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被災地復興支援コンサート 

音楽で被災地を支援する会では、被災地支援として、

町でコンサートを開催します。お気軽にご参加くださ

い。 

◇日時／２月15日（土）午後２時から 

午後１時30分開場 

◇場所／中央公民館 

◇プログラム／「威風堂々」他全12曲を予定 

◇参加費／無料 

◇主催／音楽で被災地を支援する会  

代表 眞山 美保 氏 

◇問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-2120 

 

はじめてのＳＮＳ！～使ってみましょう～ 

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）は、

情報伝達手段として必要不可欠となっています。昨年

の台風15号による被災では、Twitterをはじめとした

ＳＮＳにより多くの方に情報が伝わり、各地から多く

の支援をいただきました。 

「でも、ＳＮＳって、どんなもの？」という方を対

象に教室を開催します。 

◇日時／①２月13日（木）午前10時～11時30分 

    ②２月14日（金）午後１時30分～３時 

◇場所／中央公民館 ２階 視聴覚室 

◇対象／ＳＮＳを使ってみたい方 

◇定員／各日15名程度   

◇持ち物／スマートフォン 

◇講師／地域おこし協力隊 清水 多佳子 氏 

◇受付／１月27日（月）～ 土日祝日は除く 

◇申込・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

※両日とも同じ内容となります。 

 

 

国民年金の加入 

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金

に加入したことをお知らせします。忘れずに加入の手

続きをお願いします。保険料が未納のままだと、年金

を受け取ることができない場合があります。なお、学

生の方や収入等がなく保険料の支払いが困難な場合

は次の制度を活用できます。 

【学生納付特例制度】 

 学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶

予されます。 

【納付猶予制度】 

 50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額

以下の場合に保険料の納付が猶予されます。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

2020年農林業センサス 

 農林水産省では、令和２年２月１日現在で、全国一

斉に2020年農林業センサスを実施します。 

 この調査は、農林業の政策に役立てるため、５年ご

とに実施される大切な調査です。 

 農林業を営む皆さまのお宅や会社等に調査員が伺

い、農林業の経営状況などについて、調査票へ記入を

お願いしますのでご協力をお願いします。 

◇問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801 

 

ごみ・し尿処理手数料が変わります 

 消費税が８％から10％に引き上げられたことに伴い、

４月１日から、ごみ・し尿処理手数料が改定されます。 

３月31日までの作業分は改定前の料金となります。 

 なお、改定後の料金については、お問合せください。 

◇問合せ先／鋸南地区環境衛生組合 ℡55-0329 

      大谷クリーンセンター ℡57-2646 
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令和２年度町県民税の申告・令和元年分所得税等の確定申告 

２月17日（月）から３月16日（月）まで、町県民税の申告及び所得税等の確定申告を受け付けます。 

 申告の内容は、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出・軽減の判定、国民年金保険料

の免除申請、保育料の算出等でも必要となりますので、必ず申告してください。 

 

 

 

 

 
 

 

 マイナンバー・本人確認書類が必要です 

【マイナンバーカードをお持ちの方】 

カードをお持ちください。 

【マイナンバーカードをお持ちでない方】 

マイナンバーを 

確認できる書類 
本人確認書類 

次のうちいずれか１つ 

・通知カード 

・住民票 

（マイナンバーが記載さ

れているもの） 

次のうちいずれか１つ 

・運転免許証 

・パスポート 

・健康保険証 など 

 

 町県民税の申告が必要な方 

令和２年１月１日現在、町に居住している方で、次のい

ずれかに該当する方 

①令和元年中に所得がなく、所得税・町県民税の申告上、

誰の扶養にもなっていない方 

②町外に居住する方の扶養になっている方 

③令和元年中の所得が非課税所得のみで、配偶者控除また

は扶養控除の対象になっていない方 

④２ヶ所以上から給与を受けている方 

⑤給与以外に所得のある方（営業等・農業・不動産等） 

⑥令和元年中に退職した給与所得者で、再就職していない方 

⑦雑損・医療費控除等がある方 

※④～⑦に該当する方は、確定申告が必要な場合があります。 

※公的年金等のみの支給を受けている方は、通常、申告す

る必要はありませんが、日本年金機構等へ報告した扶養

人数に異動が生じた場合、自分で支払った社会保険料や

国民健康保険料等がある場合、障害者控除の追加などの

場合には所得金額から控除されますので申告してくだ

さい。 

※複数の公的年金等の支給を受けている方は、申告が必要

な場合があります。 

 申告に必要なもの 

・印鑑（認印可） 

・障害者手帳（障害者控除を受ける方のみ） 

・申告者本人名義の振込先（所得税が還付される方の

み） 

・収入や経費が確認できる書類（源泉徴収票（原本）・

収支明細書など） 

・所得から控除できるものが確認できる書類 

（令和元年中に支払った保険料等の控除証明書また

は領収書） 

※医療費控除を受ける方は、医療費の領収書の集計・

医療費通知を持参してください。 

※収支の計算・集計をお願いします。未計算の場合、申

告会場で各自の計算をお願いしています。 

 

