
1

広 

報 

お 知 ら せ 版 

ホームページアドレス  http://www.city.minamiboso.chiba.jp
南房総市　秘書広報課　TEL0470-33-1002　FAX0470-20-4591　平成19年1月25日発行 222月号 月号 月号 

No.10 
2007 
平成平成19年 

No.10 
2007 
平成19年 

日 日 曜 行　　　　　事 

1 木 

2 金 
 

3 土 

4 日 

8 木 

11 日 

◇バレンタインデー 

◇立春 
ふるさと美化運動（和田地区） 
ローズマリー杯争奪ミニバス大会　丸山体育館 
　　　　　　　　　　　　　　   8:30～ 
第1回健康まつり　富山ふれあいスポーツセンター 
　　　　　　　　　　　　　　   9:30～ 
文化祭・産業まつり　富山公民館周辺 
9:00～　9:30～ 
まほろば駅伝大会　三芳中　　  10:00スタート

所得税・住民税　申告受付開始　　　  ～3/15 
行政相談　三芳支所 　　　　　10:00～15:00 
心配ごと相談　三芳農村環境改善センター 

13:30～16:00 
健康相談　和田地域福祉センター 

13:30～15:00

固定資産税　第4期納期限 
国民健康保険税　第8期納期限 
介護保険料　第6期納期限 
行政相談・心配ごと相談　和田地域福祉センター 

13:30～16:00

曜 行　　　　　事 

19 月 
◇雨水 
健康相談　白浜保健福祉センター 

13:30～15:00

人権相談・行政相談　丸山保健福祉センター 
10:00～15:00 

心配ごと相談　丸山保健福祉センター 
13:30～16:00 

心配ごと相談　ちくら介護予防センター 
13:30～16:00

駅からハイキング（花の富浦）富浦駅 
8:30～16:00 

さざなみボウリング大会　館山アタックレーン 
　　　　　　　　　　 　15:00～ 

行政相談・心配ごと相談　白浜保健福祉センター 
13:30～16:00

育児相談　白浜保健福祉センター 
9:30～11:30

◇皇太子誕生日 
もぐもぐ教室　千倉保健センター 

13:30～15:00 

健康相談　三芳保健福祉センター 
10:00～11:30 

健康相談　千倉保健センター  　13:30～15:00
12 月 

13 火 

20 火 

22 木 

23 金 

21 水 

 

24 土 

25 日 

26 月 

27 火 

28 水 

17 土 

18 日 

16 金 

14 水 

15 木 

5 月 

6 火 

7 水 

◇初午 

◇北方領土の日 

9 金 

10 土 

結婚相談　ちくら介護予防センター 
13:30～16:00

真野大黒祭（丸山地区）　　　　   8:30～ 

人権相談　千倉支所    　      　10:00～15:00 
行政相談・心配ごと相談  富山支所  13:30～16:00 
スキー教室　群馬県片品村　　　～11日 

育児相談　三芳保健福祉センター  10:00～11:30

駅からハイキング（花嫁街道）和田浦駅　9:30～16:00

駅からハイキング（花嫁街道）和田浦駅　9:30～16:00

◇建国記念の日 
金気神社祭礼（富浦地区） 
第46回富浦青少年健全育成柔剣道大会 
　富浦体育館ほか　　　　　 　9:00～ 

市民卓球大会　富山ふれあいスポーツセンター 
　　　　　　　　　　　　　　　9:00～ 
庖丁式奉納　高家神社(千倉地区)11:00～ 

◇節分 

◇針供養 
育児相談　とみうら元気倶楽部　  9:30～11:30 
健康相談　とみうら元気倶楽部　14:00～15:30 

（※管理栄養士もいます） 
育児相談　千倉保健センター　  13:15～15:45

人権相談　とみうら元気倶楽部　10:00～15:00 
行政相談・心配ごと相談　とみうら元気倶楽部 

13:30～16:00 
行政相談　千倉支所　  　　　　10:00～15:00 
育児相談　和田地域福祉センター 　13:30～15:30

健康相談　富山保健福祉センター  10:00～11:30 
育児相談　富山保健福祉センター  13:30～15:30 
育児相談　丸山保健福祉センター  10:00～11:30 
健康相談　丸山保健福祉センター  13:30～15:30 

