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平成３１年４月２０日発行：鋸南町総務企画課 ℡０４７０－５５－２１１１（代表） 住所：〒299-2192 安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 

 ４月１日から印鑑登録証のデザインを従来の手帳型から、町

のマスコットキャラクター「みかえりちゃん」が描かれたプラ

スチックカード型のものへ変更しました。 

 なお、旧デザインの印鑑登録証も引き続き使用できます。 

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５－２１１２ 

新しいプラスチックカード型の印鑑登録証  

印鑑登録証のデザインが新しくなりました 

自動車税は納期限までに納めましょう 

４月２６日に自動車税事務所から納税通知書が送付されます。自動車税の納期限は５月３１日（金）

ですので、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、クレジットカードやペイジーによる納付などで

納期限までに納めましょう。 

また、スマートフォン等を利用した「モバイルレジ」での納付が可能となりました。詳しくは納税通

知書に同封のしおりをご覧ください。 

◇問合せ先 館山県税事務所 ℡２２－７１１７ 

経営所得安定対策の申請を忘れずに 

国では、食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、経営所得安定対策等を実施してい

ます。 

◇対象者  水田で販売目的で生産する販売農家（水稲生産実施計画書を提出された方） 

◇対象作物 麦、大豆、飼料作物、飼料用米、そば、なたね、野菜、花卉、雑穀類等 

◇提出書類 経営所得安定対策等交付金交付申請書、経営所得安定対策等交付金振込口座届出書 

通帳表紙及び裏ページのコピー 

※様式は地域振興課窓口にあります。農林水産省ホームページからダウンロード 

することもできます。 

◇申込期間 ５月３１日（金）まで 

◇申込み・問合せ先 地域振興課 農林水産振興室 ℡５５－４８０５ 

県税の納付は“役場窓口”をご利用ください 
自動車税などの県税は、役場窓口で納付することができます。皆さんから納めていただいた

県税は納付額の２％が県から町に交付されますので、ぜひ役場窓口をご利用ください。 

◇取扱窓口 役場本庁１階会計管理室、すこやか町民サービスコーナー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮 ら し の 情 報 館  

 ごみの収集は、各家庭に配布されている「ごみ

の収集カレンダー」のとおり行います。 

収集地区 
 

収集日 
保田地区 

勝山・ 

佐久間地区 

４月２９日（月） 
びん類・缶類・ 

ペットボトル 
紙・布類 

４月３０日（火） 可燃ごみ 可燃ごみ 

５月 ６日（月） 紙・布類 
びん類・缶類・ 

ペットボトル 

※持込受入は４月２９日（月）、４月３０日（火）、

５月６日（月）は通常どおり、５月１日（水）

は８：３０から１１：３０まで受付けます。 

◇問合せ先 

鋸南地区環境衛生組合 

大谷クリーンセンター ℡５７－２６４６ 

ゴールデンウィークの 

ごみの収集のお知らせ 

「５３０運動」に 

ご協力をお願いします 

ごみの散乱防止と再資源化促進の普及啓発を目
的とした県内一斉の清掃です。町では、「ごみをつ
くらない、出さない、散乱させない」をテーマと
して実施します。 

◇日  時 ５月２５日（土）８：００～ 

※雨天の場合は２６日（日） 

◇集積場所 収集したゴミは、可燃物、缶類・

びん類・ペットボトル、その他不

燃物に分別し指定の置場に出して

ください。 

◇お 願 い 粗大ごみ、家電製品は出さないで

ください。 

※５３０運動でのごみ袋は、通常の

ごみ出しでは使用できません。 

◇問合せ先 建設水道課 建設環境室 

℡５５－２１３３  

 

ロケ地見学ツアー参加者募集！ 

元名採石場跡地では、現在、来年公開予定の映画の撮影が行われています。このたび、撮影会社の協

力により、町民限定のロケ地見学ツアーを実施します。見学を希望される方は事前にお申込みください。 

◇日  時  ５月１４日（火） ①１０：００～ ②１３：３０～ （２回） 

◇集合場所  保健福祉総合センター・すこやか駐車場  ◇人 数  各２８人 

◇注意事項  映画公開前の見学のため、カメラ・携帯電話等での撮影はご遠慮ください 

◇申込み先  地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５－１５６０ ＊定員になり次第締切ります。 

