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おしらせ 

「運動まつり2022」開催決定 

 ４年ぶりの運動まつりが開催されます。恒例の綱引きや玉入れと、ボッチャ・モルックなどのニュースポーツを

みんなで楽しみましょう。 

◇日時／10月16日（日）※事前申し込み不要 

◇場所／鋸南小学校グランド・体育館 

◇参加費／無料（参加賞・賞品あり） 

◇種目・日程／ 

種目 時間 内容 

開会式・ラジオ体操  9:00～ 9:30 準備体操 

①みんなで玉入れ競争 

②みんなで綱引き 
9:30～10:30 団体種目 

③ボッチャ対決 

④モルック対決 

⑤輪投げ対決 

10:30～12:15 
個人またはチーム戦 

ニュースポーツに挑戦 

◇問合せ先／Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡55-4411 

 

給水管・配水管の漏水調査 

貴重な水を有効に使うため、水道メータまでの水漏れ箇所の調査を実施します。昼間は宅地内で止水栓や水

道メータ、夜間は道路上で調査を行います。 

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。なお、この調査で料金を請求することはありま

せん。 

◇調査期間／９月26日（月）～12月20日（火）の間 ※土・日・祝日は調査を行いません。 

◇調査時間／ 宅地付近は午前９時～午後５時、道路上は午後９時～翌朝５時 

◇地区別調査予定／全26区   

調  査  日 地  区  名 

９月26日（月）～10月４日（火） 元名・芝台・本郷浜・中道台・中原・本郷上・大帷子上 

10月５日（水）～10月19日（水） 竜島・町・仁浜・内宿・田町・本郷・両向・岩井袋 

10月20日（木）～11月11日（金） 
吉浜・大帷子下・大六・江月・中佐久間・上佐久間・ 

小保田・市井原・横根・大崩・奥山 

※調査日は、天候等により変更する場合があります。 

◇調査業者／株式会社漏水探査 ℡043-239-5511 

身分証明書・腕章を着用して行いますので、不審な点がありましたらご連絡ください。 

◇問合せ先／昼間：建設水道課水道室 ℡55-3569 

夜間：浄水場 ℡55-1229 
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訪問看護ステーション・ 

居宅介護支援事業所の閉鎖 

 訪問看護ステーションと訪問看護ステーション居

宅介護支援事業所は９月30日で閉鎖となります。 

 長きに渡り、ご支援いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

◇問合せ先／訪問看護ステーション ℡50-1173 

 

総合検診  

 生活習慣病予防のため総合検診を実施しますので、

予約がまだの方は、至急ご予約ください。 

日程 会場 受付時間 

10

月 

 

12日（水） 

すこやか 

①7:00～7:30 

②7:30～8:00 

③8:00～8:30 

④8:30～9:00 

※予約制 

各枠定員30人 

13日（木） 

14日（金） 

16日（日） 

役場 17日（月） 

18日（火） 

※肺がん・結核健診のみ10月６日（木）に実施します。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

耕作放棄地を刈払って 

イノシシを追い払おう！ 

10月は県のイノシシ対策一斉刈払い月間です。 

耕作放棄地はイノシシの格好の棲み家です。耕作 

放棄地を定期的に刈払うなど、農地を適切に管理し、

イノシシによる農作物被害を防ぎましょう。 

◇問合せ先／県安房農業事務所企画振興課 ℡22-7131 

地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

９月20日から26日は動物愛護週間 

 動物愛護週間は動物の愛護及び管理に関する法律

で、動物愛護と適正な飼育について関心と理解を深め

るために設けられています。 

 大切なペットが社会に受け入れられるよう、ルール

を守って飼いましょう。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

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。

ごみの処分は、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 

 例：わら屑などの処分による焼却 

②風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの 

 例：どんど焼きなど地域行事に伴う焼却 

③災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

 例：火災予防訓練時の模擬火災に伴う焼却 

④公共団体が施設の管理を行うために必要なもの 

 例：河川管理者が河川管理のために行う焼却 

⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの 

 例：風呂焚きやバーベキューなどに伴う焼却 

●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するために

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 
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ご案内 

【保険料の減免】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯を支援するため、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減

免を実施します。 

◇対象世帯／ 

対象世帯① 
世帯の主たる生計維持者（原則、世帯主）が新型コロナウイルス感染症に羅患したことにより亡

くなられた、または重篤な傷病を負った世帯 

対象世帯② 

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、

山林収入、給与収入）の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯 

（１）主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較し30％以上減少していること 

※保険金や損害賠償等により補填される金額は減少額から控徐します。 

（２）主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること 

（３）主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額

400万円以下であること 

【傷病手当金】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染または感染の疑いにより療養のため労務に服することがで