（※管理栄養士もいます） 

人　口　の　動　き 
総人口 
45,382人 

世帯数 
16,895世帯 

男 
21,719人 

女 
23,663人 

（平成19年1月1日現在） 

出生 15人 死亡 73人 転入 99人 転出 84人 



2月11日（日）に行われる、カゼの神様『金気神社』（富浦町福沢153）の祭礼のため、市営路線バス富浦線
のディマンド運行（利用の少ない路線や時間帯において、「利用したい！」という連絡が企画政策課にあった場合のみ、運行させるしく
み）を右表のように行います。ディマン
ド運行を要望される人は、2月9日（金）
までに、企画政策課地域交通係までご連
絡ください。

連絡先 企画政策課　交通係
TEL 33－1001

対象児：平成18年10月15日までに生まれ、4カ月児健康
診査が済んでいないお子さん
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乳幼児健康診査

月　日 
2月14日（水） 12：45～13：00 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL 36－1152

社会福祉課から 問い合わせ　 TEL 36－1151

予防接種【2月の予防接種（集団）日程】

月　日 
2月21日（水） 12：45～13：00 白浜保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。
普段からお子さんの体調について、注意すべき点などがあれば、

その内容をよく理解している保護者のお越しをお願いします。

【4カ月児健康診査】

【1歳6カ月児健康診査】

対象児：平成17年7月31日までに生まれ、1歳6カ月児健
康診査が済んでいないお子さん

2月27日（火） 
月　日 

12：45～13：00 富山保健福祉センター 
受付時間 場　　所 

対象児：平成15年7月31日までに生まれ、3歳児健康診査
が済んでいないお子さん

【3歳児健康診査】

対象児：平成18年8月7日から平成18年11月7日生まれで
BCGの接種が済んでいないお子さん

月　日 
2月6日（火） 13：40～13：50 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

身体的・精神的な悩みに対する総合的な助言指導および健
康増進のための情報提供を行います。2月は女性医師による相
談を行います。相談は無料です。事前の予約が必要です。

申込および問い合わせ 月　日 

2月19日（月） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 
安房健康福祉センター 
TEL22－4511

時　間 場　所 

障害者スポーツ指導者(初級スポーツ指導員)養成講習会

ディマンド運行

身体に障害のある未婚男女の皆さんが集い、希望や悩み
を語り合い、友情を深め、交流の場を通じて自立と社会参
加意欲の高揚を図ることを目的として、交流会が開催され
ます。
日　　時 2月17日（土）午前10時から午後3時まで
会　　場 千葉県障害者スポーツ･レクリエーションセンター

〒263－0016 千葉市稲毛区天台6-5-1
参 加 費 500円（付添も同額）
内　　容 自己紹介・ゲーム・レクリエーションなど

※上履きを用意できる人はお持ちください。
対 象 者 県内居住の未婚男女で障害をもつ人。

目的の趣旨にご理解くださる未婚の健常者。
原則として、団体行動に耐えられ協調できる人。
（介助者の必要な人は必ずつけてください）

申込期限 2月9日（金）まで
※申込書は三芳分庁舎内　社会福祉課にあります。

申込および問い合わせ
社会福祉法人　千葉県身体障害者福祉協会
TEL  043－245－1746
〒260－0026 千葉市中央区千葉港4‐3
千葉県社会福祉センター1階

