
  

 台風15号により被害を受けた農漁業者の経営の

維持安定を図るため、農水産物の生産、加工に必要

な施設や機械の再建・修繕等の交付金や融資の要望

調査を行います。 

 なお、この交付金や融資は今後も継続して農業ま

たは漁業を経営する方が対象となります。 

（１） 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

◇支援対象／農業用ハウスの再建・修繕に係る費用や

撤去費用、農業用機械等の取得・修繕に係る費用 

◇提出書類／施設や機械の復旧に係る見積書 

◇申込期限／10月25日（金） 

◇説明会／事業の活用を希望される方はご参加ください。 

 ・日時 10月25日（金）午後２時～ 

 ・場所 中央公民館 多目的ホール 

（２）融資   

①千葉県（農業・漁業）災害対策資金 

区分 経営安定資金 施設復旧資金 

資金使途 
農業・漁業の再生
産に必要な資金 

農業・漁業用施設
が損壊した場合に
おいて、当該施設
を原状に復元する
ために必要な資金 

貸付 

限度額 

被害額の80％以内

で600万円以下 

被害額の80％以内

で1,000万円以下 

償還期間 ７年以内 
８年以内 

（うち据置２年以内） 

貸付金利 ０％（県・町の利子補給による） 

◇申込期限／１回目：11月5日（火） 

 ２回目：12月9日（月） 

②農林漁業セーフティネット資金【公庫資金】 

③農林漁業施設資金（災害復旧）【公庫資金】  

※上記の資金以外にも融資できる資金があります。 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室  

      ℡55-4805 

 

 台風15号により住宅に甚大な被害を受けられた方

を対象に応急修理や賃貸型応急住宅の供与を受けるこ

とができます。 

（１）住宅の応急修理の支援                        

◇対象／次の①または②に該当し、応急修理を行う

ことによって、避難の必要がなくなること。 

①半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと。 

②全壊の場合で、応急修理を実施することにより、

居住が可能であること。 

※現在、制度改正が検討されており、住宅が「一

部損壊」のうち損害が大きい場合には対象とな

る場合があります。 

◇限度額／日常生活に必要最低限の修理に対し、１

世帯あたり59万5千円以内。 

※「賃貸型応急住宅の供与」との併用はできません。 

（２）賃貸型応急住宅の供与                  

◇対象／住宅が全壊し、自らの資力では住宅を確保

できない方など。 

※半壊であっても、住み続けることが困難な程度の

傷みの場合、該当する場合があります。 

◇限度額（１か月あたり） 

 ・２人以下の世帯 月額７万５千円以内 

 ・３人以上の世帯 月額８万５千円以内 

◇救助期間／最長２年 

※「住宅の応急修理の支援」との併用はできません。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

被災農漁業者への支援 

１ 
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罹災証明等相談専用ダイヤルの受付停止 
 町報10月号に掲載した「罹災証明等相談専用ダイ

ヤル」（℡55-1800）は都合により当面の間、休止

します。罹災証明等の相談は、総務企画課（℡55-4801）

にお問い合わせください。 

被災による住宅支援 

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」及び「被

災届出証明書」の交付申請を受け付けています。 

◇受付日時／平日午前８時30分～午後5時15分 

※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／罹災証明書 総務企画課 ℡55-4801 

被災届出証明書 税務住民課 ℡55-2112 



鴨川市では、横浜市を結ぶ高速バスの実証運行を実

施します。この実証運行では、利用状況を把握し、今

後の運行の可能性を検証するもので、町では「鋸南保

田ＩＣ入口」にバス停が設置されます。 

◇期間／11月１日（金）～令和２年１月31日（金） 

◇時刻表 

上り便 

停留所 第１便 第２便 第３便 

鋸南保田IC入口 ６：40 ８：45 16：55 

袖ケ浦BT ７：15 ９：20 17：30 

横浜駅東口 ７：57 10：02 18：12 

下り便 

停留所 第１便 第２便 第３便 

横浜駅東口 8：45 11：00 19：05 

袖ケ浦BT 9：27 11：42 19：47 

鋸南保田IC入口 10：02 12：17 20：22 

◇運賃（大人）／鋸南保田IC入口～袖ケ浦BT 700円 

鋸南保田IC入口～横浜駅東口 1,800円 

◇乗降場所・駐車場（鋸南保田IC入口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801 

 高齢者を対象にインフルエンザの予防接種の助

成を行います。医療機関に直接申し込み、接種を受

けてください。予診票、説明書は医療機関窓口でお

渡しします。 

◇対象者／町に住民登録をしている65歳以上の方

または、60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能

及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に著

しい障害のある方（接種前要申請） 

◇町助成額／1,500円（生活保護受給者は全額助成） 

◇接種を行う医療機関／県内相互乗り入れ事業に

登録されている医療機関。直接医療機関にお尋ね

いただくか、次までお問い合わせください。 

◇接種期間／10月１日（火）～12月31日（火）

まで（医療機関の休診日は除きます。） 

◇持ち物／自己負担金、健康保険証 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 県では、屋根の応急処置の要望に応えるため、「応