 次に該当する方は館山税務署での申告です 

①令和元年中に譲渡所得・資産交換等のあった方 

②令和元年中に新規に住宅（居住用）を取得した方、ま

たは増改築をした方で、住宅借入金等特別控除を受

けようとする方 

 

 令和元年の災害により被災された方へ 

住宅等が被災した方は、控除が受けられる場合があ

ります。 

＜確定申告に必要なもの＞ 

・被災した住宅の取得年月、床面積及び自家用車の取

得年月などが分かるもの 

・保険金等で補填される金額がある場合、この金額の 

分かる書類 

・罹災（被災届出）証明書の写し等 

 （被害状況がわかる資料など） 

受付日程表は３ページのとおりです。 
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 申告受付日程表 

月  日 対 象 地 区 会   場 受付時間 

２月１７日（月） 本郷浜・中道台 

ボランティアセンター 

（保健福祉総合センター 

すこやか隣） 

午前９時～ 

午後３時 

  １８日（火） 芝台・中原 

  １９日（水） 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月 

  ２０日（木） 元名・吉浜 

  ２１日（金） 小保田・市井原・横根 

  ２５日（火） 大六・中佐久間  

 

役場３階大会議室 

※土・日曜日を除く 

 

 

午前９時～ 

午後４時 

  ２６日（水） 上佐久間・奥山・大崩 

  ２７日（木） 両向・本郷 

  ２８日（金） 田町・町 

３月 ２日（月） 内宿・仁浜・岩井袋 

   ３日（火） 竜島 

     ４日（水） 

～ １６日（月） 
町内全地区 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

奨学生募集 

教育委員会では、経済的な理由で修学が困難な方を対

象に奨学生を募集します。 

◇募集人員／５名程度 

◇応募資格／町に住民登録されている方、またはその         

保護者が町に住民登録されている方で、町奨学資金貸

付基金条例及び規則に該当する方 

◇貸付額／ 

 修学金 入学準備金 

高等学校・高等

専門学校等 
月額１万円以内 ３万円以内 

大学等 月額３万円 20万円以内 

◇貸付期間／令和２年４月から正規の修学期間が終了 

する月まで 

◇返還方法／貸付終了１年後から貸付を受けた期間の  

２倍以内の期間 

◇申請方法／２月３日（月）～28日（金）までに申請書    

類を教育委員会に提出してください。 

 ※申請書類は教育委員会に用意してあります。 

◇申込・問合せ先／教育課教育総務室 ℡55-2120 

 

 

千葉県生涯大学校学生募集 

 県生涯大学校では、健康づくり、仲間づくりを通じて

の社会参加を応援するため、令和2年4月に入学する学

生を募集します。 

◇応募条件／県内在住の原則として60歳以上の方 

◇募集期間／２月10日（月）～2月28日（金） 

◇願書配布場所／生涯大学校各学園・県高齢者福祉 

課・安房地域振興事務所・役場保健福祉課 

◇問合せ先／県生涯大学校事務局 ℡043-266-4705 

 

出会い応援サポーター募集 

結婚を希望する独身男女の出会いを応援する「出会い

応援サポーター」を募集します。 

◇募集人員／８名 

◇任期／令和２年４月１日～令和３年３月31日 

◇職務内容／①定例会（毎月20日ごろ）への出席 

      ②出会い応援イベントの企画・運営等 

◇募集期間／２月３日（月）～３月27日（金）まで 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

※当日、都合が合わない場合は対象 

地区以外の日でも受付できます。 



４ 

ヘルスバレーボール大会参加者募集 

 ヘルスバレーボールは、大きなラグビーボール型

の柔らかいボールを使用したバレーボール形式のス

ポーツです。ゲームの合間にボッチャ（目標球にボール

をいかに近づけるかを競うパラリンピック正式種目）対決も予

定しています。ぜひ参加してみませんか？ 

◇日時／３月１日（日） 受付 午前9時～  

◇場所／鋸南中学校体育館 

◇参加資格／町在住・在勤の中学生以上 

１チーム６名編成（４～５名でも可能） 

◇申込方法／Ｂ＆Ｇ海洋センターへ電話またはＦＡ  

Ｘでお申し込みください。 

※ＦＡＸの場合はチーム名・代表者氏名・連絡先を    

記載してください。 

◇参加費／無料  ◇申込締切／２月16日（日）まで   

◇主催／町スポーツ推進委員連絡協議会 

◇問合せ先／Ｂ＆Ｇ海洋センター  

℡55-4411 ／ FAX55-4450 

 

