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４年１月20日発行 ℡0470-55-2111㈹

おしらせ

感染拡大防止に向けたお願い・新型コロナワクチン３回目接種（１月17日現在情報）
新型コロナウイルス感染症は、感染力が強いオミクロン株への置き換わりが急速に進み、新規陽性者数がかつ
てないスピードで増加しています。引き続きこまめな手洗い、マスクの着用、３密の回避といった基本的な感染防
止対策の徹底をお願いします。また、発症予防・重症化予防に、ワクチンの接種は大変有効な手段です。
ワクチンの２回目接種を終了し、３回目接種が出来るようになった方へ１月下旬から順に接種券を送付します。
詳しくは接種券に同封の案内をご確認ください。また、１、２回目接種を希望される方は、お問い合わせください。
◇接種スケジュール（２回目接種日から数えます。
）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などにより、変更となる可能性がありますのでご注意ください。
区分

12月

１月

２月

３月

４月

６か月以上経過後

医療従事者
高齢者施設の入居者、利用者、従事者
入院患者

６か月以上経過後

一般の65歳以上の方

７か月以上（３月以降６か月以上）経過後
７か月以上経過後

一般の18～64歳の方
◇問合せ先／保健福祉課健康推進室予約案内係 ℡55-1002

マイナポイントの利用申し込み
（第２弾）

国民年金の加入
20歳になった方に、日本年金機構から「国民年金

マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナ

加入のお知らせ」が届きます。
（厚生年金保険に加入

ポイント第１弾に申し込んでいない方は、マイナポイ

している方を除きます。
）
保険料が未納のままだと、年金を受け取ることが

ント第２弾として最大5,000円相当のポイントを受け

できない場合があります。なお、学生の方や収入な

取ることができます。また、マイナンバーカードをこ

どがなく保険料の支払いが困難な場合は次の制度を

れから取得される方も、マイナポイント第２弾付与の

活用できます。

対象となります。

◇学生納付特例制度／本人の所得が一定額以下の学

なお、マイナンバーカードの健康保険証としての利

生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶

用申し込みを行った方や、公金受取口座の登録を行っ

予されます。

た方へのマイナポイント付与については、決まり次第
お知らせします。

◇納付猶予制度／50 歳未満の方で、本人及び配偶者

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

猶予されます。
◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112
木更津年金事務所 ℡0438-23-7616

１

町県民税の申告・所得税の確定申告
申告期限は３月15日（火）ですので、忘れずに必ず申告してください。詳しくは、町報きょなん令和４年１月
号をご覧ください。

●役場での受け付け
月日
２月16日（水）

対象地区

会場

本郷浜・中道台

17日（木）

芝台・中原

ボランティアセンター

18日（金）

本郷上・大帷子下・大帷子上・江月

（保健福祉総合センター

21日（月）

元名・吉浜

「すこやか」隣）

22日（火）

小保田・市井原・横根

24日（木）

大六・中佐久間

25日（金）

上佐久間・奥山・大崩

28日（月）

両向・本郷

３月１日（火）

受付時間

田町・町

役場 ３階 大会議室

２日（水）

内宿・仁浜・岩井袋

３日（木）

竜島

４日（金）～15日（火）

町内全地区 ※土・日曜日を除く

午前９時
～午後３時

午前９時
～午後４時

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、受付日時や会場を変更することがあります。
※次のものは役場で申告できません。館山税務署またはe-Taxで申告してください。
・株式などの譲渡所得 ・土地、建物の譲渡所得や資産交換等 ・雑損控除の適用（台風被害など）
・損失の繰越 ・更正の請求 ・青色申告 ・昨年中に新築、増改築した住宅の住宅借入金等特別控除の適用 など

●館山税務署での受け付け
◇受付期間／１月24日（月）～３月15日（火） 午前８時30分～午後４時 ※土日祝日除く・提出は午後５時まで
◇その他／会場またはオンラインで入場券を配布します。

