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所得税の確定申告と町・県民税の申告【３月15日（水）まで】 

 申告の内容は、町・県民税や国民健康保険料の算定などの基礎資料となりますので、必ず申告してください。 

詳しくは町報きょなん１月号をご確認ください。 

○税務署での受付 

◇期間／１月24日（火）～３月15日（水）※土日祝日除く 

◇受付時間／午前８時30分～午後４時 

◇会場／館山税務署（館山市北条） 

※入場整理券の配布状況に応じて、受け付けを早く締め切る場合があります。整理券は当日会場で配布するほ   

か、LINEアプリで事前に取得できます。 

○役場での受付 

日 会場 受付時間 

２月16日（木）～22日（水） ボランティアセンター 午前９時～午後３時 

２月24日（金）～３月15日（水） 役場（３階大会議室） 午前９時～午後４時 

※土地・建物、株式等の譲渡所得、台風被害の修繕などの雑損控除、損失の繰越、住宅借入金等特別控除（１年    

目）、青色申告決算書の作成、更正の請求などは町申告会場では申告できません。税務署またはe-Taxで申告

してください。 

○所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください！ 

  国税庁ホームぺージから、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカード

を使用してオンライン提出ができます。 

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

 

鋸南柔道クラブ会員大募集！ 

町スポーツ協会柔道部では、随時会員を募集してい

ます。 

柔道に興味のある方は、ぜひ一度練習を見に来て

ください。体験入会も大歓迎です。初めての方でも、

優しく指導します。 

◇対象者／町在住の小学生から一般まで 

◇練習日／毎週火曜日 午後６時～７時30分 

◇練習場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター武道場 

◇会費／無料（保険料は自己負担） 

◇問合せ先／町スポーツ協会柔道部 角田康治 

 ℡090-2207-8768 

 

 

鋸南町職員の募集  

◇採用時期／令和５年４月１日 

◇採用予定者／社会福祉士 １人 

◇受験資格／昭和57年４月２日以降に生まれた者  

で、社会福祉士の資格を有する者または令和５年

３月31日までに資格取得見込みの者 

◇申込書の提出先／総務企画課総務管理室 

 ＊町ホームページからダウンロードできます。 

◇申込受付期間／１月23日（月）～２月３日（金） 

 午前８時30分～午後５時15分 ※土日祝日除く 

 ＊郵送の場合は２月３日（金）消印のものまで受付 

◇試験日・場所／２月19日（日）鋸南町役場 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

編集・発行：鋸南町役場総務企画課      
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鋸南町社会福祉協議会職員の募集 

◇採用時期／令和５年４月１日 

◇採用予定者／一般事務 １人 

 （地域福祉事業・ボランティア活動推進等に関わる事務） 

◇受験資格／昭和62年４月２日から平成17年４月１

日に生まれた者で、高等学校以上の学校を卒業した

者（卒業見込み含む） 

◇申込書の配布・提出先／ 

鋸南町社会福祉協議会（ボランティアセンター内） 

◇受付締切／１月31日（火）午後５時 

◇試験の日時・場所／第一次試験（一般教養・適正検査） 

２月12日（日）午前10時～ 

鋸南町ボランティアセンター 

第二次試験（面接）第一次試験合格者に別途通知 

◇問合せ先／鋸南町社会福祉協議会 ℡50-1174 

 

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。 

◇募集人数／５人程度 

◇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、町奨学資金貸付

基金条例及び規則に該当する方 

◇貸付額／  

頼朝桜染め教室 

２月14日から開催の菱川師宣記念館企画展「万葉の

ひかり」にあわせて、頼朝桜染め体験を行います。 

 同じ桜の木でも、季節によって違う色に染まります。

この機会に染め物体験をしませんか。 

◇体験日／２月21日（火） 

◇時間／①午前の部 午前10時～11時30分 

 ②午後の部 午後１時30分～３時 

◇場所／道の駅保田小学校 みんなの家庭科室 

◇講師／きょなん楽染めの会 代表 藤井悦子氏 

◇募集人数／各部10人 

◇費用／500円（ハンカチ） 

 400円（コースター） 

 1,000円（手提げ）＊その他スカーフも用意 

◇持ち物／エプロン、ゴム手袋 

◇申込み開始日時／２月１日（水）午前９時～ 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 ＊申し込みの際、体験する内容をお伝えください。 

 

つつが虫病（ダニ媒介感染症） 

に注意 

 安房地域でつつが虫病の発生が増加しています。つ

つが虫病は、ダニの一種であるツツガムシにさされる

ことで細菌に感染して発症する病気です。 

◇症状／５～14日ほどの潜伏期間を経て、倦怠感や頭

痛、39℃以上の高熱が現れ、発症後３～４日で体幹

部から四肢に発疹が広がります。 

◇予防策／ダニの刺咬予防のため、農作業や山野など

に入るときは、長袖・長ズボンなどで肌の露出を避

け、ダニ忌避剤を使用しましょう。 

また、帰宅後はすぐに入浴し、新しい服に着替え

ましょう。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

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

区分 修学金 入学準備金 

高等学校 

高等専門学校など 
月額１万円以内 ３万円以内 

大学など 月額３万円以内 20万円以内 

◇貸付期間／令和５年４月から正規の修学期間が終 

了する月まで 

◇返還期間／貸付終了１年後から貸付を受けた期間の

２倍以内の期間 

◇募集期間／２月１日（水）～28日（火） 

◇応募方法／申請書、推薦書、その他関係書類を応募

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 
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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～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、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   
●新田次郎文学賞・本屋が選ぶ時代小説大賞W受賞～「葵の残葉」「葵のしずく」奥山景布子 

