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結婚新生活支援事業 

 これから夫婦として結婚生活をスタートする世帯

を対象にスタートアップに係る費用を最大30万円支

援します。 

◇要件／・令和４年１月１日から令和５年３月31日

までに入籍した世帯 

・夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下であること 

・夫婦の所得が合計400万円未満であること 

・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと

（他市町村での交付を含む） 

・世帯員全員が町税などを滞納していないこと 

◇対象経費／・住宅の取得費用または賃借費用（賃

料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など） 

・引越し費用（引越し業者または運送業者への支

払い料金が対象） 

◇申込締切／令和５年３月31日（金） 

◇申込み・問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

５３０運動  

「ごみをつくらない、出さない、散乱させない」を

テーマに町民全員による５３０運動を実施しますの

で、皆さんのご協力をお願いします。 

◇日時／５月28日 (土) 午前８時～ 

※雨天の場合は、５月29日（日）に延期し、延期後 

も雨天の場合は中止します。 

◇分別項目／可燃物・缶類・ビン類・ペットボトル・ 

ビニール・プラスチック類・不燃物 

◇注意事項／・粗大ごみや家電製品は出さ    

ないでください。 

・清掃場所や用具は、区長さんなど

責任者の指示に従ってください。

密集を避け、ごみを集めてください。 

◇問合せ先／ごみゼロ運動推進協議会（建設水道課内） 

℡55-2133 

 

住民税非課税世帯等に対する 

臨時特別給付金の申請期限 
申請期限 ５月２日 (月) まで 

 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を支援するため、住

民税非課税世帯等に対し、１世帯あたり10万円を支

給しています。 

対象となる可能性がある世帯には、２月に案内を

送付していますので、忘れずに返信してください。 

また、令和３年１月以降に新型コロナウイルス感

染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課

税相当水準の収入となった場合、給付金の対象とな

る場合があります。この申請期限は、９月30日とな

っています。詳しくはお問い合わせください。 

※振込日は通知しませんので、記帳により確認し

てください。 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

ゴールデンウィークのごみ収集 

ゴールデンウィークのごみの収集は、「ごみ収集カ

レンダー」のとおり行います。 

※４月29日（金）はごみの持ち込みを受け付けます。 

※５月３日（火）から５月５日（木）はお休みです。 

   収集地区 

収集日 
保田地区 勝山・佐久間地区 

４月29日（金） 可燃ごみ 可燃ごみ 

５月２日（月） 紙・布類 びん・缶・ペットボトル 

５月６日（金） 可燃ごみ 可燃ごみ 

◇問合せ先／鋸南地区環境衛生組合 

大谷クリーンセンター ℡57-2646 
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五感de健幸ウォーク 
ポールウォーキングは、高血圧症や糖尿病、認知

症の予防に効果的です。 

日本ポールウォーキング協会コーチによるウォー

キング指導を受け、各自のペースで歩くことができ

ますので気軽にお申し込みください。 

◇日時／５月15日（日）午前10時～午後１時 

◇集合場所／中央公民館 

◇ウォーキングコース／中央公民館 真珠島 竜島

頼朝上陸地 真珠島 中央公民館 

◇申込期限／５月６日（金） 

※雨天の場合、室内履きをご用意ください。 

※ポールは無料で貸し出します。 

◇申込み・問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

中央公民館にフリースポットを開設 

 中央公民館に公衆無線LAN「フリースポット」を開

設しました。 

 無線LAN接続機能があるパソコンやスマートフォ

ンなどをお持ちいただくと、インターネットに接続

することができます。 

◇利用可能場所／１階ロビー、２階講座室・視聴覚室 

◇利用時間／月～土曜日：午前９時～午後10時 

 日曜日：午前９時～午後５時 

◇注意事項／・電源等の提供は行っていません。 

・接続機器の設定は、利用者側で行ってください。 

◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 

「市部瀬の惨劇」を偲ぶ献花式 

昭和20年５月８日昼頃、下佐久間で列車が米軍戦

闘機により銃撃され、多数の死傷者が出ました。 

「明日の鋸南町を考える会」では、毎年の同日同

時刻に献花・黙祷し、犠牲者の慰霊と恒久平和を願

う集いを行っています。今年も碑の前で献花を行い

ます。皆さんのご参列をお待ちしています。 

◇日時／５月８日（日）午前11時30分～正午 

◇場所／恒久平和祈念の碑前（市部瀬） 

◇問合せ先／明日の鋸南町を考える会（澤）℡55-2208 

 

国民年金保険料 

今年度の国民年金保険料は、月額16,590円です。

日本年金機構から送付される納付書がお手元に届い

た方は、期限までに納付をお願いします。 

また、保険料の納付には、口座振替をおすすめし

ています。まとめて全納すると保険料が割引されます。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

日本年金機構木更津年金事務所 ℡0438-23-7616 

 

経営所得安定対策等交付金 

国では、食料自給率の向上と農業の多面的機能を

維持するため、経営所得安定対策等交付金を交付し

ています。交付を希望する方は、申請してください。 

◇対象者／水田で対象作物のみを販売目的で生産する農家 

（水稲生産実施計画書を提出された方） 

◇対象作物／麦、大豆、飼料作物、飼料用米、そば、 

なたね、野菜、花卉、雑穀類など 

◇提出書類／交付申請書、振込口座届出書、通帳表紙

及び裏のコピー 

※提出書類の様式は地域振興課窓口に備え付けのほか、農林

水産省ホームページからもダウンロードできます。 

◇申込期限／５月31日（火） 

◇申込み・問合せ先／地域振興課農林水産振興室 

℡55-4805 

 

