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マイナポイント第２弾の申し込み開始 

 マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み及

び公金受取口座登録に対するポイント申し込み・付

与を６月30日から開始します。 

また、税務住民課窓口で、健康保険証の利用登録、

公金受取口座登録の支援を行っています。 

◇対象者／①マイナンバーカードを取得された方の       

うちマイナポイントに申し込みをしていない方、

マイナンバーカードをこれから取得される方（９

月末までの申請が必要） 

②マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み

を行った方（既に申し込みをした方も含む） 

③公金受取口座の登録を行った方（既に登録をした方も含む）  

◇ポイント付与数・申し込み開始／①最大5,000円分・受付中 

②③それぞれ7,500円分・６月30日開始 

※申込期限：令和５年２月末 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度 

 経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難

な場合は、納付が免除または猶予されます。 

７月１日から令和４年度(令和４年７月から令和

５年６月分)の申請受付を開始します。  

過去の分を申請する場合は、申請時点の２年１か

月前の月分まで遡って申請できます。 

◇手続きに必要なもの／・基礎年金番号がわかるもの 

・失業による特例承認を受けるには、雇用保険被保

険者離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど 

◇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 

 

 

 

 

 

児童手当制度が変わります 

10月支給分（６月～９月分）から児童手当制度が一

部変更となります。 

主な変更点は以下のとおりです。 

■一部の方を除き現況届が提出不要となります。 

引き続き現況届の提出が必要な方には届出用紙を

同封しています。６月30日(木)までに提出してくだ

さい。 

■所得が所得上限限度額以上の方は、児童手当等が

受けられなくなります。 

10月支給分から児童を養育している方（生計中心

者）の所得が一定の額を上回った場合は、これまで支

給されていた児童手当特例給付が受けられなくなり

ます。 

詳しくは、６月の支払通知書に同封のリーフレッ

トをご確認ください。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

借金の返済でお悩みの方へ 

 解決のための助言を行い、必要に応じ法律専門家

を紹介します。相談は無料、秘密は厳守します。 

◇受付時間／月～金（祝日を除く）午前８時30分～

正午、午後１時～４時30分まで 

◇問合せ先／財務省千葉財務事務所多重債務者相談窓口   

℡043-251-7830 

 

献血の実施  

新型コロナウイルス感染症の影響により献血協力

者が減少しており、輸血用血液が不足しています。 

皆さんのご協力をお願いします。 

◇日時／７月１日（金）午後１時30分～４時 

◇場所／保健福祉総合センター「すこやか」 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 
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２  

自衛隊 航空学生・一般曹候補生・

自衛官候補生 募集 

■航空学生 

海上自衛隊や航空自衛隊のパイロットを養成 

◇応募資格／海：高卒（見込含）23歳未満の者 

 空：高卒（見込含）21歳未満の者 

◇受付期間／７月１日（金）～９月８日（木） 

◇試験日／１次試験 ９月19日（月） 

２次試験 10月15日（土）～20日（木）の指定する日 

３次試験 海：11月18日（金）～12月14日（水）の

指定する日 

空：11月12日（土）～12月15日（木）の指定する日 

■一般曹候補生 

 専門分野のプロフェッショナルを養成 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇受付期間／７月１日（金）～９月５日（月） 

◇試験日／１次試験 ９月15日（木）～18日（日）の

間の指定する日 

２次試験 10月８日（土）～11日（火）の間の指定する日 

■自衛官候補生 

 陸・海・空自衛官になる最も一般的なコース 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇受付期間／随時募集中です。詳しくは木更津地域

事務所ホームページをご確認ください。 

◇応募・問合せ先／自衛隊千葉地方協力本部木更津

地域事務所 ℡0438-23-5734 

 

食中毒注意報の発令 

９月30日まで食中毒注意報が発令されています。

次のことを注意して、食中毒を予防しましょう。 

◇購入時／生鮮品は消費期限や保存方法を確認し、

購入後はすぐ持ち帰りましょう。 

◇保存時／冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15             

度以下の温度に保ちましょう。 

◇調理時／調理する前や、肉・魚・卵などを触った後               

は手を洗い、肉などは十分に加熱しましょう。 

◇調理後／調理後はすぐに食し、室温に長時間放置

しないよう心がけましょう。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

夏の交通安全運動 

～自転車も ルールを守る ドライバー～ 

 ７月10日から19日まで、夏の交通安全運動が実施

されます。 

交通ルールを守り、交通マナーを心がけて交通事

故防止に努めましょう。 

自転車の利用者は、自分が「歩行者ではなく、車両

の運転者であること」を十分認識して安全運転に努

めましょう。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

 

