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子育て世帯への臨時特別給付金 
所得制限などにより国の臨時特別給付金の支給対

象とならなかった世帯に、町独自の給付金を支給します。 

◇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で所得が児童手

当の支給対象となる金額を超えている方（児童手

当特例給付相当の受給者またはそれに準ずる方） 

◇支給額／児童１人あたり一律10万円 

※国、町それぞれの給付金について対象となる世帯

には個別に通知していますが、該当する方で通知

が届いていない場合はお問い合わせください。 

◇問合せ先／保健福祉課案内係 ℡55-1002 

 

年金手帳は 

基礎年金番号通知書に変わります 

４月１日から年金手帳の発行が廃止されます。 

新たに年金制度に加入する方や年金手帳の紛失な

どにより再発行を希望する方には、基礎年金番号通

知書を発行します。 

すでに年金手帳や年金証書をお持ちの方は、これ

までどおり使用できますので、大切に保管してください。 

◇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 

 

認知症講演会 
認知症は85歳を過ぎると２人に１人の割合で発症

すると言われています。参加を希望される方はお申

し込みください。 

◇日時／４月24日（日）午前10時～11時30分 

◇場所／中央公民館 多目的ホール 

◇内容／知っておきたい！認知症の診断・治療・予防 

◇講師／東条メンタルホスピタル 金井 重人 院長 

◇申込期限／４月18日（月）まで 

◇申込み・問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

 

犬の登録・狂犬病予防注射 
生後３か月以上の犬は、飼い犬の登録と年１回の

狂犬病予防注射が義務付けられています。問診票と

料金を持参し、最寄りの会場で受けてください。 

なお、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。（犬の登録が済んでいる飼い

主の方には、後日郵送します。） 

◇日時・場所／４月８日（金） 

時 間 場 所 

９：30～９：40 大六コミュニティセンター前 

９：50～10：00 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 本郷上青年館前 

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。 

新しく犬の登録をする人  １頭6,500円（①＋②） 

既に犬の登録をしている人 １頭3,500円（①のみ） 

＊内訳 ①予防注射        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。また、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によ

り、中止や延期となる可能性があります。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

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３月20日発行 ℡0470-55-2111㈹ 



２ 

◇応募・問合せ先／教育課生涯学習室 ℡55-2120 

標準農作業賃金・機械作業料金 
町農業委員会では、令和４年度の標準農作業賃金・

機械作業料金など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 7,800円／１日 975円／１時間 

畑・果樹収穫作業 7,800円／１日 975円／１時間 

耕耘機 

「未」 
耕起  9,800円／10ａ 

代かき 9,600円／10ａ 

「ほ」 
耕起  6,800円／10ａ 

代かき 6,600円／10ａ 

トラクター 

耕起  6,300円／10ａ 

代かき 6,600円／10ａ 

（田植可能まで） 

畔塗り 64円／１ｍ 

植付（田植機） 乗用 7,600円／10ａ 

育苗 850円／１箱（配送料別途） 

コンバイン 18,000円／10ａ 

・１日あたり実労働時間は８時間とし、食事代は含み

ません。 

・機械使用の農作業は、オペレーター１人付きの料金です。 

・令和４年度の千葉県最低賃金は１時間あたり953円です。 

・「未」は、ほ場未整備田、「ほ」は、ほ場整備済田を

示します。 

・あくまで目安のため、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 

 

令和３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や団体を表彰す

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。 

※実施要領や応募用紙は、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／令和３年４月１日～令和４年３月31日 

◇募集期限／４月15日（金） 

◇応募・問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

危険物取扱者試験 
◇試験日／６月５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 

◇願書受付期間  

電子申請／４月１日（金）～15日（金）※24時間対応 

書面申請／４月４日（月）～18日（月）※土・日除く 

◇願書提出先／（一財）消防試験研究センター千葉県支部 

◇試験のための講習会 

講習日／５月６日（金） 

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で1,700円 

受付期間／４月８日（金）～22日（金）※土・日除く 

◇願書配布及び講習会受付場所 

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 

 

いきいき学級（高齢者学級）生募集 
いきいき学級は、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・性別問わず募集し

ていますので、お気軽にご応募ください。 

◇回数／年間12回程度 

◇時間／午前10時～11時30分（変更する可能性有） 

◇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・移動教室など 

◇送迎バス／バスによる送迎が可能です。 

◇参加条件／お一人での参加・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

乗車場所を応募先までご連絡ください。 

◇募集期限／４月８日（金） 

◇１回目の学級／ご希望の方は必ずお申し込みください。 

日時／４月27日（水）午前10時～11時30分 

 内容／NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」から 

  ～頼朝と北条氏について～ 

 講師／教育課 菱川師宣記念館学芸員 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ポールウォーキング～４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） 

◇笑って楽しく頭と身体を動かす会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今月のお薦め 

★春休みに読書を！ 家族で作った海老蔵初めての絵本／「すぐそばにある。」いちかわえびぞう 

 第37回日産童話と絵本のグランプリ／●童話大賞「ながみちくんがわからない」数井
かずい

美治
よしはる

 