見えない・見えにくい方に関する講演会・相談会 

 目が「見えない」「見えにくい」という方を対象に

講演会・相談会を開催します。ぜひご参加ください。 

◇日時／２月16日（日）午前10時～午後３時 

◇場所／安房教育会館（館山市北条） ２階 大ホール 

◇内容／【午前】講演会「見えない壁だって越えられる」 

講師 現役視覚障害フリークライマー 

   視覚障害リハビリテーション協会理事 

小林 幸一郎 氏 

【午後】相談会「見えない・見えにくいに関するなん

でも相談会」 

・生活相談・就労相談・日常生活用具相談・ピア相談 

◇主催・問合せ先／視覚障害者とご家族のための会 

あわの虹 ℡090-5577-3162 

 

心の健康相談窓口 

 心の悩みを抱えていませんか？安房健康福祉セン

ター（安房保健所）では精神保健福祉相談員、保健師、

嘱託医師による相談を受け付けています。無料で、ど

なたでもご相談いただけます。 

◇受付日時／月～金曜日 午前９時～午後５時 

◇問合せ先／安房健康福祉センター ℡22-4511 

文化・芸術鑑賞教室～皇居を参観しましょう！～ 

公民館では、第２回目の文化・芸術鑑賞教室を開催

します。 

明治天皇以降、歴代の天皇のお住まいであり、日本

の中心である皇居を身近に感じ、また、江戸の文化も

見て、聞いて、そして食します。 

◇日時／３月17日（火）   

◇行先／皇居（東京都千代田区） 

◇参加費／3,500円程度（昼食代（江戸行楽重）含む） 

◇交通手段／社会教育バス  ◇定員／25名（先着順） 

◇申込期間／２月３日（月）午前８時30分～２月６日（木） 

 ※期間を過ぎてのお申し込みはできません。 

※２ｋｍ程度を歩くコースを予定し、昼食も含め、

参加者全員で同一行動となります。 

 ※参加者とりまとめ後、詳細をご連絡します。 

◇申込・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 

大麻に関する誤った情報に注意！ 

２月は「千葉県薬物乱用防止広報強化月間」です。

近年、インターネットを中心に、「大麻は害がない」

「タバコより安全である」などの誤った情報が流れ、

若年層の大麻検挙者が増加しています。大麻は幻覚

作用、記憶障害、学習能力の低下、知覚の変化などを

引き起こす危険な薬物です。間違った情報に流され

ず、正しい知識を持ちましょう。 

◇薬物の相談機関／県薬務課、保健所、県精神保健福

祉センター、警察署 

◇問合せ先／県薬務課 ℡043-223-2620 

 

１１０番通報のご案内 

 緊急な事件・事故があったときに110番通報をす

ると、県警本部通信指令室につながります。県警では、

通報内容を聞きながら、同時に警察官やパトカーな

どの手配を行っています。 

 110番通報では、慌てず、落ち着いて話してください。 

◇緊急時以外の相談先／県警察本部相談サポートコーナー 

℡043-227-9110 

◇問合せ先／県警察本部通信指令課  

℡043-201-0110 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会～２月予定～ 

 

 

団体名 開催日 時 間 場 所 

浜げんき会 １３日、２７日 １３：３０～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 １２日、２６日 １３：３０～ 芝台青年館 

笑はっはの会 ４日 １０：００～ 奥山公民館 

中原あやめ会 ２１日 １３：３０～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 ２１日 １０：３０～ 鋸東コミュニティセンター 

友遊会 １１日、２５日 １０：００～ 中道台コミュニティセンター 

富士見クラブ ２６日 １３：３０～ 大帷子下コミュニティセンター 

町３区の会 ５日、１９日 １３：３０～ 仁浜区コミュニティセンター 

ききょうの会 １１日 １３：３０～ 本郷上公民館 

すこやか保田教室 
１０日（親睦会） １０：００～ 

すこやか 
３日、１７日（気功） １３：３０～ 

すこやか勝山教室 
３日 １０：００～ 役場正面玄関前 ＊雨天中止 

１７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 ２０日 １３：３０～ すこやか玄関前 ＊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！！ 

★第162回直木賞候補作品～「熱源」川越
かわごえ

宗一
そういち

 「スワン」呉
ごう

勝
かつ

浩
ひろ

 「背中の蜘蛛」誉田
ほ ん だ

哲也
て つ や

  