有害獣被害防止対策事業補助金 

イノシシやシカなどの有害獣から農作物を守るた

め、侵入防止柵の設置に要する費用を補助します。

先着順で受け付けますので、お早めにお申し込みく

ださい。 

◇対象者／町内に住所及び農地を有している方 

◇補助額／設定基準額に設置延長を乗じた額または

補助対象経費のいずれか低い額の２分の１ 

◇その他／・設置延長100ｍ以上、耐用年数５年以上

で常設であること 

・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと 

◇申込み・問合せ先／有害鳥獣対策協議会事務局 

 （地域振興課内） ℡55-4805 
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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～５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 

●大河ドラマを楽しむ本展～「鎌倉バトルロアイヤル」楠木誠一郎 

 4月26日から菱川師宣記念館「頼朝起つ 鎌倉殿と坂東武者たち～浮世絵で 

見る頼朝挙兵の道のり」とコラボ 頼朝に関する本のコーナーを設置しています。 

●日本の植物学の父、牧野富太郎波乱の生涯～「ボタニカル」朝井まかて 

●歳の差43歳。最強漫才コンビ降臨～「名前だけでもおぼえてください」風カオル 

●キッチンカ で北へ南へ～「佳代のキッチンラストツアー」原宏一 

その他新着図書 

・「四十過ぎたら出世が仕事」本城雅人 ・「捜査線上の夕映え」有栖川有栖 ・「鑑定人氏家京太郎」中山七里 ・「男の愛」町田康 

・「白鳥とコウモリ」東野圭吾 ・「一九六一東京ハウス」真梨幸子 ・「親愛なるあなたへ」蝉谷めぐみ ・「世界の美しさを思い知れ」額賀澪 

・「ミス・サンシャイン」吉田修一 ・「頭山満伝」井川聡  ・「猫が30歳まで生きる日」宮崎徹 ・「歌うキノコ」盛口満    

※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 

★2021年度貸出ランキングベスト10 

1位「お探し物は図書室まで」 2位「52ヘルツのクジラたち」 3位「クスノキの番人」 4位「逆ソクレタス」 5位「八月の銀の雪」 

6位「小説8050」 7位「希望の糸」 8位「推し、燃ゆ」 9位「心淋川」 10位「青い鳥」 

団体名 開催日 時 間  団体名 開催日 時 間 

田町福寿会 16日 10：00～  笑はっはの会 10日 10：00～ 

小保田すいせんの会 18日 13：30～  田子の会 19日 10：00～ 

浜げんき会 12、26日 13：30～  中佐久間元気クラブ 13日 ９：30～ 

芝台いきいき会 11、25日 13：30～  富士見クラブ 25日 13：30～ 

中原あやめ会 20日 13：30～  ミモザの会 19日 11：00～ 

鋸東睦会 20日 10：00～  町３区の会 18日 13：30～ 

友遊会 11、25日 10：00～  エーフラ百寿会 10日 13：30～ 

本郷長寿会 27日 10：00～  すこやか保田教室 9日、23日 13：30～ 

竜島さくら会 12日、19日 13：30～  すこやか保田教室（気功）※ 16日 13：30～ 

ききょうの会 13日 13：30～ 

◇健幸ポールウォーキング 

活動場所 開催日 時 間 集合場所 

竜島海岸 12日 

13：30～ 

竜島区民会館前 

佐久間川沿い・嶺岡林道 16日 役場玄関前 

鱚ヶ浦・大六海岸 17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 

●新着図書は、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。 

●空調改修工事のため、４月16日（土）から５月１日（日）まで図書室の利用を停止します。 

 ※返却は公民館窓口でお預かりします。 

※ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。 



１２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） 

１４日 (土) 09:45～  味わいハイキング196【鋸山】           （佐久間ダム公園） 

１７日（火）10:00～  ポールウォーキング【岩井海岸方面】        (集合：海洋センター正面玄関前) 

１９日（木）10:00～  子育て広場イベント【なかよし広場】        （中央公民館）   

２１日（土）10:00～  鋸南小学校運動会                 （鋸南小学校） 

２６日（木）13:00～  子育て広場イベント【子ども服交換会】        （中央公民館） 

２７日（金）12:45～   三歳児健診                    （すこやか）＊対象児R3.11.1～R4.2.28生まれ 

２８日（土） 8:00～   ５３０運動                    (町内) 

３１日（火）10:00～   ポールウォーキング【元名方面】          (すこやか正面玄関前) 

４月26日（火）から開催中 特別展【頼朝起つ～鎌倉殿と坂東武者たち～】 ７月10日（日）まで （菱川師宣記念館） 
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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 １０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 

弁護士相談 １１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 １３日（金） 13:00～15:00 ボランティアセンター 
総務管理室 

℡55-4801 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１８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 

思春期相談 ３０日（月） 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 

家庭教育相談オアシス ３１日（火） 18:00～20:00 中央公民館 
教育課生涯学習室 

℡55-2120 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

１日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

３日（火）鋸南病院            ℡55-2125 

     原クリニック（館山市）     ℡24-5711 

４日（水）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

５日（木）鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221 

８日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

     中原病院（南房総市和田）    ℡47-2021 

１５日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２２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（日）鋸南病院            ℡55-2125 

※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５月４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。 

○固定資産税 

納期限（全期・１期）      ５月２日（月） 

○軽自動車税 

 納期限（全期）         ５月31日（火） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 