  ●絵本大賞「マロングラッセ」だるま森
もり

 

★世間をも巻き込んだご成婚宮廷絵巻／「李王家の縁談」林
はやし

真理子
ま り こ

 

★時計の「セイコー」創始者、服部金太郎の一代記／「黄金の刻
とき

」楡
にれ

周
しゅう

平
へい

 

★第25回新聞労連ジャーナリズム大賞・優秀賞／「ヤングケアラー 介護する子どもたち」毎日新聞取材班 

★あなたの背中をそっと押してくれる言葉たち／「しいたけ．の小さな開運BOOK」しいたけ 

その他新着図書 

・「ルーティーンズ」長嶋
ながしま

有
ゆう

   ・「闘資」浜口
はまぐち

倫太郎
りんたろう

 ・「蚕の王」安東
あんどう

能
よし

明
あき

  ・「滅私」羽田
は だ

圭介
けいすけ

 

・「ビタートラップ」月村
つきむら

了 衛
りょうえい

  ・「神曲」川村
かわむら

元気
げんき

  ・「御坊日々」畠 中
はたけなか

恵
めぐみ

 ・「アカペラ」山本
やまもと

文緒
ふみお

 

・「君の名前の横顔」河野
こうの

裕
ゆたか

   ・「女警」古野
ふるの

まほろ  ・「呼吸の科学」石田
いしだ

浩司
こうじ

 ・「北斗の邦へ翔べ」谷津
や つ

矢車
やぐるま

    

・「一ノ瀬ユウナが浮いている」乙一
おついつ

 ・「剛心」木内
きうち

昇
のぼり

 ・「ロミオとジュリエットと三人の魔女」門井
かどい

慶喜
よしのぶ

 

・「日本で一番わかりやすい四柱推命の本」林秀靜
りんしゅうせい

 ・「極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか」川瀬
かわせ

宏明
ひろあき

 

※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  団体名 開催日 時 間 

田町福寿会 18日 10：00～  笑はっはの会 ５日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ６、20日 13：30～  田子の会 21日 10：00～ 

浜げんき会 14、28日 13：30～  中佐久間元気クラブ ８日 ９：30～ 

芝台生き生き会 13、27日 13：30～  富士見クラブ 27日 13：30～ 

中原あやめ会 15日 13：30～  ミモザの会 21日 11：00～ 

鋸東睦会 15日 10：00～  町３区の会 ６、20日 13：30～ 

友遊会 13、27日 10：00～  エーフラ百寿会 12日 13：30～ 

本郷長寿会 22日 10：00～  すこやか保田教室 ４、11、25日 13：30～ 

ききょうの会 ８日 13：30～  すこやか保田教室（気功）※ 18日 13：30～ 

※すこやか保田教室（気功）は、保健福祉総合センター「すこやか」で実施します。ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。 

◇健幸ポールウォーキング 

活動場所 開催日 時 間 集合場所 

保田中央海岸 ５日 

13：30～ 

保田中央海岸駐車場 

勝山海岸 14日 竜島区民会館前 

佐久間川沿い・嶺岡林道 18日 役場玄関前 

鱚ヶ浦・大六海岸 19日 中央公民館 

 ※雨天の場合中止します。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

●毎月の新着図書は、より多くの方が読むことができるよう、お一人につき２冊までの貸出にご協力をお願いします。 

●空調の改修工事を行うため、４月16日（土）から30日（土）まで図書室の利用を停止します。 



２日（土）10:10～  味わいハイキング195【お花見ハイキング】     （佐久間ダム公園） 

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

８日（金） 9:00～  鋸南幼稚園入園式                （鋸南幼稚園） 

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

１２日（火）10:00～  ポールウォーキング教室【佐久間ダム方面】     （集合：佐久間ダム公園駐車場） 

１４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） 

２１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（金）13:00～  乳児後期健診                   （すこやか）＊対象児R3.6.1～R3.9.30生まれ 

２６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） 
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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 

税理士による無料相談 １２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 

思春期相談 １４日（木） 14:00～16:00 
安房保健所 

（館山市北条） 

安房保健所 

℡22-4511 

心配ごと相談 １５日（金） 13:30～16:00 ボランティアセンター 
社会福祉協議会 

℡50-1174 

家庭教育相談オアシス １５日（金） 18:00～20:00 中央公民館 
教育課生涯学習室 

℡55-2120 

成年後見制度に関する

巡回相談 
２０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 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

３日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１０日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

１７日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２４日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２９日（金）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 

※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４月６日（水）です 

収益金は学校の施設整備、図書の充実などに活用され

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。 

 

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。 

＊牛乳・乳製品の消費拡大に向けたお願い＊ 

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大の影響

を受け、学校が春休みとなる年度末に牛乳の消費が落ち

込み、行き場を失った牛乳が廃棄される可能性がありま

す。 

 皆さんには、栄養満点な牛乳をいつもより 

もう１杯多く飲んだり、料理に牛乳や乳製品 

を使うなど、消費拡大にご協力をお願いします。 