急防水施工業者登録プラットフォーム」を構築し、県

内事業者等と申し込みのあった方を結びつける取り

組み（有料）を実施しています。 

◇受付期限／11月30日（土）午後7時まで 

◇受付時間／午前9時～午後7時まで（土日祝日含む） 

◇問合せ先／千葉県ブルーシート展張対応窓口 

      ℡0120-004-523 

台風15号の影響により、住宅や家財等の財産の

被害が、評価額のおおむね２分の１以上の損害を受

けた場合、国民年金保険料の免除を受けられる場合

があります。 

 役場税務住民課または木更津年金事務所で手続

きを行ってください。 

◇手続きに必要なもの／罹災証明書、運転免許証な

どの本人確認書類、印鑑 

◇免除期間／令和元年８月分～令和３年６月分まで 

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616  

税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

高齢者インフルエンザ 
予防接種の助成 

駐車場 至
館
山 

台風15号の影響を受けた農業用廃プラスチック

の回収を行います。回収を希望される場合は、次ま

でお問い合わせください。 

◇日時／11月29日（金）午前８時30分～11時30分 

◇場所／JA安房保田野菜検査場（保田総合センター前）、 

JA安房鋸南支店 

◇回収対象／農業用廃ビニール、農業用廃ポリエチ

レン、肥料袋、培土袋など 

◇負担金／無料 

◇問合せ先／JA安房鋸南支店 ℡55-1551 

      地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

至
富
津 

 
のりば 

鋸南保田 
料金所 

農業用廃プラスチックの回収 

ファミリー 
ファーム保田 

屋根の応急処置の支援 

ヤマト運輸 
鋸南センター 

高速バスの実証運行 
（鴨川市～横浜市） 

長狭街道 

被災による国民年金保険料の免除 

富
津
館
山
道
路 

２ 



 来年度の入園を希望される方は、次のとおりお申込みください。 

◇入園該当者／①年長児 平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれの幼児 

            （現在、鋸南幼稚園に入園していない幼児） 

②年少児 平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれの幼児  

 ※該当する幼児には教育委員会から入園願いを送付しますので、必要事項を記入、押印の上、幼稚園ま

たは、教育委員会にご提出ください。 

◇申込期間／11月18日（月）～12月13日（金） 

◇問合せ先／鋸南幼稚園 ℡55-2321 

 

３ 

 館山税務署では、令和元年分の確定申告に向けて、所得税の青色申告決算書または収支内訳書の作成や

消費税等の決算方法などについて、次の日程で説明会を開催します。 

開催日時 説明対象者 会場 

12月４日（水） 午後１時30分～４時 事業所得者 
鴨川市役所７階 会議室 

（鴨川市横渚） 

12月６日（金） 午前９時30分～正午 事業所得者 
法青会館３階 会議室 

（館山市北条） 

※ご来場の際には、筆記用具をご持参ください。 

※法青会館の駐車場は台数に限りがありますので、車でのご来場はご遠慮ください。 

※席数に限りがありますので、着座できない場合があります。 

◇問合せ先／館山税務署 個人課税第１部門 横山 ℡22-0101 内線（41） 

年末調整等説明会・軽減税率制度等説明会 

 館山税務署では、給与を払う法人及び個人事業者を対象とする「令和元年分年末調整等説明会」及び「軽 

減税率制度等説明会」を次のとおり開催します。給与事務を担当されている方はご出席ください。 

開催日時 対象地域 会場 

11月５日（火） 午後１時30分～４時 鴨川市 鴨川市役所４階 会議室 

11月６日（水） 午後１時30分～４時 
鋸南町 

南房総市のうち富山地区 

鋸南町立中央公民館  

２階 講座室 

11月７日（木） 午後１時30分～４時 
館山市、南房総市のうち

富浦、三芳地区 
南総文化ホール 小ホール 

11月８日（金） 午後１時30分～４時 
南房総市のうち、千倉、

白浜、丸山、和田地区 

南房総市千倉保健センター３階 

機能訓練室 

※説明会の開始30分前より、関係用紙の配布を予定しています。 

◇問合せ先／館山税務署 源泉所得税担当 ℡22-1067 

令和２年度鋸南幼稚園入園者の募集 

決算説明会 

 

