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確定申告の期限が延長されました 

 新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、所

得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告及び納付期

限が４月16日（木）まで延長されました。 

 なお、町での確定申告は３月16日で終了しました

ので、館山税務署で申告をお願いします。 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

いきいき学級（高齢者学級）生募集 

 教育委員会では、来年度も「いきいき学級」を開催

します。この学級は、共に楽しく学び、相互の親睦を

深め、「明るく健康で、心豊かな、生きがいのある生活」

の達成を目的としています。年齢・男女問わず、特に

男性の方々のご応募をお待ちしております。 

◇回数／年間12回程度（４月～３月まで） 

◇時間／午前10時～11時30分まで  

 ※学習内容により変更することがあります。 

◇場所／中央公民館（移動学習の場合は現地） 

◇内容／町のこと・食と健康・歴史や文化・軽スポー  

ツ・歌・体験学習・移動教室等 

◇送迎バス／バスによる送迎ができます。応募の際に、

遠慮なくお問合せください。 

◇参加条件／お一人で参加できる方、団体行動が可能な方。 

◇応募方法／氏名・住所・電話番号・生年月日・バス

乗車場所を問合せ先までご連絡ください。 

◇応募締切／４月10日（金）まで 

◇応募・問合せ先／教育委員会 ℡55-2120 

 

桜まつり「にぎわいイベント」の中止 

 ４月５日（日）に佐久間ダム公園で開催を予定して

いた桜まつり「にぎわいイベント」は新型コロナウイ

ルスの感染拡大を予防するため中止します。 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 

 

犬の登録及び狂犬病予防注射 

 ４月３日（金）に犬の登録及び狂犬病予防注射を実

施しますので、最寄りの会場で必ず受けてください。

登録済の犬の飼い主の方には、問診票等を後日発送し

ます。なお、登録されていない犬の予防注射には問診

票が必要ですので、問合せ先までご連絡ください。 

◇時間・場所／ 

時 間 場 所 

０９：３０～０９：４０ 大六コミュニティセンター前 

０９：５０～１０：００ 吉浜駐在所前 

１０：１０～１０：３０ 中道台観音寺境内 

１０：４０～１０：５０ 元名青年館前 

１１：００～１１：１０ 本郷上公民館前 

１１：２０～１１：３０ 鋸東コミュニティセンター前 

１１：４０～１１：５０ 大崩公民館前 

１２：００～１２：１０ 奥山バス停前 

１３：２０～１３：３０ 勝山神社前遊園地 

１３：４０～１３：５０ 竜島神明神社境内 

１４：００～１４：１０ 岩井袋第一コミュニティセンター前 

１４：２５～１４：３５ 本郷コミュニティセンター前 

１４：５０～１５：００ 中佐久間公民館前 

１５：１０～１５：２０ 旧ＪＡ安房佐久間支店前 

１５：３０～１５：４０ 上佐久間中組コミュニティセンター前 

◇料金／おつりのないようにお願いします。 

①予防接種        3,500円 

  注射手数料      2,950円 

  注射済票交付手数料   550円 

②登録手数料       3,000円 

◇注意事項／ 

・犬をしっかり押さえられる方がお連れください。 

・雨天の場合は延期することがあります。延期の場合

は、防災行政無線でお知らせします。 

・犬のふんは、必ず飼い主が処理をしてください。 

・６月の集合注射はありません。４月のみとなります。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 
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２ 

～国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険加入者の方へ～ 

台風１５号等で被災された方の医療費・介護サービス利用料の免除・還付 

台風の被災により、一定の基準に該当する方は、医療機関等の窓口負担の免除・還付を受けることができます。 

 窓口負担の免除（これから受診または利用する場合）      

◇対象者／台風の被災により、次のいずれかに該当する方 

・住家が半壊以上の被害を受けた方 

・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負われた方 

・主たる生計維持者の行方が不明である方 

・主たる生計維持者が業務を廃止または休止された方 

・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

◇期間／令和２年９月30日（水）までの受診（利用）分 

◇免除を受ける方法／ 

【令和２年３月31日（火）までの受診（利用）分】 

 医療機関等の窓口で、口頭で申告してください。 

【令和２年４月１日（水）～９月30日（水）までの受診（利用）分】 

 ３月末までに対象となる方に「免除証明書」を発送します

ので、医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示してください。 

※証明書が届かなかった方は次の書類を持参して、

４月１日（水）以降に窓口で申請してください。 

  保険証・申請書（役場窓口備え付け）・罹災証明

書等の被災状況がわかる書類・印鑑 

 

