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住宅・土地統計調査にご協力をお願いします
10 月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。この調査は、人が居住する建物や世帯などに

関する実態を明らかにすることを目的としており、国が行う調査の中でも特に重要なものとされる「基

幹統計調査」です。 

 ９月中旬から、「調査員証」を携行した調査員が調査をお願いする世帯に伺います。パソコンやスマ

ートフォンを使って、より簡単便利に回答することも可能となっています。調査の趣旨をご理解いた

だき、ご回答をお願いいたします。 

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

【助成の対象となる方】 

①平成３０年４月１日以降、介護施設等に就労中に初任者研修または実務者研修を修了し、介護職員と

して引き続き就労している方、または就労を希望して初任者研修もしくは実務者研修を修了し、その

翌日から６ヵ月以内に介護施設等に介護職員として雇用された方 

②鋸南町に住所のある方 

③研修の受講に係る国及び他の地方公共団体からの経費の助成（公的助成）を受けない方 

④町税に滞納がない方 

【助成の金額】 

初任者研修は５万円、実務者研修は１０万円を限度とし、受講費と教材費の２分の１の額（公的助成

以外の助成を受けている場合は当該助成金を控除した額、１００円未満は切り捨て） 

◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室 ℡５０－１１７２ 

介護施設等に就労されている方、もしくは就労を希望する方が初任者研修または実務者研修を修了した

場合に、受講費と教材費の助成を行います。助成の対象となるのは以下の条件に全て当てはまる方です。 

 詳細はお問い合わせください。 

鋸南町と姉妹都市を結ぶ長野県辰野町で行われる町内一周駅伝大会に、鋸南町チームとして出場しま

す。そこで、鋸南町代表として走ってくれる選手を募集します！ 

◇日 程 大会期日：１０月１３日（土） 

      ※前日の１２日（金）に出発し、大会終了後帰町。１泊２日 

◇コ ー ス ２６．２km（１区間１．４km～４．０km×１０区間） 

◇募集人数 １２名（補員含む） 

◇募集条件 鋸南町在住の中学生以上で日頃から運動している方 

◇締 切 ９月９日（日） 

※町代表として参加するため交通費・宿泊費の負担は必要ありません。 

※姉妹都市（辰野町）との親睦交流が大きな目的ですので、走力は大きく問いません。 

◇申込み・問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡５５－４４１１ 

姉妹都市・長野県辰野町 町内一周駅伝大会 参加者募集！



暮らしの情報館 

安房地区公民館連絡協議会（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の公民館で構成）では、ふるさと 

安房についていろいろ学びたい人のために、各市町の特色を生かした講座を開催しています。 

平成３０年度の第２回目は１０月２日（火）に鴨川市で開催します。 

午前中は安房の名工・波の伊八について学びます。午後からは現地学習を実施いたします。 

◇開催日 １０月２日（火） 

◇日 程 【講義】１０：００～ 【現地学習】１２：４５～ 

◇会 場 鴨川市役所 ４階大会議室 

        現地学習 鴨川市郷土資料館・金乗院・吉保八幡神社 

◇講 義 テーマ「安房の名工 波の伊八〝その実像に迫る〟」 

◇講 師 鴨川市生涯学習課 課長 石川 丈夫 氏 

◇参加費 １４０円（鴨川市郷土資料館入館料） 

◇その他 昼食・飲み物は各自で用意、また動きやすい服装で参加下さい。 

        社教バスを利用します。 

◎申込期間 ９月３日（月）～ 

◎対  象 鋸南町民２５名（先着順）・成人を対象とします。 

◎申込み・問合せ先 中央公民館 ℡５５－４１５１ 

 ※詳しい日程は後日参加者に送付します。 
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館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町とハローワーク館山、ＮＰＯ法人おせっ会が連携して開催