１日体験入園を行います。 

11月15日（金）午前10時～11時 

該当される方には直接通知します。 

英語を取り入れた保育も行っています。 



大切な人が突然意識を無くし、救急車で運ばれ医

師から今後の治療やケアについて問われたらあな

たはどう答えますか？ 

◇講師／亀田総合病院在宅診療科部長 大川  薫 氏 

◇日時／11月15日（金） 

午前10時00分～11時30分 

◇場所／中央公民館 ２階 講座室 

◇申込・問合せ先／地域包括支援センター  

℡50-1172 

10月１日から最低賃金が時間額923円に改正

されました。詳しくはお問い合わせください。 

◇問合せ先／千葉労働局労働基準部賃金室  

℡043-221-2328 

県教育庁南房総教育事務所では、公立小・中学

校で講師としての勤務を希望する方の登録会と

面接会を開催します。登録の有効期間は令和2年

度、令和3年度の2年間です。 

【市原地区】  

・日時／11月15日（金）  

①午前９時30分～ （受付 午前９時） 

 ②午後１時30分～ （受付 午後１時） 

・場所／市原市教育会館（市原市五井東） 

【安房地区】  

・日時／11月21日（木）午後１時～  

（受付 午後０時30分） 

・場所／南房総教育事務所安房分室（館山市北条） 

【君津地区】 

・日時／11月25日（月）午後１時～  

（受付 午後０時30分） 

・場所／君津教育会館（木更津市新田） 

【３地区合同登録会】  

・日時／12月４日（水）午後１時～  

（受付 午後０時30分） 

・場所／君津教育会館（木更津市新田） 

◇募集職種／小・中学校教員、養護教諭、学校事務職員 

※新規登録者のみ対象となります。 

◇持ち物／筆記用具、印鑑、写真（４㎝×３㎝を２

枚、６㎝×４．５㎝を３枚）、教員免許状（原本と

写し）、履歴書 

◇問合せ先／南房総教育事務所管理課  

℡0438-25-1311 

一般消費者や国内外の観光客等が購入する商

品の傾向やバイヤーが選ぶ商品のポイント等を

消費者・バイヤー視点で解説します。事業者の販

売戦略の見直しや更なる販売活動のヒントをお

伝えします。 

◇対象／地元の食材や資源を活用して商品開発

を行っている方や商品の販路を拡大したい方 

◇講習日／11月12日（火）   

◇定員／30人  

◇受講料／無料（事前申込制） 

◇時間／午後２時00分～4時20分 

個別相談会 午後4時20分～4時50分 

◇会場／みなとオアシス渚の駅たてやま 

「海辺の広場」内レクチャールーム 

◇申込締切／11月５日（火）午後5時 

◇問合せ先／（公財）千葉県産業振興センター  

℡043-299-1078 

４ 

簡単で栄養満点！初心者にもできる美味しい料

理を紹介します。 

◇講師／管理栄養士 伊藤 貴子 氏 

◇日時／11月25日（月） 

午前10時00分～午後2時30分 

◇場所／すこやか ２階 保健指導室・調理室 

◇参加費／300円（材料費） 

◇持ち物／エプロン・三角巾 

◇申込・問合せ先／地域包括支援センター  

℡50-1172 

 
首都圏のバイヤー・消費者に 

選ばれる商品の販売戦略セミナー 
令和２年度南房総教育事務所 

講師登録会 

「男の料理教室」 

 

千葉県最低賃金の改正 

「もしもの時」に備えた講座 
誰もが迎える「もしもの時」今から考えておきたいこと 

 



 狩猟期間は、11月15日（金）から令和２年２月15日（土）までです。 

 狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野山で活動する場合は、 

目立つ服装を着用し、ラジオを携帯するなど、事故防止の対策を行いましょう。 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

笑って楽しく頭と身体を動かす会～１１月予定～ 

狩猟期間が始まります 

団体名 開催日 時 間 場所 

浜げんき会 １４日、２８日 １３：３０～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 １３日、２７日 １３：３０～ 芝台青年館 

笑っはっはの会 ５日 １０：００～ 奥山公民館 

中原あやめ会 １５日 １３：３０～ 中原コミュニティセンター 

富士見クラブ ２７日 １３：３０～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 ２１日 １３：００～ 大崩公民館 

すこやか保田教室 １１日、１８日 １３：３０～ すこやか玄関前 ＊雨天中止 

すこやか勝山教室 １８日 １０：００～ 役場本庁玄関前 ＊雨天中止 

 

●今月のお薦め   今話題の本がたくさん入荷しました！！ 

★待望の合田雄一郎シリーズ最新作～「我らが少女A」髙
たか

村
むら

薫
かおる

 