「落日」 湊
みなと

かなえ（入荷済み） 「嘘と正典」小川
お が わ

哲
さとし

（後日入荷予定） 

★未来につながる、パスがある。～「ノーサイド・ゲーム」池井戸
い け い ど

潤
じゅん

 

★僕らの女神、コイズミを1位にする～「オートリーバス」 高崎
たかはし

卓
たく

馬
ま

 

★天童作品史上最も笑えて、最も暖かい物語～「巡礼の家」天童
てんどう

荒
あら

太
た

 

★日本人の美意識の原点・意訳で楽しむ古典全３巻～「平家物語」3巻 木村
き む ら

耕一
こういち

 

★人生の最後に食べたい〈おやつ〉はなんですか？～「ライオンのおやつ」小川
お が わ

糸
いと

 

★喪失
ロ ス

すらも愛せばいい！？～「ロス男」平岡
ひらおか

陽明
ようめい

 

★死者との再会を叶える使者
ツナグ

・歩美の７年後とは～「ツナグ 想い人の心得」辻村
つじむら

深
み

月
づき

 

★読書で心も体もリラックス～「97歳の悩み相談」瀬戸内
せ と う ち

寂 聴
じゃくちょう

 「ひとりで生きる」伊集院
いじゅういん

静
しずか

  

「心」稲森
いなもり

和夫
か ず お

 「達人サウナ術」大久保
お お く ぼ

徹
とおる

 「かけ湯くん」松本
まつもと

英子
え い こ

 「発酵野郎」鈴木
す ず き

成宗
なりひろ

 

●児童本 

・「きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ」荒井良二
あらいりょうじ

 

●その他新着図書 

・「昔話法廷Season４」ＮＨＫＥテレ〈昔話法廷〉制作班 ・「私の家」青山
あおやま

七重
な な え

 ・「最果ての決闘者」逢坂
おうさか

剛
ごう

 

・「某」川上
かわかみ

弘美
ひ ろ み

 ・「妻の終活」坂井
さ か い

希
き

久子
く こ

 ・「黄金列車」佐藤
さ と う

亜紀
あ き

  

・「プルースト効果の実験と結果」佐々木
さ さ き

愛
あい

 ・「生命式」村田
む ら た

沙耶佳
さ や か

 ・「夜はおしまい」島本
しまもと

理生
り お

  

・「死にゆく者の祈り」中山
なかやま

七里
し ち り

 ・「欺
だま

す衆生」月村
つきむら

了
りょう

衛
え

 ・「ダイエットの神様」 南
みなみ

綾子
あ や こ

  

・「わたしは哺乳類です」リアム・ドリュー ・「無私の日本人」磯田
い そ だ

道史
みちふみ

 

※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 



１日（土） 安房地区社会教育振興大会           13:00～（中央公民館） 

２日（日） 佐久間ダム公園周辺桜環境美化活動      08:30～（佐久間ダム公園） 

狩猟エコツアー「解体ワークショップ」    10:00～（道の駅保田小学校・大帷子地区） 

 ４日（火） ポールウォーキング教室【保田川方面】    10:00～（集合：すこやか正面玄関前） 

５日（水） 保育所開放（外遊び）            10:00～（鋸南保育所） 

８日（土） 狩猟エコツアー「けもの道トレッキング」   10:00～（横根地区） 

      出会い応援交流会              18:00～（さなぶり） 

９日（日） 味わいハイキング「祝富山ハイキング」    09:00～（南房総市・富山） ＊役場集合 

１３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）   ＊子どもの下痢・読み聞かせ 

１５日（土） 頼朝桜まつり                10:00～（中央公民館）   ＊３月８日（日）まで 

２０日（木） 子育て広場イベント（なかよし広場）     10:00～（中央公民館）   ＊ひなまつりの飾りを作ろう 

２８日（金） 乳児前期健診                13:00～（すこやか）    ＊対象児R1.7.1～R1.10.31生まれ 

６ 

暮 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 

思春期相談 １３日（木） 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 

心配ごと相談 １７日（月） 13:30～16:00 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 １９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 １９日（水） 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 ２１日（金） 10:00～15:00 
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 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

２日（日）東条病院（鴨川市）     ℡04-7092-1207 

９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 

１１日（火）館山病院（館山市）     ℡22-1122  石川外科内科クリニック（鴨川市） ℡04-7092-5210 

１６日（日）鋸南病院          ℡55-2125  鈴木内科クリニック（館山市）   ℡22-8880 

２３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 

２４日（月）富山国保病院（南房総市富山）℡58-0301 

☆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。 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

 第８期：納期限 ３月２日（月） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

住民保険室 ℡55-2112 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

ＰＴＡ資源回収日は２月５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。 