集落での侵入防止柵の設置を支援 

 イノシシなどの有害獣による農作物被害の防止に

向けて、来年度の事業実施の要望を受け付けます。 

◇対象者／町内の３戸以上の団体 

◇交付条件／・３戸以上隣接した耕作農地であること 

・設置予定箇所に有害獣の侵入や被害が発生していること 

・被害状況から費用対効果を算出し、投資効果が認め 

られるもの 

・電気柵は設置後８年間、物理柵は設置後14年間維持

管理できること 

・自力施工で侵入防止柵の設置ができること 

◇補助内容／資材支給方式（現物支給） 

◇申込締切／７月22日（金） 

◇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 

 

「社会を明るくする運動」強調月間 

 ７月は、「社会を明るくする運動」の強調月間です。 

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につい

て理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や

非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため

の全国的な運動です。 

 更生には、周囲の応援や地域に居場所があること

が大きな後押しになります。受け入れ、支えるために、

何ができるのか、皆さんで考えてみませんか。 

◇問合せ先／“社会を明るくする運動”千葉県推進委 

員会事務局 ℡043-204-7795 



３ 

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～７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  ～ものの見方を変えて！！～ 

●丁寧な暮らしと家事効率化を図る～／「がんばりすぎない家事の時短図鑑」田中ナオミ 

●いつだって変えていい。～／「私を新しくする51のこと」本多さおり 

●お金の不安が消える！？～／「『お金じょうずさん』の小さな習慣」市居愛 

●リスクゼロで賢く得する～／「地味なお金の増やし方」佐藤敦規 

●生活の当たり前から新しい価値観へ～／「ふやすミニマリスト」藤岡みなみ  

その他新着図書 

・「写真でたどる美しいドレス図鑑」リディア・エドワーズ ・「０」堂場瞬一 ・「明日のフリル」松澤くれは 

・「チョウセンアサガオの咲く夏」柚木裕子 ・「御伽の国のみるく」モモコグミカンパニー ・「青い雪」麻加朋 

・「あの頃な」マンボウやしろ ・「名探偵・浅見光彦」内田康夫 ・「空にピース」藤岡陽子 ・「奇跡」林真理子 

・「コーリング・ユー」永原皓 ・「バカラ」桐野夏生 ・「はじめての」島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都 

・「正義の段階」田村和大 ・「君の心に刻んだ名前」湛藍 ・「燕は戻ってこない」桐野夏生 

・「22年目の告白」浜口倫太郎 ・「人類の歴史をつくった17の大発見」コーディー・キャシディー 

・「ロング・アフタヌーン」葉真中顕 ・「シャルロットのアルバイト」近藤史恵 

児童本 ・「アンダーアース・アンダーウォーター地中・水中図絵」  

※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 

団体名 開催日 時 間  団体名 開催日 時 間 

田町福寿会 
４日 13：30～  

 
竜島さくら会 14日、21日 13：30～ 

18日 10：00～ ききょうの会 ８日 13：30～ 

小保田すいせんの会 ６、20日 13：30～  笑はっはの会 ５日 13：30～ 

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

芝台いきいき会 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～  すこやか教室 ４、11、25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 

保田中央海岸 ５日 

9：00～ 

保田中央海岸駐車場 

勝山海岸 14日 竜島区民会館前 

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 



２日（土） 9:10～ 味わいハイキング198【鎌倉街道と三舟山ハイキング】 （集合:JR君津駅） 

５日（火）10:00～ ポールウォーキング【室内運動】          （集合:すこやか） 

７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） 

９日 (土) 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） 

２８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】         （中央公民館） 

２９日（金）12:45～ １歳６か月児健診                  (すこやか)＊対象児R2.9.1～R2.12.31生まれ 

           ３歳児健診                     (すこやか)＊対象児H31.1.1～H31.1.31生まれ 

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） 

１２日（火）～ 企画展【道化の刻 小島鐵男展】９月４日（日）まで    （菱川師宣記念館） 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記手続案内 
毎週火曜日・ 

木曜日 

09:00～12:00 

13:00～16:00 

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 

税理士による無料相談  ５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 

行政相談  ８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 

弁護士相談 １３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 

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 

成年後見制度に関する

巡回相談 
２０日（水） 13:30～16:20 ボランティアセンター 

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 ２６日（火） 18:00～20:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

  

 

※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 

      花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

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 

１８日（月）富山国保病院(南房総市)       ℡58-0301 

            亀田ファミリークリニック(館山市)   ℡20-5520 

２４日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

３１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７月６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。 

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。 


