させ、消毒用

アルコールを含ませた布で拭くことも良いでし

ょう。 

清掃時は、カビ等を吸い込まないようマスクを

つけ、終了したら手を洗い、うがいをしましょう。 

また、胸の痛みや呼吸が苦しいなどの症状が出

た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 

なお、消毒用アルコールが必要な方は、保健福

祉総合センター「すこやか」にお越しください。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室  50-1172 

 

くらしの情報館 

 

笑って楽しく頭と身体を動かす会～10月予定～ 

「すこやか保田教室」、「すこやか勝山教室」、「ポールウォーキングしましょう会」は、お休みします。

また、各地域のコミュニティセンター、青年館等での「笑って楽しく頭と身体を動かす会」は、次の会場

を除きお休みします。 

団体名 開催日 時 間 場 所 

浜げんき会 10日、24日 午後１時30分～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 ９日、23日 午後１時30分～ 芝台青年館 

 

 広

告 

５ 

小型船舶操縦免許証の更新・失効再交付講習の開催 

場所：鋸南町立中央公民館 ２階 

日程：令和元年11月17日（日）午前及び午後 

    令和２年２月16日（日）午前及び午後 

（注）受講は、事前の申込みが必要となります。 

登録講習機関：（一財）日本船舶職員養成協会関東 

(Tel：045-623-6804 / FAX：045-622-1145) 

海事代理士 ：大塚 昇 海事事務所 

(Tel：0470-55-0226 / 090-8814-2737) 



くらしの情報館 

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記相談 
毎週火曜日・ 

木曜日 

9:30～12:00 

13:00～15:30 

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 

税理士による無料相談 ８日（火） 10:00～15:00 
法青会館 

（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部・長谷川 

℡23-4132 

思春期相談 １０日（木） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 
安房健康福祉センター 

℡22-4511 

司法書士による無料相談 １５日（火） 
10:00～12:00 

13:00～15:00 

館山商工会議所 

（館山市北条） 

佐野事務所 

℡22-1830 

心配ごと相談 １５日（火） 13:00～16:00 ボランティアセンター 
鋸南町社会福祉協議会 

℡50-1174 

行政書士による無料相談 １８日（金） 
10:00～12:00 

13:30～16:30 

館山市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

（館山市北条） 

千葉県行政書士会安房支部 

℡38-4155 

権利擁護支援巡回相談 ２３日（水） 13:30～16:30 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 ２３日（水） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３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 

１４日（月）富山国保病院（南房総市富山）   ℡58-0301 

２０日（日）鋸南病院             ℡55-2125 

２２日（火）鴨川国保病院（鴨川市）      ℡04-7097-1221 

２７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 

☆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。 

６ 

１０月 くらしのカレンダー 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

人の動き ９月１日現在（前月比） 

人 口 7,745 人（△24 人） 

うち男 3,726 人（△10 人） 

女 4,019 人（△14 人） 

世帯数 3,649 世帯（△11 世帯） 

７日（月） よりともグルメ教室 10:00～ （道の駅保田小学校） 

１０日（木） 子育て広場イベント（子ども服交換会）10:00～ （中央公民館）  

１２日（土） 鋸南保育所運動会 9:30～ （鋸南保育所）  

１７日（木） 子育て広場イベント（なかよし広場） 10:00～ （中央公民館）＊ハロウィンごっこ 

１９日（土） 鋸南幼稚園運動会 9:20～ （鋸南幼稚園） 

２５日（金） 湧心祭（合唱コンクール） 10:00～ （鋸南中学校） 

       乳児前期健診 13:00～ （すこやか）＊対象H31.3.1～R1.6.30 生まれ 

２９日（火） ポールウォーキング教室【鋸東方面】 10:00～  （集合：鋸東コミュニティセンター）    

 

次のイベントは中止となりました。 

１０日（木） 鋸南小学校教育講演会（ミニ集会）  １３日（日） 頼朝まつり メインイベント 

２０日（日） 2019 町民運動まつり        ２６日（土）、２７日（日） 文化祭 

３１日（木） 第２回見たり聞いたり安房の国 

 

困りごと・悩みごと相談 

休日救急当番医 