身体障害者『若人の集い・交流会』

女性のための健康相談

1便 

2便 

3便 

4便 

富浦駅 

8:20 

9:25 

11:20 

13:20

富浦駅 

8:55 

10:20 

12:15 

13:55

金気神社※ 

8:28 

9:33 

11:28 

13:28

青木山方面 

8:36 

9:41 

11:36 

13:36 

金気神社※ 

8:47 

9:52 

11:47 

13:47

枇
杷
倶
楽
部
経
由 

枇
杷
倶
楽
部
経
由 

花
倶
楽
部
経
由 

花
倶
楽
部
経
由 

障害のある皆さんへのスポーツ・レクリエーション振興・普及
を通じ、その健康の維持・増進や社会参加を進めるため、専門的
な知識や技能を身につけた指導者を養成し、その資質と指導力向
上を図ることを目的として、講習会が実施されます。
日　　時 3月3日(土)･4日(日)･17日(土)･18日(日)
会　　場 千葉県障害者スポーツ･レクリエーションセンター

〒263－0016 千葉市稲毛区天台6-5-1
千葉県青少年女性会館
〒263－0016 千葉市稲毛区天台6-5-2

参 加 費 12,500円
講習科目 ①スポーツ社会・経営学　②スポーツ心理学　

③スポーツ生理学　④スポーツ医学
⑤スポーツ指導論　⑥スポーツ実技

受講資格 18歳以上の人（平成18年4月1日現在）
※千葉県内在住、在学、在勤者優先

定　　員 40人(応募者多数の場合は選定し､後日通知)
申込期限 2月16日（金）まで

※申込書は三芳分庁舎内　社会福祉課にあります。
申込および問い合わせ

千葉県障害者スポーツ･レクリエーション協会
TEL 043－253－6111 E-mail csrad@galaxy.ocn.ne.jp

※ディマンド運行



県内で110番をかけると、千葉市に所在する千葉県警察本
部通信司令室につながります。司令室では、皆さんからの通
報を聞きながら、同時に警察署やパトカーなどに無線で手配
をしておりますので、あわてずおちついてお話しください。
110番は、事件や事故の発生を通報する緊急電話です。

問い合わせや相談
最寄りの警察署、交番、駐在所
・館山警察署 TEL 23－0110・千倉幹部交番 TEL 44－0110
千葉県警察本部相談サポートコーナー
TEL 043－227－9110（短縮ダイヤル　＃9110）
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110番は皆さんを守る緊急電話

市営住宅入居者募集

キッズ向け「なつかしの映画 鑑賞会」

平成18年分の申告納税は
所　 得 税　・　贈 与 税　3月15日（木）
個人事業者の消費税・地方消費税　4月 2日（月）
確定申告に関する情報は、国税庁および東京国税局ホー

ムページに掲載しています。
国税庁ホームページアドレス　　 http://www.nta.go.jp
東京国税局ホームページアドレス http://www.tokyo.nta.go.jp
問い合わせ 館山税務署　TEL 22－0101

申告書はご自分で書いて
提出はお早めに

税理士会では、小規模納税者の所得税および消費税と、
年金受給者および給与所得者の所得税の申告を対象（土
地・建物・株式などの譲渡所得のある人を除く）とした無
料申告相談を次のとおり行います。

問い合わせ 館山税務署　TEL 22－0101

所得税および消費税の無料申告相談

県内のすべての事業場で働く労働者（パート、アルバイ
トを含む）に適用される千葉県最低賃金および下記産業の
事業場で働く労働者に適用される産業別最低賃金7業種が
下記のとおり改正されました。

問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室　TEL 043-221-2328
木更津労働基準監督署　TEL 0438-22-6165
千葉労働局ホームページ
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp

千葉県産業別賃金改正

供託申請や供託金の払渡しがオンラインで申請できます。
詳しくは法務省ホームページ　

http://shinsei.moj.go.jp/ をご覧ください。
問い合わせ
千葉地方法務局館山支局　TEL 22－0620

供託申請や供託金の払渡しのオンライン申請

なつかしの映画を家族で鑑賞してください。
日　　　時 2月10日（土）

午後1時（入場）午後1時30分（上映）
会　　　場 とみうら元気倶楽部　さざなみホール
上 映 映 画 「キングコング」1933年制作版（約100分）
料　　　金 無料
問い合わせ 道の駅 とみうら枇杷倶楽部　TEL  33－4611