 

労働基準監督官採用試験 

 労働基準監督官は、労働者が安心して働ける職場

環境の実現を任務とする専門職の国家公務員です。 

◇受付期間／３月27日（金）～４月８日（水） 

◇申込方法／インターネットで検索して、お申し込

みください。 

◇問合せ先／千葉労働局労働基準部監督課  

℡043-221-2304 

 

笑楽の湯 トイレ改修工事 

 ４月末までの間、老人福祉センター「笑楽の湯」の

１階及び２階のトイレ改修工事を行っています。ご

利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご協力

をお願いします。 

◇問合せ先／老人福祉センター「笑楽の湯」 ℡55-8830 

 

 一部負担金等の還付（すでに支払いが済んでいる場合）   

 ４月１日（水）から役場窓口で申請することにより、

還付を受けることができます。 

◇対象者／「窓口負担の免除」と同じです。 

◇期間／被災日（介護サービス利用料は被災月）以降

に受診または利用したもの 

◇申請に必要なもの／保険証・申請書（役場窓口備え付

け）・免除証明書（お持ちでない方は同時に申請してくだ

さい）・振込先口座が確認できるもの（国保は世帯主名義、

後期・介護は本人名義）・印鑑・医療機関等が発行した領

収書（領収書がない場合は、再発行してもらってくださ

い。再発行できない場合は、ご相談ください。） 

◇その他／ 

・保険適用外の診療は対象外です。 

・高額医療費等の支給を受けている場合は、高額医 

療費等を控除した額が還付されます。 

・所得税の確定申告、住民税申告の際の医療費控除に還

付額を含めている方は、申告内容の修正が必要です。 

 

 

被災相談窓口開設予定（４月） 

台風の被災による住宅の応急修理等の相談窓口を

次のとおり開設します。 

日 月 火 水 木 金 土 

／ ／ ／ 
１ 
× 

２ 
  

３ 
  

４ 
× 

５ 
× 

６ 
  

７ 
  

８ 
× 

９ 
  

10 
  

11 
× 

12 
× 

13 
  

14 
  

15 
× 

16 
  

17 
  

18 
× 

19 
× 

20 
  

21 
  

22 
× 

23 
  

24 
  

25 
× 

26 
× 

27 
  

28 
  

29 
× 

30 
  

／ ／ 

◇時間／午前９時～午後４時   

◇場所／役場 １階 食堂 

 ※都合が合わない場合はご相談ください。 

◇相談内容／住宅の応急修理に関すること（家屋の被  

害状況が半壊または一部損壊の場合）、みなし仮設賃

貸住宅に関すること、生活再建支援制度に関すること 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

◇申込み・問合せ先／【国保・後期】税務住民課住民保険室 ℡55-2112 【介護】保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 



３ 

標準農作業賃金・機械作業料金 

 町農業委員会では、令和２年度の標準農作業賃金・

機械作業料金等の標準額を次のとおり定めました。 

種別 賃金・料金 

水田作業 
7,600円／１日 

950円／１時間 

畑作業 

果樹収穫作業 

7,440円／１日 

   930円／１時間 

耕耘機 

（未） 
耕起  9,500円／10ａ 

代かき 9,300円／10ａ 

（ほ） 
耕起  6,500円／10ａ 

代かき 6,300円／10ａ 

トラクター 

耕起 6,000円／10ａ 

代かき 6,400円／10ａ 

（田植可能まで） 

畔塗り   63円／１ｍ 

稲刈り 

バインダー 

8,200円／10ａ 

（結束用縄含む） 

植付 

（田植機） 

乗用 7,300円／10ａ 

歩行用 6,100円／10ａ 

育苗 850円／１箱（配送料別途） 

ハーベスター 06,500円／10ａ 

コンバイン 17,300円／10ａ 

・１日あたり実働８時間、食事代は含まない。 

・機械使用の農作業は、オペレーター１人付料金。 

・本年度の千葉県最低賃金は１時間あたり923円。 

・（未）は、ほ場未整備田。（ほ）は、ほ場整備済田。 

・上記はあくまで目安です。農地の状況によりお互いに話   

し合い、納得の上で農作業受委託を行ってください。 

◇問合せ先／農業委員会（地域振興課内） ℡55-4805 

 