２ 

安房郡市よい歯の 

コンクールのお知らせ 

安房郡市よい歯のコンクールの参加者を募集し

ます。 

【高齢者の部】 

◇対 象 ８０歳以上で自分の歯が２０本以上

ある方（かぶせた歯、さし歯も可） 

【親子の部】 

◇対 象 昨年度に３歳児健康診査を受けた 

虫歯のないお子さんと親 

【申込期間】 ４月２２日（月）～５月１０日（金） 

※電話でお申込みください。 

【コンクール】 ６月１３日（木） 

１３：３０～１６：００ 

      南房総市三芳保健福祉センター 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 

℡５０－１１７２ 

子ども服交換会の 

お知らせ 

今年も子ども服交換会を開催します。 

◇日  時 ５月２３日（木） 

１０：００～１４：００ 

      ※持込受付 ９：００～ 

◇場  所 中央公民館 １階 子育て広場 

◇対  象 妊婦さん、未就学児のお子さんと 

ご家族（町内外不問） 

◇持 ち 物 交換会用の衣類 

     ・サイズ：新生児用～130 ㎝まで 

      ・春夏用の赤ちゃん、子ども服・ 

帽子（洗濯済みのもの） 

・下着、靴下、スタイ、ミトン 

（未使用品） 

◇主  催 ＡＷＡ ｄｅ ＫＯＳＯＤＡＴＥ 

◇問合せ先 中央公民館 ℡５５－４１５１ 



暮 ら し の 情 報 館  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲種防火管理新規講習会

のお知らせ 

 