する、南房総地域への移住を検討している方などＵＪＩターン希望者を対象とした、合同企業説

明会「南房総のお仕事探しｉｎ東京」の参加企業を募集します。 

◇日  時 １０月２６日（金）１３：３０～１６：００ 

◇場  所 東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」（小田急第一生命ビル２１階） 

      東京都新宿区西新宿２－７－１ 

◇募集企業 ２０社程度 

◇内  容 各企業ブースでの個別面談・個別面接など 

◇申込方法 ハローワーク館山 求人係にて申込受付 

◇受付期間 ９月３日（月）～９月１４日（金） 

◇注意事項 ・当イベントの参加にあたっては、ハローワーク館山へ求人票の提出が必要です。 

      ・提出済みの企業については、当イベント用の求人「資格・経験不問」「年齢不問」等 

ご用意ください。 

      ・個別に企業紹介資料を用意していただく予定です。 

      ・申込み多数の場合は、業種・地域性等を考慮して抽選とさせていただきます。 

◇申込・問合せ先 ハローワーク館山 求人係 〒２９４－００４７ 館山市八幡８１５－２ 

                      ℡２２－２２３６ Fax２２－２２４１ 

無料調停相談会を開催 します

夫婦関係・相続など家庭内や親族間のもめごと、

土地建物・借入債務・交通事故など民事のもめご

とについて、裁判所の調停委員が、無料で解決す

る手続きの相談に応じます。弁護士の委員も参加。

秘密厳守。予約不要。相談無料。 

◇日  時 １０月６日（土） 

      １０：００～１５：００ 

◇会  場 館山市コミュニティセンター ２階 

◇問合せ先 館山調停協会 半澤美緒子 

℡２２－３１５８
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暮らしの情報館 

危険物取扱者試験 
○試 験 日 １２月２日（日） 

○場 所 館山総合高等学校 

○受 験 料 甲種 ６，５００円 

     乙種 ４，５００円 

     丙種 ３，６００円 

※願書受付 （一財）消防試験研究センター 

      千葉県支部 

試験のための受験者講習会 

受験に必要な知識、物理化学、法令等の説明 

○講 習 日 １０月２３日（火） 

○場 所 館山市コミュニティセンター 

○受講料等 ６，２８０円（テキスト代２，６８０円含む） 

乙種第４類の問題集は別売（１，６６０円） 

◇受付期間  

・危険物取扱者試験 電子申請：９月４日（火）～１０月６日（土）（２４時間対応） 

           書面申請：９月７日（金）～１０月９日（火）（土・日・祝日を除く） 

・試験のための受験者講習会  ９月７日（金）～１０月９日（火）（土・日・祝日を除く） 

◇願書配布・講習会受付場所  

安房郡市消防本部予防課、鴨川消防署、千倉分署、鋸南分署 

 ※鴨川消防署、千倉分署及び鋸南分署は、災害出動時等は講習会受付及び願書配布ができない場合が 

あります。 

◇問合せ先  

安房郡市消防本部 予防課 ℡２２－２２３４ 

（一財）消防試験研究センター千葉県支部 ℡０４３－２６８－０３８１ 

農地転用とは、農地を住宅や店舗敷地、駐車場、資材置場、植林（山林）など、農地以外のものにす

ることをいいます。 

 農地を転用するときは、必ず農業委員会に許可申請書を提出して許可を受けてから工事に着手してく

ださい。 

○許可を受けないで転用するとどうなりますか？

許可を受けずに農地を無断で転用した場合、または転用許可の事業計画どおりに転用を行っていない

場合は、知事から工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。    

また、３年以下の懲役または３００万円以下の罰金、法人は１億円以下の罰金という罰則を適用され

ることもあります。 

○対象となる農地は？

全ての農地（田・畑・採草放牧地）が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作をして

いなくても農地として活用できる状態である限り、農地として扱われます。 

○農地の転用手続き方法は？

転用申請には農地法第４条申請、農地法第５条申請があります。 

農業委員会に申請書を提出し、知事の許可を受ける必要があります。 

※農地法第４条・・・自分の農地を農地以外に転用する場合 

※農地法第５条・・・事業者がその農地の売買や賃貸など権利の設定や 

移転を同時に行って転用する場合 

◇問合せ先  鋸南町農業委員会事務局（地域振興課内） ℡５５－４８０５ 
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～ 有 料 広 告 欄 ～

千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の

登記に関する相談を行っています。 

◇日  時 毎週 火曜日・木曜日（祝日を除く） 

       ９：３０～１２：００ 

１３：００～１５：３０ 

◇場  所 千葉地方法務局館山支局 

◇相談内容 相続による所有権移転登記や住宅ローン

完済による抵当権抹消登記などの不動産

登記に関する相談 

◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局 

         ℡２２－０６２０

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金

相談会を開催します。 

◇日 時 ９月１１日（火） 

１０：００～１５：００ 

◇場 所 法青会館（館山市北条１４９１） 

◇相談内容 税金全般に関すること 

◇予約締切 ８月３１日（金） 

◇予約・問合せ先 

      千葉県税理士会館山支部 

      担当 長谷川 ℡２３－４１３２

暮らしの情報館 

町公式ホームページのバナーも募集しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。 

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

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 二階

 日程：平成 30年 10月 21日（日）午前及び午後
    平成 31年 02月 24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）

「誰も知らない」の映画上映会を開催します！

２０１８年カンヌ映画祭パルムドール（最高賞）を

受賞した「万引き家族」の是枝裕和監督の作品！！ 

実際に起こった事件をモチーフにした映画。母親に置

き去りにされた4人の子ども達が、誰にも気付かれず

アパートの一部屋で過ごす物語…。 

◇日  時 ９月１２日（水） 

      １３：３０～１５：５０ 

      １８：３０～２０：５０ 

◇場  所 亀田医療大学学生会館４階 

◇料  金 無料 

◇問合せ先 亀田医療大学 

      ℡０４－７０９９－１２１１ 

次回は、９月５日（水）です。

◇回収場所 各地区の指定回収場所 

◇回収品目 新聞・チラシ 

◇時 間 ７：００～９：００ 

※収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用

されます。 

地域の皆様のご理解、 

ご協力をお願いします。