ベルマークを集めています 

 社会福祉協議会では、収集ボランティア活動の１つ

としてベルマークを集めています。ベルマークは社会

福祉協議会へお持ちいただくか、小・中学校や中央公

民館に置いてある収集ボックスに入れてください。皆

さまのご協力をお願いします。 

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174 

 

令和元年度鋸南町鳥獣被害対策 

優良活動表彰の表彰候補者募集 

 町では、鳥獣被害対策の推進を図るため、地域への

貢献が顕著であると認められる個人及び団体を表彰

する「鳥獣被害対策優良活動表彰」の候補者を募集し

ます。 

◇応募方法／実施要領を確認し、応募用紙に必要事項

を記入して地域振興課へ提出してください。 

※実施要領及び応募用紙は、地域振興課窓口に備え   

付けのほか、町ホームページからもダウンロード

できます。 

◇対象期間／平成31年４月１日～令和２年３月31日 

◇応募期間／３月23日（月）～４月17日（金）まで 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

ちばアクアラインマラソン2020 

「地域振興枠」の募集 

 ちばアクアラインマラソン2020では、地域間交流

と地域の活性化を図るため、優先的に出場権を得るこ

とができる「地域振興枠」の参加者を募集します。 

◇開催日／10月18日（日） 

◇募集人数／２人 

◇参加料／フルマラソン（42.195km） 13,500円 

ハーフマラソン（21.0975km）    10,500円 

車いすハーフマラソン（21.0975km）10,500円 

◇参加資格／ 

①平成14年４月１日以前に生まれた方で、制限時 

間内に完走できる方。 

※制限時間は、フルマラソン６時間、ハーフマラソ

ン３時間10分、車いすハーフマラソン１時間10分。 

②車いすは、レース仕様の車いすでの参加に限る。健 

常者の参加は不可。 

③単独走行が困難な障害のある方は、伴走者（介護者）

を帯同することができる。 

※伴走者の手配は参加者が行い、盲導犬の伴走は不可。 

◇応募締切／３月29日（日）まで 

※応募多数の場合は抽選により参加者を決定します。 

◇応募・問合せ先／Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡55-4411 



４ 

安房郡市よい歯のコンクール 
 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／４月１日現在で80歳以上の方で自分の歯

が20本以上ある方（かぶせた歯、さし歯も可） 

【親子の部】 

◇対象／令和元年度に３歳児健康診査を受けた虫歯

のないお子さんと親 

【応募期間】４月６日（月）～４月24日（金） 

      ※電話でお申し込みください。 

【コンクール】６月11日（木）午後１時30分～４時 

      保健福祉総合センター「すこやか」 

◇申込み・問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

令和２年度前期技能検定 
技能検定は、働く方々の有する技能を一定の基準

により検定し、国として証明する国家検定制度です。 

 合格者には合格証書が交付され、技能士と称する

ことができます。 

◇試験日／６月８日（月）～９月13日（日）の指定する日 

◇試験方法／検定職種ごとに実技試験と学科試験 

◇実施職種／１級・２級・３級及び単一等級（造園・機械    

加工・電子機器組立て・とび・塗装など51職種80作業） 

◇受検手数料／実技18,200円  学科3,100円 

◇受付期間／４月６日（月）～17日（金） 

◇問合せ先／県職業能力開発協会技能検定課  

℡043-296-1150 

 