●申告書の作成・提出は便利なインターネットで
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、申告書などを簡単に作成できます。
作成した申告書は、郵送や窓口での提出、パソコンやスマートフォンからe-Taxで送信することもできます。

●感染症対策にご協力を
申告会場では、入場時の検温やマスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。

●振替納税をご利用ください
所得税や個人事業者の消費税は、振替納税で納付できます。振替納税を利用したことのない方は、各税の申
告期限までに口座振替依頼書をe-Taxでオンライン提出するか、印刷して館山税務署へ提出してください。
◇振替日／・所得税 ４月21日（木） ・消費税 ４月26日（火）

●問合せ先
館山税務署 ℡22-0101 税務住民課税務収納室 ℡55-2113

館山地域漁業就業個別相談
館山地域で漁業就業を検討している方を対象に、漁業就業に関する情報提供や個別相談に応じます。
◇日時／２月中の平日午前９時～午後５時 ※以降も随時受付
◇内容／職業概要、支援制度、全国・県漁業就業支援センターからの求人情報など
◇相談・問合せ先／県館山水産事務所 ℡22-5761

２

住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対し、１世帯当たり10万円を支給します。対象となる世帯には、通
知を２月上旬に順次発送予定です。詳しくは決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
◇対象者／①住民税非課税世帯など 基準日（令和３年12月10日）において、世帯全員の令和３年度分の住民税均
等割が非課税である世帯
②家計急変世帯 令和３年度分住民税均等割が課税されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、非課税世帯となる水準以下である世帯
※①、②ともに住民税が課税されている人の扶養親族となっている人のみの世帯は、給付の対象外です。
◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113

一般国道127号富津館山道路（富津竹岡IC～富浦IC）の４車線化に向けた
環境影響評価方法書の縦覧・説明会の開催
県では、富津館山道路について、現在２車線で供用されている富津竹岡インターチェンジから富浦インターチェ
ンジ間の早期４車線化を図るため「環境影響評価法に基づく環境影響評価方法書※」を縦覧するとともに説明会を
開催します。意見のある方は、意見書の提出ができます。
※環境の保全のため配慮すべき事項や調査・予測・評価の手法などを記載したもの

●環境影響評価方法書の縦覧

●説明会の開催

◇期間／１月21日（金）～２月21日（月）

◇日時／１月30日（日）

午前９時～午後５時（平日のみ）

午後３時～（受付：午後２時30分～）

◇場所／役場 ３階 建設水道課

◇会場／中央公民館

◇意見書の提出／３月７日（月）までに、県都市
計画課へ郵送または持参してください。
※当日消印有効

●その他
・県ホームページでも、図書の縦覧ができます。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、説明会場の入場制限や、延期・中止となる場合があります。
●問合せ先／県都市計画課 ℡043-223-3376 建設水道課建設環境室 ℡55-2133