有害鳥獣被害対策研修会
農業被害対策に関する専門的知識や経験を有する講師を招き、

助言や現地調査をしていただき効果的な対策につなげましょう。
日　　　時 イノシシ初級編　　2月20日（火）

イノシシ中級編　　2月21日（水）
午後7時から午後9時まで

会　　　場 三芳農村環境改善センター2階・大ホール
講　　　師 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー

理学博士　　仲谷　淳　先生
問い合わせ 農林振興課　TEL 33－1080

紙おむつの配布
支給対象者 市内に居住し在宅で要介護認定4・5の人および

身体障害者手帳1・2級の人で希望する人
支 給 品 目 テープ式・フラットタイプ・尿とりパット　
申 込 期 日 2月28日（水）・給　付　月 3月
申込および問い合わせ

社会福祉協議会　TEL 44－3577

小規模納税者の人 
月　日 
 

2／9（金） 

会　　　場 時　　　間 
 
 館山市コミュニティセンター 

第1集会室 
午前の部 9:30～12:00 
午後の部13:00～15:30

年金受給者および給与所得者の人 
月　日 
 

2／2（金） 
 

2／5（月） 
2／6（火） 
2／7（水） 

 
2／8（木） 

 

会　　　場 時　　　間 
南房総市千倉支所 
3階　会議室　 

鴨川市役所 
4階　大会議室 

館山市コミュニティセンター 
第1集会室 

午前の部 9:30～12:00 
 
 
午後の部13:00～15:30

千葉県最低賃金　687円（平成18年10月1日発効） 

千葉県産業別最低賃金（平成18年12月25日発効） 
精密機械器具製造業 776円 
各種商品小売業　　 756円 
自動車(新車)小売業 786円 

調味料製造業　　　　 775円 
鉄鋼業　　　　　　 　806円 
一般機械器具製造業    794円 
電気機械器具等製造業 791円 

市営住宅の入居者を募集します。

募 集 期 間 2月1日（木）から2月9日（金）まで
（土・日を除く）
午前8時30分から午後5時30分まで

入 居 資 格 ・現在、住宅に困っている人
・税金などの滞納がない人
・入居時の収入が基準額以内の人
・原則として市内に住所または勤務地がある人

家　　　賃 入居者の収入などにより決まります。
問い合わせ 建設部管理課建築住宅係　TEL 33－1102

※申込書は建設部管理課にあります。

シーサイド原岡団地 

南 無 谷 団 地  

大 房 団 地  

富 浦町原岡  

富浦町南無谷 

富浦町多田良 

木造平屋建  

木造平屋建  

木造平屋建  

2Ｋ増築あり 

2Ｋ 

2Ｋ増築あり 

2,200円～ 

4,300円～ 

3,000円～ 

住　宅　名 場　　所 構　　造 間　取　り 平成18年度家賃 



総務省では､電気通信サービスに関するご意見やご要望
を聞かせていただくため､モニターを募集します。
応 募 資 格 電話・インターネットなどの電気通信サービ

スに興味がある20歳以上の人（総務省およ
び電気通信事業関連企業に勤務経験のある人
ならびにその家族を除く）

活 動 内 容 年2回のアンケート調査(全員)および年1回の
会議への出席(一部)(別途､謝礼金の支給あり)

任 期 4月1日から1年間
応 募 方 法 2月19日（月）までにはがき、封書または

ファックスで、郵便番号、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号、年齢、性別、職業、応募
の動機、メールアドレス（お持ちの人のみ）
を記入のうえ、応募してください。

問い合わせ 〒100-8795 千代田区丸の内1-6-1
関東総合通信局電気通信事業課　
TEL 03－5220－5406
FAX 03－5220－5974

東京湾アクアラインでＥＴＣ割引を実施!!
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　安房医師会病院　 

 

　安房医師会病院　 

　東条病院 

 

　安房医師会病院 

 

