
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者へ支援金を支給しています。 

申込期限が近づいていますので、希望される方は、お早めに申請してください。 

１ 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 

年末年始の業務案内 

 年末年始の閉庁・閉館日などは次のとおりです。 

●役場本庁・水道室・すこやか・教育委員会・中央公民館 

12月29日（水）～１月３日（月） 

＊戸籍の届出などは宿日直職員が対応します。 

＊漏水などの緊急時は浄水場で対応します。℡55-1229 

●歴史民俗資料館／12月29日（水）～１月２日（日） 

●海洋センター／12月27日（月）～１月５日（水） 

●笑楽の湯／12月27日（月）～１月２日（日） 

●鋸南病院／12月30日（木）～１月３日（月） 

●大谷クリーンセンター（ごみ）／12月31日（金）～１月３日（月） 

●堤ケ谷クリーンセンター（し尿）／12月29日（水）～１月３日（月） 

●道の駅きょなん／12月31日（金）～１月１日（土） 

＊店舗ごとに休業日が異なります。 

●道の駅保田小学校／無休  

＊店舗ごとに休業日が異なります。 

●町営循環バス／12月30日（木）から１月３日（月）

まで始発便・最終便は運休します。 

 

 

 

 

 

●鋸南町新型コロナウイルス感染症事業者支援金 

 ◇対象者／町内に住所を有し事業を営む個人（農・

漁業者含む）または町内に本社（本店）を有する法人 

◇申請期間／１月31日（月）まで 

◇給付額／一律２万円 ※１事業者１回限り 

 ◇申請方法／申請書類に必要事項を記載し、持参や

郵送、メールにより提出してください。申請書類

は町ホームページからダウンロードできるほか、

地域振興課・保健福祉課窓口に備えつけてあります。 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 

 国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策とし

て、高校生までの子どもがいる世帯に対し支援金を支

給します。 

対象となる世帯には個別に通知しています。該当と

思われる方で届いていない場合は、お問い合わせくだ

さい。 

◇対象者／平成15年４月２日から令和４年３月31日

までに生まれた児童の保護者など 

 ※保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額

と同等未満に限ります。 

◇支給額／児童１人あたり一律10万円 

 ※国の示すクーポン券５万円について、町では現金

給付とし、先行給付分と併せて振り込みます。 

◇申請・問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

●千葉県中小企業等事業継続支援金 

◇対象者／県内に本店または主たる事業所を有す

る中小企業または個人事業主（農・漁業者含む） 

◇申請期間／12月28日（火）まで 

※時短要請や外出自粛が長期間に及んだことから、

支給金額が増額されたほか、売上の比較対象月が

追加されるなど、制度が拡充されました。 

◇問合せ先／千葉県中小企業等事業継続支援金 

  コールセンター ℡0120-179-155 

 鋸南町新型コロナウイルス感染症事業者支援金・千葉県中小企業等事業継続支援金 

編集・発行：鋸南町役場総務企画課      

〒299-2192千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458 

令和３年12月20日発行 ℡0470-55-2111㈹ 

締切間近！ 
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担当：関 ℡090-5762-5956 

GoToEatキャンペーン 

（プレミアム付き食事券） 

「Go To イート」事業の食事券の販売期限と利用

期限が次のとおり延長されました。 

◇販売期限／令和４年１月31日（月）まで 

◇利用期限／令和４年２月28日（月）まで 

◇問合せ先／GoToEatキャンペーン千葉県事務局 

 ℡0570-052-120 

 

ごみの野焼きに注意 

ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」により一部の例外を除き、禁止されています。

ごみを処分する際は、分別して集積場に出すか、大谷

クリーンセンターへ搬入してください。 

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境・生活環境が

保全されるよう、ご協力をお願いします。 

◇野焼き禁止の例外 

①農業または漁業を営むためにやむを得ないもの 

②風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの 

③災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

④公共団体が施設の管理を行うために必要なもの 

⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの  

●やむを得ず野焼きをする場合の注意点 

・風向きや燃やす量、時間などに注意し、必要最小

限にとどめてください。 

・煙や臭いにより、近隣の生活環境に支障を与えた

場合は、指導や罰則の対象となります。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

ごみのポイ捨て禁止 

町では環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ捨

て禁止の啓発や不法投棄監視員によるパトロールを行

うなど、ごみ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、

レジ袋・空き缶・ペットボトルなどのごみのポイ捨

てが多く見られます。清潔で美しい町を維持してい

くためにも、ごみのポイ捨ては絶対にやめましょう。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

保田地区の水道管工事 

水道管の長寿命化工事を行います。ご迷惑をおか

けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

◇日時／１月５日（水）～３月25日（金） 

 午前８時30分～午後５時 

◇場所・交通規制／作業時間外は通行できます。 

①保田384番地先（権現橋付近） 

  大帷子299番１地先（大沢橋付近） 

  ※２週間程度通行止めとなります。 

②大帷子767～791番地先（大帷子上・中橋付近） 

※全面通行止めのため、う回路をご利用ください。 

①②ともに工事区域にお住まいの方の通行を配慮します。 

◇問合せ先／建設水道課水道室 ℡55-3569 

 