●女王陛下の激動の半生～「エリザベス女王 史上最長・最強のイギリス君主」君塚直隆 

●「自分と妻」の死後の出版のために書かれた自伝～「「私」という男の生涯」石原慎太郎 
●新海誠特集～「すずめの戸締り」「彼女と彼女の猫」「星を追う子ども」「雲のむこう、約束の場所」新海誠 

●「孤独のグルメ」原作者最新刊～「勝負の店」久住昌之 

●昨年逝去、山本文緒が最期まで綴った日記～「無人島のふたり」山本文緒 

その他新着図書 

・「永遠年軽」温又柔 ・「君といた日の続き」辻堂ゆめ ・「十三夜の焔」月村了衛  

・「今夜ぬか漬けスナックで」古矢永塔子 ・「水たまりで息をする」高瀬隼子 ・「全部を賭けない恋がはじまれば」稲田万里    

・「れんげ出合茶屋」泉ゆたか ・「憐憫」島本理生 ・「揺れる階」松村友視 ・「プリテンド・ファーザー」白岩玄  

・「清浄島」河﨑秋子 ・「切腹屋」岩井三四二 ・「老害の人」内館牧子 ・「豪球復活」河合莞爾 ・「仕掛島」東川篤哉 

・「濱地健三郎の呪える事件簿」有栖川有栖 ・「薔薇色に染まる頃」吉永南央 ・「半月の夜」野沢直子 ・「流浪地球」劉慈欣 

・「帰ってきたお父ちゃん」水島かおり ・「若葉荘の暮らし」畑野智美 ・「サブスクの子と呼ばれて」山田悠介 

・「一千億のif」斉藤詠一 ・「クモの世界」浅間茂 ・「生物を分けると世界が分かる」岡西政典 

児童本 

・「橋の上で」湯本香樹実 ・「ラベンダーとソプラノ」額賀澪 ・「すかしてビックリ！手のしくみ」イダン・ベン＝バラク他  

※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。 

本のリサイクルフェア終わる 

 昨年10月29日・30日の本のリサイクルフェアでは、100人以上の来館があり、589冊あった本のうち、279冊のご利

用をいただきました。本を寄贈していただいた皆さんに感謝申し上げます。 

◇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 
６日 13：30～  

 
ききょうの会 10日 13：30～ 

20日 10：00～ 田子の会 16日 10：00～ 

小保田すいせんの会 １、15日 13：30～ 中佐久間元気クラブ 10日 9：30～ 

浜げんき会 ９、23日 13：30～  富士見クラブ 22日 13：30～ 

芝台いきいき会 ８、22日 13：30～  ミモザの会 25日 10：00～ 

中原あやめ会 17日 13：30～  町３区の会 １、15日 13：30～ 

鋸東睦会 20日 10：00～  エーフラ百寿会 ９日 13：30～ 

本郷長寿会 22日 10：00～  すこやか教室 ６、13、27日 13：30～ 

竜島さくら会 ９、16日 13：30～  すこやか教室（気功） 20日 13：30～ 

                           ※ヨガマットまたはバスタオルを持参してください 

 

 

 

 

※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 

◇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 ７日 

13：30～ 

保田中央海岸駐車場 
勝山海岸 ９日 竜島区民会館前 
佐久間川沿い・嶺岡林道 20日 役場前 
鱚ヶ浦・大六海岸 21日 中央公民館前 

 



２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（日）13:30～ 新春かるた大会                  （中央公民館） 

７日（火）10:00～ 保育所開放                    （保育所園庭） 

９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（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） 

１６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】        （中央公民館） 

２４日（金）12:45～ 乳児前期健診                    （すこやか）＊対象児R4.7.1～R4.10.31生まれ 

２６日（日）10:00～ 長狭街道駅伝競走大会（鋸南→鴨川）        （スタート地点：すこやか） 

２８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） 

＊開催中       特別展【靉
あい

日
じっ

荘
そう

100年 保田を愛した歌人や画家たち】 （菱川師宣記念館）＊２月５日まで 

４ 

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 

家庭教育相談オアシス  ７日（火） 18:00～20:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

思春期相談  ９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（水） 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 
１５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 

税理士による無料相談 ２０日（月） 10:00～15:00 
イオンタウン館山コミュニ

ティホール前（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

５日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１１日（土）鋸南病院            ℡55-2125 

      石川外科内科クリニック（鴨川市）℡04-7092-5210 

１２日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

１９日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２３日（木）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２６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 

※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２月１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。 

 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（８期）       ２月28日（火） 

◇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 

 保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