千葉県労働相談センター 

 賃金不払い・解雇、職場の人間関係などに伴うメン

タルヘルスの悩みなど労働問題全般について、問題

解決に向けた具体的なアドバイスを無料で行います。 

◇相談内容・日時／ 

【一般労働相談】平日午前９時～午後５時（面談また

は電話相談）、午後５時～８時（原則電話相談、面

談は要予約で月１回） 

【弁護士との面談による相談】原則毎月第１・３金曜

日午後１時～３時 ※要予約 

【働く人のメンタルヘルス相談】原則毎月第４水曜

日午後５時30分～７時30分（面談または電話相

談） ※要予約 

◇問合せ先／県労働相談センター ℡043-223-2744 

危険物取扱者試験・受験者講習会 

【危険物取扱者試験】 

◇試験日／６月14日（日）   

◇場所／県立館山総合高等学校（館山市北条） 

◇受験料／甲種6,600円 乙種4,600円 丙種3,700円 

◇願書受付／（一財）消防試験研究センター千葉県支部 

◇受付期間／ 

（電子申請）３月30日（月）～４月17日（金） ※24時間対応 

（書面申請）４月２日（木）～４月20日（月） ※土・日を除く 

【試験のための受験者講習会】 

◇講習日／４月30日（木） 

◇場所／館山市コミュニティセンター（館山市北条） 

◇受講料／6,500円（テキスト代2,800円含む） 

 ※乙種第４類の問題集は別売り1,700円です。 

◇受付期間／４月８日（水）～４月20日（月）  

※土・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（館山市北条）・鋸南分署 

◇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 

 

「ちょこボラ」始まります！ 
掃除や買い物など日常生活の支援が必要な方を対

象に、地域の皆さんがサポーターとなって手助けす

る「ちょこボラ」を４月１日（水）から開始します。 

◇利用できる方／介護保険法に基づく要支援１、２

の認定者の方または地域包括支援センターが実施

する「基本チェックリスト」の所定の項目に該当し

た方。 

◇支援内容／洗濯・掃除・調理・買い物・ゴミ出し等 

◇利用料金／１回あたり200円 

 ※ゴミ出しの場合は１回あたり100円です。 

 ※１か月あたりの利用上限は1,000円です。 

◇利用可能日時／平日午前８時30分～午後４時 

 ※土日祝日・年末年始は除きます。 

◇利用方法／担当のケアマネージャーまたは地域包        

括支援センターにご相談ください。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

 



笑って楽しく頭と身体を動かす会～４月予定～ 
 

団体名 開催日 時 間 場 所 

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

※すこやか勝山教室・すこやか保田教室・各地区での教室は、新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、 

４月の予定は未定です。実施の可否は、地域包括支援センターまでお問合せください。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

５ 

悪質なマルチ取引にご注意！ 

マルチ取引とは、会員となった人が商品やサービス

を販売すると同時に新たな会員を勧誘し、買い手が増

えるごとに利益が入る取引形態です。 

扱われる商品・サービスは、健康食品や化粧品、情

報商材などさまざまです。必ずもうかると誘われます

が、買い手は簡単には見つかりません。サークルや会

社の同僚・先輩、ママ友など断りにくい人から誘われ

ても、遠慮せずに断りましょう。契約した場合でも、

一定期間内であればクーリング・オフができます。対

応にお困りの際はご相談ください。 

◇問合せ先／県消費者センター ℡047-434-0999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミのポイ捨てはやめましょう！ 
町では、環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ

捨ての啓発や不法投棄監視員によるパトロールを行う

など、ゴミのポイ捨て防止に努めています。 

 しかし、人目のつきにくい場所や道路沿いでは、コ

ンビニの袋・空き缶・ペットボトルなどのゴミのポイ

捨てが多く見受けられます。清潔で美しい町を維持し

ていくためにも、ゴミのポイ捨ては絶対にしないよう

に心がけましょう。皆さまのご協力をお願いします。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

 

 

 

 

 

 

●今月のお薦め  話題の新刊本ぞくぞく入荷！！ 

★第56回文藝賞受賞作・痛みと切なさを描く20歳の才器～「かか」宇佐美
う さ み

りん 

★原田
はらだ

マハのアートな世界を満喫～「風神雷神」上下「常設展示室」「サロメ」 

★新宿鮫が帰ってきた！～「暗約領域 新宿鮫XI」大
おお

沢
さわ

在
あり

昌
まさ

 