きなくなった被用者（給与等の支払いを受けている方）に対し、傷病手当金を支給します。 

◇対象者／次のすべてに該当する方 

・鋸南町国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している被用者の方 

・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため仕事を休んだ方 

・休んだ期間の給与等の全部または一部を受け取れない方 

◇支給期間／令和２年１月１日～令和４年９月30日の間で労務に服することができない期間（仕事を休んだ日）

から起算して３日を経過した日以降の労務に服することができない期間 

  ※勤務が予定された日のみが対象です。※ただし、状況が継続する場合は最長１年６か月まで 

◇申請・問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

インボイス制度の登録申請 

令和５年10月１日から消費税の「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。売上高が1,000万

円以上の消費税の課税事業者が消費税の仕入税額控除の適応を受ける場合に適格請求書（インボイス）の発行が

必要となります。また、必要に応じて、免税事業者も登録手続きにより発行することができます。 

インボイスを発行するためには、令和５年３月31日までに税務署での登録申請が必要です。登録を受けると、税

務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。 

ご自身が事業者として、取引先との関係等で登録申請の必要があるかを今一度ご確認ください。 

◇インボイス制度に関する説明会の開催予定／ 

開催日時 時 間 開催場所 問合せ先 

９月27日（火） 15：00～16：00 館山税務署 22-0101 

10月12日（水） 18：30～20：30 鋸南町商工会 55-3691 

10月13日（木） 15：00～16：00 館山税務署 22-0101 

◇問合せ先／軽減・インボイスコールセンター ℡0120-205-553（受付時間は午前９時から午後５時まで※土日祝除く） 

国民健康保険・後期高齢者医療制度 

新型コロナウイルス感染症支援制度のご案内 



マイナポイントの予約・申請申し込み 

４ 

住民税非課税世帯等に対する 

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を支援するため、 

令和４年度に新たに世帯全員の住民税均等割が非課 

税となった世帯に対し、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７月上旬に確認書

を送付していますので、忘れずに返信してください。 

 ※すでに受給した世帯や住民税が課税されている 

方の扶養親族のみの世帯は、対象外です。 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

パスポート申請受付・受け取り 

９月28日から役場でパスポートの申請受付・受け取

りができるようになります。 

◇申請できる方／日本に国籍を有し、次のいずれかに

該当する方 

・県内に住民登録がある方 

・県外に住民登録している方で、修学などで継続的   

に県内に居住している方 

◇取扱業務／・パスポートの新規申請・切替申請と交付・

記載事項変更旅券の申請と交付・査証（ビザ）欄の増補

申請と交付・パスポートの紛失、盗難、焼失の届出 

 ※県安房地域振興事務所での申請受付は、９月27日

（火）に終了します。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

 

 

 

講座・催し

司法書士法律無料相談会 

10月１日の「法の日」に「司法書士法律無料相談会」

を実施します。 

 不動産の相続や売買、登記に関することをはじめ、借

金に関することなどさまざまな相談を受け付けます。 

◇日時／10月４日（火）午前10時～午後３時 

◇場所／菜の花ホール（館山市北条） 

◇予約受付／９月26日(月)～29日（木）午前10時～午後３時 

◇予約／原田利昭事務所 ℡30-8323 

 嶋津輝雄事務所 ℡04-7094-2630 

 嶋田裕司事務所 ℡24-5233 

◇問合せ先／千葉司法書士事務局 ℡043-246-2666 

 

第40回「目の愛護デー」 

 千葉県眼科医会会員が目の健康について無料電話

相談を受け付けます。 

◇日時／10月10日（月）午前９時～午後４時 

◇相談先／℡043-242-4271（当日のみ） 

※事前申し込みは不要です。 

◇問合せ先／千葉県眼科医会事務局 ℡04-7186-7425 

安房反核フェスティバル 

丸木位里・俊の「原爆の図」移動展示会が開催され

ます。原爆という言葉が使えなかった米軍占領下の 

1950、1951年に描かれた作品５点を展示します。 

◇日時／10月８日（土）～９日（日）午前９時～午後４時 

◇場所／中央公民館 

◇問合せ先／安房反核フェスティバル実行委員会 

古畑 ℡090-2440-4544 

 

第28回安房地域母親大会 

「教育の今、子どもの未来を考えよう！」をテーマ

に元文部科学事務次官の前川喜平さんの講演が行われ

ます。 

予約優先ですので、ご希望の方はお問い合わせくだ

さい。 

◇日時／10月10日（月）午後１時～３時30分 

◇場所／南総文化ホール（館山市北条） 

◇参加費／500円（資料代） 

◇申込み・問合せ先／第28回安房地域母親大会実行委員会 

 宇部 ℡090-2237-6819

マイナポイントの予約・申請ができるマイナンバーカードの申請期限が９月末に迫っています。 

手続きが完了していない方は、役場またはスマートフォンでお早めにお願いします。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 



５ 

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～10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、検温、手洗い・手指消毒、マスクの着用、会場の換気にご協力ください。 