募集

青少年善行表彰の候補者募集

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

青少年の健全な育成に寄与するために、善い行いを
した青少年を表彰します。皆さまからの多くの推薦を

会い応援サポーター」を募集します。

お待ちしています。

◇募集人数／８人

◇対象年齢／６歳以上18歳以下（小学生から高校生まで）

◇任期／令和４年４月１日～令和５年３月31日

◇対象期間／令和３年３月１日～令和４年２月28日

◇職務概要／・定例会（毎月20日頃）への出席
・出会い応援イベントの企画、運営など

◇推薦方法／教育委員会備え付けの推薦書に記入して

◇募集期間／２月１日（火）～３月４日（金）

いただくか電話でご連絡ください。
◇推薦締切／３月18日（金）

◇応募方法／応募先までご連絡ください。

◇推薦・問合せ先／青少年育成鋸南町民会議事務局

◇応募・問合せ先／地域振興課農林水産振興室
℡55-4805

（教育委員会内）℡55-2120

３

鋸南町観光物産センター（道の駅きょなん）入居者の募集
鋸南町観光物産センターで店舗を経営する人を募集します。
◇使用資格／・町内に住所を有し、物産センター店舗経営に意欲のある人
・町税を過去３年間滞納したことがない人
◇販売品目／①農産物店 ②水産物店 ③観光土産店 ④食堂・喫茶店 ⑤その他
◇店舗の規模など／物件：33.06㎡（10坪） 現状：飲食店舗向き ※事前の店舗確認可能
◇使用料等／・入居保証金 50万円（１坪あたり５万円） ※入居時の支払いで基本的には解約時に返還します。
・使用料 月額２万円（１坪あたり２千円） ※町が発行する納付書により年２回支払い
◇募集期限／２月22日（火）午後５時
◇応募方法／申込書に必要事項を記入し、応募先まで持参してください。申込書は町ホームページからダウンロ
ードできる他、地域振興課窓口に備え付けてあります。
◇使用者の選定／面接で内容を聴取し入居者を選定します。
◇物件配置図
物産品店

食 堂

物 件
33.06㎡
（10坪）

食 堂

ビール製造

喫茶店

販売店

物産品店

洋菓子店

通 路
◇応募・問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

鋸南町男女共同参画推進計画
パブリックコメント（意見募集）

奨学生募集
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。

町では、男女が互いに人権を尊重し、一人ひとりが
自分らしい生き方を実現できる社会を目指し、男女

◇募集人数／５人程度

共同参画社会基本法に基づき、鋸南町男女共同参画

◇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

推進計画を策定します。

付基金条例及び規則に該当する方

この度、計画の原案がまとまりましたので、広く皆

◇貸付額

さまのご意見を募集します。
◇閲覧場所／町ホームページまたは総務企画課窓口

区分

◇意見を提出できる方／・町内に住所を有する方

高等学校

・町内に事務所または事業所を有する方

高等専門学校など

・町内に存する事務所または事業所に勤務する方

大学など

修学金

入学準備金

月額１万円以内

３万円以内

月額３万円

20万円以内

◇貸付期間／令和４年４月から正規の修学期間が終了

・町内の学校に在学する方

する月まで

◇提出方法／所定の書式に記載し、郵送、メール、フ

◇返還期間／貸付終了１年後から貸付を受けた期間の

ァックスまたは持参してください。

２倍以内の期間

◇募集期限／２月10日（木）

◇募集期間／２月１日（火）～28日（月）

◇提出・問合せ先／総務企画課企画財政室

◇応募方法／申請書、推薦書、その他関係書類を応募

℡55-4801 Fax55-1342

先まで提出してください。
※各書類は、教育課に備え付けています。
◇応募・問合せ先／教育課教育総務室 ℡55-2120

４

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～２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）
団体名
田町福寿会（すこやか勝山）
小保田すいせんの会
浜げんき会
芝台生き生き会
中原あやめ会
鋸東睦会
友遊会
本郷長寿会
ききょうの会
笑はっはの会
中佐久間元気クラブ
富士見クラブ
ミモザの会
町３区の会
すこやか保田教室
すこやか勝山教室
エーフラ百寿会
竜島さくら会

開催日
21日
２、16日
10、24日
９、16日
18日
18日
９、23日
25日
11日
１日
４日
23日
17日
２、16日
７、
14、
28日
21日
７日
８日
10日

時 間
10：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
10：00～
10：00～
10：00～
13：30～
10：00～
９：30～
13：30～
11：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～

内 容

場 所
田町コミュニティセンター
小保田コミュニティセンター
本郷浜区コミュニティセンター
芝台青年館
中原コミュニティセンター
鋸東コミュニティセンター
体操・脳トレ
中道台コミュニティセンター
本郷区コミュニティセンター
本郷上公民館
奥山公民館
中佐久間公民館
大帷子下コミュニティセンター
体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館
仁浜区コミュニティセンター
体操・脳トレ
ポールウォーキング ※１
保健福祉総合センター「すこやか」
気功 ※２
役場本庁玄関前
ポールウォーキング ※１ 岩井袋コミュニティセンター
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