ふるさと納税返礼品提供事業者説明会 

来年度からの返礼品をリニューアルするため、次

のとおり説明会を開催します。ぜひお申し込みください。 

◇対象者／現在、返礼品の登録がなく、新たに登録を

希望したい事業者 

 ※現在、返礼品の登録がある事業者向けの説明会

は別日に開催します。対象者には別途案内を送

付します。 

◇日時／１月18日（火）午後４時30分～６時 

※返礼品の登録に関心がある方で、都合により参

加できない場合でも、ご連絡ください。 

◇場所／中央公民館 ２階 講座室 

◇内容／制度概要、返礼品の提供方法、契約方法など 

◇申込方法／電話でお申し込みください。 

◇申込期間／１月14日（金）まで 

◇申込み・問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801 

 

女性の人権と戦争を考えるシンポジウム 

 女性の人権に視点をあてた講演などが行われま

す。事前に申し込みが必要ですので、ご希望の方は

お問い合わせください。 

◇日時／１月22日（土）午後１時～３時30分 

◇場所／館山市コミュニティセンター（館山市北条） 

◇参加費／500円（資料代） 

◇申込み・問合せ先／第27回安房地域母親大会実行委員会 
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◇申込先／各地区の民生委員または児童委員 

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174 

公的年金の源泉徴収票の発送 

令和３年分公的年金などの源泉徴収票が１月中旬

以降に日本年金機構から発送されます。確定申告を

する際に必要ですので、大切に保管してください。 

 万が一、紛失した場合は再発行が可能です。ただ

し、再発行は数日程度かかりますので、予めご了承

ください。 

◇問合せ先／木更津年金事務所 ℡0438-23-7616 

 

子宮頸がん検診 

今年度の子宮頸がん検診の実施期間は、２月28日

（月）までです。 

検診を受けていない方は、受診票及び同封の案内

をご確認の上、お早めに医療機関に予約し受診して

ください。 

※終了時期は医療機関によって異なりますのでご

注意ください。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

施設健診の実施期間延長  

特定健診・後期高齢者健診・健康診査・フレッシ

ュ健診などの施設健診の実施期間が、１月31日（月）

まで延長されました。 

医療機関によって実施日が異なりますので、ご希

望の医療機関にご予約の上、受診をお願いします。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

 

 

千葉県特定最低賃金の改正 

12月25日（土）から県内の事業所で働く特定の労

働者とその使用者に適用される「千葉県特定最低賃

金」が改正されます。 

◇時間額／鉄鋼業：1,023円 

電子部品及び情報通信機械等製造業：981円 

※その他の業種は、千葉県最低賃金の953円が適用

されます。 

◇問合せ先／千葉労働局労働基準部賃金室 

℡043-221-2328 

マイナポイントの利用申し込み 

 令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請

し、カードを取得されている方は、マイナポイント

を受け取ることができます。 

 取得期限が近づいていますので、手続きしていな

い方は、お早めにお申し込みください。 

◇申込方法／①スマートフォンやパソコンまたは

手続きスポット（役場・郵便局・セブンイレブ

ン）で申し込み、決済サービスを選択します。 

 ②12月末までにチャージまたはお買い物をすると、

ご利用金額の25％分（上限5,000円分）のポイン

トを取得できます。 

※第２弾については、決まり次第お知らせします。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

年金を簡単確認 「ねんきんネット」 

ねんきんネットは、ご自身の年金に関する情報を

パソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確

認できるサービスです。 

◇ねんきんネットでできること／・年金記録の確認 

・将来の年金見込額の試算 

・電子版「ねんきん定期便」の閲覧 

・受給に関する各種通知書の確認 

◇利用方法／ねんきんネットへの登録が必要です。

基礎年金番号を確認し、日本年金機構のホームペ

ージから登録してください。 

◇問合せ先／ねんきんダイヤル ℡0570-058-555 

 