◇笑って楽しく頭と身体を動かす会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお薦め  話題の新刊図書続々入荷！ 
●慟哭必至の最高傑作、圧巻の芥川賞受賞第一作～「くるまの娘」宇佐見りん 

●ネットギャリーリクエストランキング第１位～「図書室のはこぶね」名取佐和子 

●「町医者」が、ぼくの家の天職だった～「花散る里の病棟」帚木蓬生 

●澤田瞳子氏絶賛。茶々と大野治長の歴史恋愛小説～「さざなみの彼方」佐藤雫 

●「東洋の化粧品王」と呼ばれた男はいかにして誕生したか～「コスメの王様」高殿円 

●こんな人たちフジテレビにはいなかった～「全力でアナウンサーしています。」吉川圭三 

●文學界新人賞受賞・全委員激賞！～「Ｎ／Ａ」年森瑛 

その他新着図書 

・「月の王」馳星周  ・「冷凍王子の冷凍大全」西川剛史 ・「晩秋行」大沢在昌 ・「午前０時の身代金」京橋史織  

・「コンクールシェフ！」五十嵐貴久 ・「光源」桐野夏生 ・「孤蝶の城」桜木柴乃 「団地のふたり」藤野千夜        

・「夏鳥たちのとまり木」奥田亜希子 ・「丹吉」松村進吉 ・「俺ではない炎上」浅倉秋成 ・「任狭ショコラティエ」新堂冬樹 

・「わかれば『源氏』はおもしろい」瀬戸内寂聴 ・「ラストバトル プロレス哀歌」草凪優 ・「空想科学読本！」柳田理科雄  

・「食虫植物」福島健児 ・「ルームメイトと謎解きを」楠谷佑 ・「ナゾトキ・ジパング」青柳碧人 ・「死神を祀る」大石大  

・「よろずを引くもの」西條奈加 ・「メダカ飼育読本」戸松具視 ・「空をこえて七星のかなた」加納朋子 

新着児童本 

・「魔法のほね」安田登 ・「しま」マルク・ヤンセン 

お知らせ 

今年も本のリサイクルフェアを10月29日（土）・30日（日）に開催します。 

※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 
３日 13：30～  

 
ききょうの会 14日 13：30～ 

17日 10：00～ 笑はっはの会 ４日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ５、19日 13：30～  田子の会 20日 10：00～ 

浜げんき会 ６、20日 13：30～  中佐久間元気クラブ 14日 9：30～ 

芝台いきいき会 12、26日 13：30～  富士見クラブ 26日 13：30～ 

中原あやめ会 21日 13：30～  ミモザの会 20日 11：00～ 

鋸東睦会 21日 10：00～  町３区の会 ５、19日 13：30～ 

本郷長寿会 20日 10：00～  エーフラ百寿会 13日 13：30～ 

竜島さくら会 13、20日 13：30～  すこやか教室 ３、17、24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 ４日 

13：30～ 

保田中央海岸駐車場 
勝山海岸 13日 竜島区民会館前 
佐久間川沿い・嶺岡林道 17日 役場前 
鱚ヶ浦・大六海岸 18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 



１日（土） 9:00～ 子ども会デイキャンプ             （佐久間ダム公園） 

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） 

９日（日）終日   第40回安房郡市PTAバレーボール大会       （嶺南中和田体育館・丸山体育館） 

１１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） 

１５日（土） 9:30～ 鋸南保育所運動会               （保育所園庭）  

１６日（日） 9:00～ 町民運動まつり2022              （鋸南小学校） 

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【奥山方面】         （集合:佐久間ダム公園駐車場） 

２８日（金） 9:30～ 湧心祭・合唱コンクール            （鋸南中学校） 

２８日（金）12:45～ 乳児前期健診【対象児R4.3.1～R4.6.30生まれ】  （すこやか） 

２９日（土）、３０（日）9:00～ 鋸南町文化祭 本のリサイクルフェア （中央公民館） 

※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 

 

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 

思春期相談 ３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 

無料調停相談 ８日（土） 10:00～15:00 
南総文化ホール 

（館山市北条） 

館山調停協会 

℡090-3068-3345（鈴木） 

税理士による無料相談 １１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 １３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 １７日（月） 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 
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 

行政書士による 

対面無料相談会※ 
２１日（金） 

10:00～12:00 

13:30～16:30 

館山市コミュニティセンター 

（館山市北条） 
千葉県行政書士安房支部 

℡28-4333（江澤事務所） 

家庭教育相談オアシス ２７日（木） 18:00～20:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

※「行政書士による対面無料相談」は、新型コロナウイルス感染症の状況により、電話相談となる場合があります。 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

２日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

９日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

      中原病院（南房総市和田）    ℡47-2021 

１０日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

１６日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

      平野眼科（館山市）       ℡27-3636 

２３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 

３０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 10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（３期）       10月31日（月） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（４期）       10月31日（月） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

           税務収納室 ℡55-2113 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 