今月のお薦め
みなと

★ここは、再生の場所・・。
「山女日記３」／「残照の頂」 湊 かなえ
★80万人が読んだ「一生モノの課題図書」完結／「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２」ブレイディみかこ
さかい き く こ

★おいしさの魔法をもう一度／「たそがれ大食堂」坂井希久子

その他新着図書
つじむら み づ き

いなばはくと

まつおかけいすけ

・
「闇祓」辻村深月

やみはら

・
「オルレアンの魔女」稲羽白菟

・
「ミッキーマウスの憂鬱ふたたび」松岡圭 祐

エヌ

み ち お しゅうすけ

・
「Ｎ」道尾 秀 介

とうはた か い と

うぶかたとう

ゆ ずきゆ うこ

・
「月と日の后」冲 方丁

・
「ミカエルの鼓動」柚木裕子

ふ か だ きゅうや

くどう み よ こ

・
「女性皇族の結婚とは何か」工藤美代子

ふるうち か ず え

いわごうみつあき

・
「日本百名山」深田久彌 ・
「二十一時の渋谷で」古内一絵
お お た あい

・
「犯罪者」太田愛

いぬい

・
「心はどこへ消えた？」東畑開人 ・
「おまえなんかに会いたくない」 乾 ルカ

・
「岩合 光照 み～んな元気ネコ」岩合光照

さくらぎ し の

しもむら あ つ し

・
「ブルースRed」桜木柴乃

・
「アルテミスの涙」下村敦史

ほった

ま や ま じん

・
「おふたりさま夫婦、老活はじめました。
」堀田あきお＆かよ

・
「レインメーカー」真山仁

あおやぎ あ い と

・
「むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。
」青柳碧人

新着児童本
みやざわ け ん じ

やまぐち

「シグナルとシグナレス」宮澤賢治・作 山口マオ・絵
※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

～リサイクルフェアにご協力いただきありがとうございました～
12月14日に開催した本のリサイクルフェアでは、120人を超える来館があり、540冊中438冊利用されました。

５

暮らしの情報館

３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）

５日（土）13:30～ 安房地区社会教育振興大会

（中央公民館）

６日（日） 9:30～ 味わいハイキング193【花嫁街道ハイキング】

（集合：JR和田浦駅）＊主催：味わいハイキング

13:30～ 新春かるた大会

（中央公民館）

８日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【竜島方面】

（集合：中央公民館正面玄関前）

１０日（木）10:00～ 子育て広場イベント【妊婦教室】

（中央公民館）

１７日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）

２２日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【保田川方面】

（集合：すこやか正面玄関前）

２５日（金）13:00～ 乳児前期健診

（すこやか）＊対象児R3.7.1～R3.10.31生まれ

＊開催中

（菱川師宣記念館）＊令和４年２月27日まで

江戸グルメ紀行 おいしい浮世絵展

※相談はすべて無料・事前予約制です。
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

思春期相談

１０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

１５日（火）

13:30～16:00

ボランティアセンター

社会福祉協議会
℡50-1174

成年後見制度に関する
巡回相談

１６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

２４日（木）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

千葉地方法務局館山支局
℡22-0620

※「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

６日（日）東条病院（鴨川市）

℡04-7092-1207

１１日（金）鴨川市立国保病院（鴨川市）

℡04-7097-1221

１３日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

納期限（８期）

２月28日（月）

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112
税務住民課税務収納室 ℡55-2113

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
２０日（日）鋸南病院

○国保・後期高齢者・介護保険料

保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172

℡55-2125

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
２３日（水）鴨川市立国保病院（鴨川市）

℡04-7097-1221

２７日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

平野眼科（館山市）

℡27-3636

ＰＴＡ資源回収日は２月２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。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、

◇回収場所／各地区指定の回収場所

変更となる場合があります。

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。

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。

誌面で掲載した記事は、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