交通遺児勉学奨励金・激励金 

交通事故で父または母を亡くした18歳未満の遺児

または世帯を対象に奨励金・激励金などを支給します。 

◇見舞金／１世帯10万円を支給 

 遺児が２人以上の世帯は、２人目から各５万円を加算 

◇勉学奨励金／小学校または中学校入学時に３万

円を支給 

◇激励金／中学校または高等学校卒業時に６万円を支給 

◇受験料／高等学校などの受験料に上限５万円、大

学などの受験料に上限10万円を支給 

◇申込期間／１月21日（金）まで 
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募集・教室 

鋸南保育所・幼稚園一時預かり保育所・学童保育所 入所受付 

来年度の保育所・幼稚園一時預かり保育所・学童保育所への入所を希望される方はお申し込みください。 

施設名 定員 対象園児・児童 保育時間 保育料 

 

鋸南 

保育所 
70人 

家庭での保育ができ

ない満３か月以上～

小学校入学前の乳幼児 

短時間 月～土曜日の午前８時～午後４時 

標準時間 月～土曜日の午前７時30分～午後６時30分 

時間外・延長保育 午前７時30分～８時、午後４時～７時 

※日曜日、祝日、年末年始は休所 

保護者の令

和３年度の

住民税額に

より決定 

幼稚園 

一時預か

り保育所 

 

36人 

保護者が就労などの

ため家庭で保育がで

きない園児 

降園後～午後６時 

※幼稚園の休園日は午前８時～午後６時 

※日曜日、祝日、８月13日～16日、年末年始は休所 

 

無償 

学童 

保育所 

 

94人 

保護者が就労などの

ため家庭で保育がで

きない小学生 

放課後～午後６時 

※学校などの休業日は午前８時～午後６時 

※日曜日、祝日、８月13日～16日、年末年始は休所 

月額9,000円

※８月は 

14,000円 

◇申込期限／１月29日（土） 

◇申込み・提出先／教育委員会 

◇申込書配布場所／教育委員会・保健福祉課・税務住民課（それぞれの保育所でも対象保育分のみ配布しています。） 

※定員を超える場合は、審査の上入所の可否を決定します。 

◇問合せ先／教育課教育総務室 ℡55-2120

 

県立安房特別支援学校 

館山聾分校幼稚部の入学者募集 

県立安房特別支援学校では、幼稚部の入学者を募

集します。１月14日（金）まで入学に関する相談を受

け付けています。 

◇応募資格／平成28年４月２日から平成31年４月１

日までに生まれた、聴覚に障害のある幼児、言葉な

どの遅れがみられる幼児 

◇募集定員／３～５歳児でそれぞれ若干名 

◇必要書類／願書、身体障害者手帳または療育手帳

もしくは障害を有することを証明する診断書、返

信用封筒 

◇募集期間／２月２日（水）～14日（月） 

※平日午前９時～午後４時 

◇選考日／２月25日（金） 

◇入学者の発表／３月７日（月）以降に通知 

◇応募・問合せ先／県立安房特別支援学校館山聾分校 

℡27-2490 

 

 

陶芸教室 

初心者を対象に開催しますので、興味のある方は

お気軽にお問い合わせください。 

世界に１つだけの湯のみを一緒に作ってみませんか。 

◇日時／２回の教室で完成させます。 

①１月17日(月) 形つくり 

 ②１月24日(月) 形を整える 

 それぞれ午前10時～正午まで 

◇場所／中央公民館 ２階 工作室 

◇持ち物／汚れても良い服・タオル 

 ※持参するものは必ず記名をしてください。 

◇参加費／500円（材料費） 

◇講師／町公民館サークル「つわぶき会」 

◇募集定員／８人 

◇募集期間／１月７日（金）まで 

 ※年末年始（12月29日（水）～１月３日（月））除く 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～１月予定～ 

掲載のない教室の実施予定は、各教室のリーダーにお問い合わせください。また、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため次のことにご協力ください。（①検温 ②手洗い・手指消毒 ③マスクの着用 ④会場の換気） 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により変更となる場合がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお薦め 

★森
もり

鴎外
おうがい

、生誕160年、没後100年／「闘う鴎外、最後の絶叫」西村
にしむら

正
ただし

 

★心を優しく包む、瀬尾
せ お

まいこ特集／「夜明けのすべて」、「優しい音楽」瀬尾まいこ 

★昭和２年のプロジェクトX物語／「地中の星」門井
かどい

慶喜
よしのぶ

 

★ガリレオの真実シリーズ第10弾！最新長編／「透明な螺旋
らせん

」東野
ひがしの

圭吾
けいご

 