★突っ走る！行先はたぶん未来～「イマジン？」有川
ありかわ

ひろ 

★70年の沈黙を破り、彼女たちは証言した～「女たちのシベリア抑留」小
こ

柳
やなぎ

ちひろ 

★伝説の女商人、大浦慶の生涯を描く～「グッドバイ」朝
あさ

井
い

まかて 

★越すか越さぬか、箱根の関。ここは人生の選択を迫る場所～「せき越えぬ」西
さい

條
じょう

奈
な

加
か

 

★第35回日産童話と絵本のグランプリ大賞受賞作～「ぴのちゃんとさむさむねこ」松
まつ

丘
おか

コウ  

「くじらすくい」水
み

凪
なぎ

紅
く

美子
み こ

 

●児童本 

・「ぼくはくるま、みんなもくるま」高
たか

橋
はし

祐
ゆう

次
じ

 ・「北極サーカス」庄
しょう

野
の

ナホコ 

●その他新着図書 

・「プチプラ防災」辻
つじ

直
なお

美
み

 ・「雪と氷の図鑑」武
たけ

田
だ

康
やす

男
お

 ・「深淵
しんえん

の怪物」木江
き の え

恭
きょう

 

・「黒
くろ

武
たけ

御
ご

神
じん

火
か

御
ご

殿
てん

」宮部
み や べ

みゆき ・「竜になれ、馬になれ」尾
お

﨑
ざき

英
えい

子
こ

 ・「ぷくぷく」森
もり

沢
さわ

明
あき

夫
お

  

・「あたしたち、海へ」井上
いのうえ

荒
あれ

野
の

 ・「ぼくは明日」朝
あさ

倉
くら

かすみ ・「教場２」長
なが

岡
おか

弘
ひろ

樹
き

 

・「ものは言いよう」ヨシタケシンスケ ・「ブラック・マリア」鈴
すず

川
かわ

紗
さ

以
い

  

・「うつくしが丘の不幸の家」町
まち

田
だ

そのこ ・「土に贖
あなが

う」河
かわ

﨑
さき

秋
あき

子
こ

 ・「緋
ひ

の河」桜
さくら

木
ぎ

柴
し

乃
の

  

・「甘夏とオリオン」増
ます

山
やま

実
みのる

 ・「動物たちの内なる生活」ペーター・ヴォールレーベン  

・「家畜化という進化」リチャード・Ｃ・フランシス 

※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 



７日（火） 鋸南中学校入学式              10:00～（鋸南中学校） 

      ポールウォーキング教室【佐久間ダム方面】  10:00～（集合：佐久間ダム公園） 

８日（水） 鋸南幼稚園入園式              09:00～（鋸南幼稚園） 

      鋸南小学校入学式              10:00～（鋸南小学校） 

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

２１日（火） ポールウォーキング教室【下佐久間方面】   10:00～（集合：役場正面玄関前） 

２４日（金） 乳児後期健診                13:00～（すこやか）  ＊対象児R1.6.1～R1.9.30 

※４日（土）味わいハイキング「お花見ハイキング」、５日（日）桜まつり「にぎわいイベント」は中止となりました。 

※新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、誌面で紹介したイベントは中止や内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

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 

家庭教育相談オアシス ８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 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 

℡23-4132 

成年後見制度に関する 

巡回相談 
１５日（水） 13:30～16:30 

保健福祉総合センター 

すこやか 

安房地域権利擁護推進センター 

℡04-7093-5000 

心配ごと相談 １６日（木） 13:30～16:00 ボランティアセンター 
社会福祉協議会 

℡50-1174 

思春期相談 ３０日（木） 14:00～16:00 
安房健康福祉センター 

（館山市北条） 

安房健康福祉センター 

℡22-4511 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

５日（日）東条病院（鴨川市）     ℡04-7092-1207 

１２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 

１９日（日）鋸南病院          ℡55-2125   

２６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 

２９日（水）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 

☆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。 

○固定資産税 

 通知書の発送（全期） ４月15日（水） 

 納期限（全期・第１期）４月30日（木） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

ＰＴＡ資源回収日は４月１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。 