★誰かに求められると、昨日よりは少し強くなれる～「虹にすわる」瀧羽
た き わ

麻子
あ さ こ

      

★友との誓いを胸に、少年は今立ち上がる～「ガラスの城壁」神永学
かみながまなぶ

 

★泣きたいときに、泣けないあなたへ～「旧友再開」重松清
しげまつきよし

 

★秘書の私が学んだこと、感じたこと～「寂聴先生、ありがとう」瀬尾
せ お

まなほ 

★芸能界の闇に、安積班が立ち向かう！～「東京湾臨海署安積班 炎天夢」今野
こ ん の

敏
びん

 

★本好きのあなたへ～「読書する人だけがたどり着ける場所」齋藤
さいとう

孝
たかし

 「まなの本棚」芦田
あ し だ

愛
ま

菜
な

 

★日本中がほっこりした感動の物語、堂々完結～「大家さんと僕これから」矢部
や べ

太郎
た ろ う

 

●児童本 

・「ころべばいいのに」ヨシタケシンスケ ・「へんしんバス」あきやまただし 

●その他新着図書 

・「神さまの暇つぶし」千早
ち は や

茜
あかね

 ・「八月のひかり」中島
なかじま

信子
の ぶ こ

 ・「愛が嫌い」町屋
ま ち や

良
りょう

平
へい

 

・「ハタからみると凪日記」光
みつ

浦
うら

靖子
や す こ

 ・「営繕かるかや怪異譚」小野
お の

不由美
ふ ゆ み

 ・「てんげつう」畠 中
はたけなか

恵
めぐみ

  

・「お願いおむらいす」中澤
なかざわ

日
ひ

菜子
な こ

 ・「氷獄」海堂
かいどう

尊
たける

 ・「呼吸する町」黒木
く ろ き

渚
なぎさ

  

・「泥の中を泳げ。テレビマン佐藤玄一郎」吉川圭三
よしかわけいぞう

 ・「女優の娘」吉川
よしかわ

トリコ  

・「風かおる」「螢草」葉室麟
は む ろ り ん

 ・「もっと言ってはいけない」 橘
たちばな

玲
あきら

 ・「へんな名前の植物」藤井
ふ じ い

義
よし

晴
はる

  

・「プラージュ」「ガラスの太陽Ｎ 」「ガラスの太陽Ｒ」誉田
ほ ん だ

哲也
て つ や

 ・「虫や鳥が見ている世界」浅間
あ さ ま

茂
しげる

 

・「鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学」松田
ま つ だ

道生
み ち お

 ・「最後の医者は桜を見上げて君を思う」二宮
にのみや

敦人
あ つ と

 

※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 

５ 



６ 

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 １４日（木） 9:00～15:00 
イオンタウン館山 

（館山市八幡） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

思春期相談 １１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 

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

℡55-4801 

弁護士相談 １３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 

権利擁護支援巡回相談 ２０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 ２０日（水） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

暮 ら し の 情 報 館  
 

３日（日）東条病院（鴨川市）     ℡04-7092-1207   

４日（月）富山国保病院（南房総市富山）℡58-0301  亀田ファミリークリニック（館山市）℡20-5520     

１０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 

１７日（日）鋸南病院          ℡55-2125 

２３日（土）鋸南病院          ℡55-2125 

２４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。 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

ＰＴＡ資源回収日は 
11月６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。 

７日（木） 子育て広場イベント（パクパクアドバイス）   10:00～（中央公民館）   ＊食育月間・IH調理かんたんおやつ 

９日（土） 道の駅保田小学校文化祭 2019         9:00～（道の駅保田小学校） 

１０日（日） 道の駅保田小学校文化祭 2019          9:00～（道の駅保田小学校） 

１２日（火） ポールウォーキング教室【保田海岸方面】   10:00～（集合：中央公民館前） 

１４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）      ＊インフルエンザ対策・読み聞かせ 

１５日（金） いきいき学級                 10:00～（中央公民館）    

１６日（土） 味わいハイキング 秋の恒例ロングハイキング  09:00～（道の駅保田小学校） 

２１日（木） 保育所開放（乗り物ごっこ・避難訓練）        10:00～（鋸南保育所）   ＊なかよし広場共催 

２６日（火） ポールウォーキング教室【元名方面】     10:00～（集合：すこやか玄関前） 

２８日（木） 子育て広場イベント（お楽しみ箱）      10:00～（中央公民館）   ＊リズムとお話の森「オレンジ」 

※３日（日） きょなん地美恵ＢＢＱ大会は中止となりました。            

○国保・後期高齢者・介護保険料（第４期） 

納期限10月31日（木） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

      