その他新着図書 

・「聖刻」堂場
どうば

瞬 一
しゅんいち

    ・「民王 シベリアの陰謀」池井戸
い け い ど

潤
じゅん

 ・「ゴースト・ポリス・ストーリー」横関
よこぜき

大
だい

 

・「さみだれ」矢野
や の

隆
たかし

   ・「年34日だけの洋品店」井形
いがた

慶子
けいこ

   ・「北極ラプソディ」、「螺鈿
らでん

迷宮」海堂
かいどう

尊
たける

 

・「紅梅」津村
つむら

節子
せつこ

     ・「倒産続きの彼女」新川
しんかわ

帆立
ほたて

    ・「人類最初の殺人」上田
うえだ

未来
みらい

 

・「やさしい猫」中島
なかじま

京子
きょうこ

  ・「みとりねこ」有川
ありかわ

ひろ      ・「項羽と劉邦、あと田中」古寺
こ じ

谷
や

雉
きじ

 

・「リモート疲れとストレスを癒す『休む技術』」西多
にしだ

昌規
まさき

     ・「ぼくらのスクープ」赤羽
あかはね

じゅんこ 

・「千日のマリア」、「ふたりの季節」、「二十生活」小池
こいけ

真理子
ま り こ

 

新着児童本 

子育て広場にも「図書館司書が選んだ子どもに読んでほしい本100選」（乳幼児向け）が入荷しました。 

※子育て広場の本は貸し出しを行っていないので、ご注意ください。 

※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 

団体名 開催日 時 間 内 容 場 所 

田町福寿会（すこやか勝山） 17日 10：00～ 

体操・脳トレ 

田町コミュニティセンター 

小保田すいせんの会 19日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

浜げんき会 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、26日 13：30～ 芝台青年館 

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 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

友遊会 12、26日 10：00～ 中道台コミュニティセンター 

本郷長寿会 21日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

ききょうの会 14日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 18日 10：00～ 奥山公民館 

田子の会 20日 10：00～ 両向青年館 

中佐久間元気クラブ 14日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 26日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 20日 11：00～ 体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館 

町３区の会 19日 13：30～ 体操・脳トレ 仁浜区コミュニティセンター 

すこやか保田教室 
24日 13：30～ ポールウォーキング ※１ 

保健福祉総合センター「すこやか」 
17日 13：30～ 気功 ※２ 

竜島さくら会 ９日 13：30～ ポールウォーキング ※１ 竜島区民館前 

※１ ポールウォーキングは、雨天の場合中止します。 

※２ ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。    ◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 



６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【えいごであそぼ！】       （中央公民館） 

８日（土） 9:30～ 味わいハイキング192【水仙・はっさく狩りハイキング】（集合：佐久間ダム公園）＊主催：味わいハイキング 

     10:00～ 鋸南町消防団出初式                （岩井袋運動場） 

 ９日（日）10:00～ 新春マラソン記録会                （鋸南中学校） 

      14:00～ 成人式                      （中央公民館） 

１１日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【江月～水仙散策～】     （集合：すこやか正面玄関前） 

１３日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育て・ぱっくんアドバイス】  （中央公民館） 

１５日（土）13:30～ 江戸グルメ紀行 ギャラリートーク         （菱川師宣記念館） 

２０日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】         （中央公民館） 

２５日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【下佐久間方面】       （集合：役場正面玄関前） 

２７日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】          （中央公民館） 

２８日（金）13:00～ 三歳児健診                     （すこやか）＊対象児H30.6.1～H30.9.30生まれ 

＊開催中       江戸グルメ紀行 おいしい浮世絵展         （菱川師宣記念館）＊令和４年２月27日まで 

６ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

電話による 

登記手続案内 

毎週火曜日・ 

木曜日 
09:00～16:00  

千葉地方法務局館山支局 

℡22-0620 

弁護士相談 １２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 

行政相談 １４日（金） 13:00～15:00 ボランティアセンター 
総務企画課総務管理室 

℡55-4801 

思春期相談 １７日（月） 14:00～16:00 
安房保健所 

（館山市北条） 

安房保健所 

℡22-4511 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１９日（水） 13:30～16:20 

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 

家庭教育相談オアシス ２１日（金） 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」は、電話で相談を受け付けています。 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。 

１日（土）鋸南病院            ℡55-2125 

２日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

３日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

９日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

１０日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

      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 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２３日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

３０日（日）赤門整形外科内科クリニック（館山市）℡22-0008 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、 

変更となる場合があります。 

☆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。 

ＰＴＡ資源回収日は１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。 

※雨天時は中止します。 

 

○町県民税 

 納期限（４期）       １月31日（月） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（７期）       １月31日（月） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