　安房医師会病院 

　館山病院　　　 

　真木クリニック 

 

　安房医師会病院 

　鴨川市立国保病院 

 

　安房医師会病院 

 

　安房医師会病院 

　鋸南病院 

　鈴木内科クリニック 

 

　安房医師会病院 

 

　安房医師会病院 

　館山病院 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

04－7096－0070 

 

25－5111 

04－7097－1221 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

22－8880 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

◇2月の救急当番医◇ 

2月　3日（土）午後 

 

2月　4日（日） 

 

 

2月10日（土）午後 

 

2月11日（日） 

 

 

 

2月12日（月） 

 

 

2月17日（土）午後 

 

2月18日（日） 

 

 

 

2月24日（土）午後 

 

2月25日（日） 

【一般書】
夫婦は、「ありがとう！」 橋田　寿賀子
子連れ離婚を考えたときに読む本　　新川　てるえ
星空を歩く本　　　　　　　　　　　藤井　旭
福招き手帖　　　　　　　　　　　　佐々木　ルリ子
白川静さんに学ぶ漢字は楽しい　　　白川　静　
標語誕生！　　　　　　　　　　　　筑紫　磐井
言問橋　　　　　　　　　　　　　　杉山　隆男
僕たちは池を食べた　　　　　　　　春日　武彦
まとい大名　　　　　　　　　　　　山本　一力
赤朽葉家の伝説　　　　　　　　　　桜庭　一樹
【児童書】
ショベルカーのスクープくん　　　　デイビッド　ワトビッツ
小さな小さな魔女ピッキ　　　　　　トーン　テレヘン
「おめでとう」をいっぱい　　　　　 宮川　ひろ
ぼくの不思議なこばとちゃん　　　　ふじい　まり
かげまるはなれていても、いっしょ　矢部　美智代
ベストフレンド　　　　　　　　　　堀　直子
チョコレート・ラヴァー　　　　　　Ｍ．Ｅ．ラブ
ここが知りたい！日本の鉄道　2 小林　寛則
まるいねまるいぬ　　　　　　　　　ケビン・ヘンクス
生麦生米生卵 長谷川　義史

※図書館には、ここに紹介した本以外にも合わせて毎月200冊程度の新刊
が入っています。ぜひ、ご利用ください。また、図書館にない本でも県
内の他の図書館から借りることもできます。
※開館時間は、午前9時から午後5時までです。休館日は、月曜・祝日です。

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ TEL40－1120）◇

東京湾アクアラインでＥＴＣ割引を実施!!

電気通信サービスモニター募集
これまでは、社会保険事務所職員・国民年金推進員

などが納付の案内・保険料の収納・制度の周知の目的
で各家庭を訪問などしていましたが、木更津社会保険
事務所では、9月まで市場化テストを実施しています。
そのため、社会保険庁から委託された業者である

「（株）トライアイ」が国民年金保険料の納付について
電話や戸別訪問をしています。
主な委託内容は、国民年金保険料が納付期限内に納

付されていない人への納付勧奨・納付書を持っている
人からの保険料収納・保険料口座振替の加入勧奨業務
です。
なお、委託契約は千葉社会保険事務局と取り交わさ

れ、個人情報保護については徹底されています。
問い合わせ
委託業者（株）トライアイ　TEL 0120－036－014
木更津社会保険事務所　　　TEL 0438－23－7615

電気通信サービスモニター募集

実 施 期 間 2月1日（木）から2月28日（水）まで　　　・対 象 道 路 東京湾アクアライン
対 象 車 両 ＥＴＣ車に限り、現行のＥＴＣ割引料金からさらに3割引

例 普通車（ＥＴＣ車） 2,320円⇒1,620円　( 700円お得！) 
対 象 時 間 午前6時から午前10時まで、午後2時から午後8時まで
問い合わせ 千葉県道路計画課　TEL 043－223－3298 ホ－ムペ－ジ　http://www.aqua-jikken.com

国民年金保険料、市場化テストを実施国民年金保険料、市場化テストを実施