「市部瀬の悲劇」を偲ぶ 

献花式のお知らせ 

 １９４５年５月８日昼頃に安房勝山駅を発車し

た下り列車が、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、毎年銃撃の同日同時刻に銃撃を受けた現場

で、献花・黙祷し、犠牲者の慰霊と恒久平和を願

う集まりを行っています。 

 平成に続き、新しい「令和」も平和な時代であ

ることを願い、今年も恒久平和祈念の碑の前で献

花を行います。 

◇日 時  ５月８日（水） １１：３０～ 

◇場 所  恒久平和祈念の碑前 

◇問合せ先 明日の鋸南町を考える会・澤 

       ℡５５－２２０８ 

 防火管理者の資格を取得したい人を対象として

講習会が開催されます。 

◇日 時  ６月１１日（火）・１２日（水） 

◇場 所  館山市コミュニティセンター 

◇定 員  １３０名 

◇受講料  ７，５００円 

◇申込期間 ５月１５日（水）～１６日（木） 

◇申込み先 （一社）千葉県消防設備協会へ 

       受講申込書をＦＡＸまたは持参 

◇主 催  （一財）日本防火・防災協会 

◇問合せ先 （一社）千葉県防災設備協会 

℡０４３－３０６－３８７１ 

Fax０４３－２２３－６６１０ 

団体名 開催日 時 間 場 所 

田町福寿会 
６日  １３：３０～ 

田町コミュ二ティセンター 
２０日  １０：００～ 

小保田すいせんの会 ８日 ２２日 １３：３０～ 小保田コミュ二ティセンター 

楽生会 ６日 ２０日 １４：００～ 淨蓮寺 

町３区の会 １５日 
 

１３：３０～ 仁浜区コミュニティセンター 

浜げんき会 ９日 ２３日 １３：３０～ 本郷浜区コミュ二ティセンター 

芝台生き生き会 ８日 ２２日 １３：３０～ 芝台青年館 

エーフラ百寿会 ９日 ２１日 １３：３０～ 岩井袋コミュ二ティセンター 

中原あやめ会 １７日  １３：３０～ 中原コミュ二ティセンター 

鋸東睦会 １０日  １０：００～ 鋸東コミュニティセンター 

友遊会 １４日 ２８日 １０：００～ 中道台コミュニティセンター 

竜島さくら会 ９日 １６日 １３：３０～ 竜島区民会館 

ききょうの会 １４日  １３：３０～ 本郷上公民館 

笑っはっはの会 ７日  １０：００～ 奥山公民館 

田子の会 １０日 ２４日 １３：３０～ 両向青年館 

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  １３：３０～ 大帷子下コミュニティセンター 

すこやか保田 
１３日 ２７日 

１３：３０～ すこやか ＊２０日は気功 
２０日  

すこやか勝山 ２０日  １０：００～ 田町コミュニティセンター 

ポールウォーキングしましょう会 １６日  １３：３０～ すこやか ＊雨天中止 

 

笑って楽しく頭と身体を動かす会～５月予定～ 

３ 

ペットボトルの出し方のお願い 
ペットボトルは、キャップをはずし、ラベルを剥がして、中を軽く洗ってつぶしてから出して

ください。ご協力をお願いいたします。 

◇問合せ先 鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンター ℡５７－２６４６ 



９日（木） 子育て広場イベント（子育てアドバイス）  １０：００～ （中央公民館） 

      いきいき学級（高齢者学級）        １０：００～ （中央公民館） 

１１日（土） 味わいハイキング「新緑の鋸山ハイキング」 １０：００～ （鋸山方面） 

１５日（水） 保育所開放（戸外遊び）          １０：００～ （鋸南保育所） 

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

１６日（木） 竹細工教室                １３：３０～ （中央公民館） 

１８日（土） 鋸南小学校春季大運動会           ８：４０～ （鋸南小学校） 

２４日（金） ３歳児健診                １３：００～ （すこやか） 

２５日（土） ５３０運動【Ｐ２参照】           ８：００～ （町内全域） 

２６日（日） 消防団中継訓練・規律訓練          ８：００～ （岩井袋野球場） 

３０日（木） 子育て広場イベント（リズムとお話の森「オレンジ」 ）１０：００～ （中央公民館） 

※ＰＴＡ連絡協議会の５月の「資源回収」はお休みです。 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 問合せ先 

登記相談（予約制） 
毎週火曜日・ 

木曜日（祝日除く） 

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 

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 

税理士による無料相談 １４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 

行政相談 １７日（金） １３：００～１５：００ ボランティアセンター 
総務企画課 

℡５５－４８０１ 

家庭教育相談オアシス ２２日（水） １９：００～２１：００ 中央公民館 
教育委員会 

℡５５－２１２０ 

 

 

４ 

納税のお知らせ 
 

○固定資産税（全期・第１期） 

 納期限    ７日（火） 

○軽自動車税 

通知書の発送 中旬 

納期限    ３１日（金） 

◇問合せ先 税務住民課 税務収納室 

℡５５－２１１３ 

 
１日（水）館山病院（館山市）      ℡２２－１１２２  和頴医院（南房総市）     ℡３８－２３１３ 

２日（木）伊藤胃腸科クリニック（鴨川市） ℡０４－７０９２－２２３１  太田整形外科医院（館山市）  ℡２８－５５００ 

 ３日（金）原クリニック（館山市）    ℡２４－５７１１  鴨川国保病院（鴨川市）   ℡０４－７０９７－１２２１ 

 ４日（土）鋸南病院           ℡５５－２１２５  石川外科内科クリニック（鴨川市） ℡０４－７０９２－５２１０ 

 ５日（日）東条病院（鴨川市）     ℡０４－７０９２－１２０７   

６日（月）富山国保病院（南房総市）   ℡５８－０３０１  たてやま循環器内科外科（館山市）  ℡２０－１１０２ 

１２日（日）館山病院（館山市）      ℡２２－１１２２  花の谷クリニック（南房総市） ℡４４－５３０３ 

１９日（日）鋸南病院           ℡５５－２１２５  平野眼科（館山市）      ℡２７－３６３６ 

２６日（日）館山病院（館山市）      ℡２２－１１２２  花の谷クリニック（南房総市） ℡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。 

くらしのカレンダー 

困りごと・悩みごと相談 

休日当番医 

５月 

有

料

広

告 


