
とれたての伊勢エビ！

№187
2021.11

10 月 17 日 ( 日 )「すぎのこ市場」で

伊勢エビの即売会が開催されました



～コロナ関連～

　海陽町元気プレミアム商品券は、新型コロナ感染症対策として行う経済対策支援事業です。
　皆様の海陽町内でのお買い物を応援します。

海陽町元気プレミアム商品券
【お問合せ先】 海陽町商品券実行委員会　海陽町商工会 　　0884-73-0350

 令和 3 年 11 月 1 日 ( 月 )  発売開始！
１セット１万円で、4,000 円分お得の 14,000 円分 !!

・郵送された「購入申込書」に記載されている購入対象者に限る。
・先着順ではありません。申込書にて全員が購入できます。
・3 密防止のため、混雑しないよう皆様のご協力をお願いします。

お１人様２セット
　まで購入可

商品券の使用期限は 令和 4 年 2 月 28 日 ( 月 ) まで！
  ※（使用期限を過ぎた券の使用と返金はできません）
  　・購入時には、購入申込書と現金をご用意ください。
  　・１セット１万円から購入できますが、購入申込書は一度限りの使用となります。
  　・購入できる方は、令和３年９月１日現在、海陽町に住所（住民登録）のある方のみです。

お買い物は（海陽町元気プレミアム商品券加盟店）のぼりのあるお店でご利用いただけます。
※購入期限は、令和 4 年 1 月 31 日までとなっております。

かいよう応援券の期限が近づいています！
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【お問合せ先】 　福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4313

【お問合せ先】 　農林水産課　（宍喰庁舎）　　　0884-76-1511

新型コロナウイルス

PCR 検査等の費用を助成します

死亡野鳥を発見したら

　新型コロナウイルス感染への不安があり、自費で新型コロナウイルス検査（ＰＣＲ検
査等）を受けた方に、検査費用の一部を助成します。

　１１月に入り渡り鳥の飛来シーズンとなります。近年、国内において鳥インフ

ルエンザが発生していることから、死亡野鳥を発見した時や、弱っている野鳥を

見かけた時は、決して触れたりせず、下記までご連絡ください。

　【海陽町役場農林水産課】

　　海南庁舎　TEL.0884-73-4161、　宍喰庁舎　TEL.0884-76-1511

　【休日・夜間は役場代表電話】

　　海南庁舎　TEL.0884-73-1234、　宍喰庁舎　TEL.0884-76-3111

次の要件を満たしている方

  ・検査日現在、海陽町に住民登録があり、感染症の症状が無い方

  ・令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日の間 に自費で PCR 検査等を

　 うけた方

 ＊海陽町内の医療機関での検査に限る（予約が必要です）

　 令和 3 年 11 月 1 日現在、大里医院で検査可能で、海南病院は準備中です。

検査費用から、自己負担額 3,000 円を除いた額　（上限 20,000 円）

　＊年度内に１回限りの助成です。

  　※検査費用が

　　　23,000 円までの場合……医療機関での支払額は 3,000 円

　　　23,000 円を超えた場合…医療機関での支払額は検査費用から

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　20,000 円を差引いた額

※陰性証明が必要な方は文書料が別途かかる場合があります。

～コロナ関連～
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第16回 海陽町文化祭作品展示について

　宍喰会場は、次のとおり日程を変更いたします。
※予定していた会場が令和 3 年 10 月 31 日の衆議院議員総選挙投票所として使われるため

【場所】   宍喰町民センター 3 階大ホール
【日時】   令和 3 年 11 月 3 日（祝・水）～ 11 月 7 日（日）　午前 9 時～午後 5 時まで（最終日は正午で終了）

　なお、海部会場と海南会場については、変更はありません。

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　　0884-73-3100

学生生活応援 海陽町特産たくさんふるさと便 第２弾

　町外にお住まいの学生の皆様に、特産品を詰め込んだ『海陽町特産たくさんふるさと便』をお送りします。
【対 象 者】　町外に居住する大学生等で保護者の住所が海陽町にあり、次の要件をすべて満たす学生。
　　　　　　（１）生年月日が、平成５年４月 2 日から平成 15 年４月 1 日までの方。
　　　　　　（２）専修学校、短期大学、高等専門学校、大学、大学院、予備校等に在学している学生。
　　　　　　（３）申請時に町外に居住していること。（現在、生活拠点を町外に残しつつ、一時帰省して学業を続
　　　　　　　　  けている学生も含みます。）

【送付内容】　町の特産品等 10,000 円相当
【申込期間】　令和3年11月30日（火）まで
【申込方法】　本人もしくは保護者等が申込書に記入し、在学が証明できる学生証等の写し
　　　　　　を添えて、持参、郵送、FAX、メール、電子申請により申し込んでください。
　　　　　　申込書は各庁舎及び教育委員会の窓口にあります。海陽町のホームページか
　　　　　　らもダウンロードしていただけます。( 学生証は撮影したものをメールで送
　　　　　　っていただくことも可能です ) ふるさと便は申込後、順次発送します。

【注意事項】　・ 申し込みは保護者か学生本人に限ります。
　　　　　　・ 学生 1 名につき 1 回のみのお申込みとなります。　
　　　　　　・ 商品の指定はできません。
　　　　　　・個人情報は、利用目的以外には一切使用しません。

【お問合せ・お申込先】 　海陽町教育委員会　　　0884-73-1246　FAX 0884-73-3833
      〒 775-0202 徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷 73 番地  Mail : kyoikuiinkai@kaiyo-town.jp

※昨年度利用され
　た方も申し込み
　可能です。

～コロナ関連～

　とくしまアラートが「感染拡大注意・漸増（ステージ 2）」に引き下げられたことにより、徳島県民対象の「み
んなで！とくしま応援割」が令和 3 年 10 月 1 日（金）から再開されました。
※令和 3 年 8 月 17 日（火）以前（一時停止期間より前）にご予約された、令和 3 年 10 月 1 日（金）以降の宿泊・ 
　旅行は、助成の対象となります。

「みんなで！とくしま応援割」について
　徳島県在住の方が徳島県内で宿泊、県内旅行商品を購入した場合に、それぞれの代金の１/ ２（上限５,000 円）
の額を助成するとともに、県内の「利用対象施設」で利用できる最大 2,000 円（ 人 ( 泊 ) ）の「とくしま周遊クー
ポン」を提供する、「みんなで！とくしま応援割」事業を実施いたします。
※ご予約の際に「みんなで！とくしま応援割」ご利用の旨を、必ずお伝えください。
※１回あたりの連泊は「３連泊」まで（回数制限なし）。
※「みんなで！とくしま応援割」を利用し、県内を移動する際は、「とくしまスマートライフ宣言！」「新しい旅の
　エチケット」に留意し、新型コロナウイルス感染防止に努めてください。
※「とくしまアラート」がステージ３以上へ移行するなど、
　新型コロナウイルスの感染状況により、事業を一時停止する場合があります。

期間：令和３年１２月３１日（金）まで  「みんなで！とくしま応援割」の

ご利用方法等については、徳島県観光情報サイト阿波ナビ よりご確認下さい。

「みんなで！とくしま応援割」の再開 について
【お問合せ先】「みんなで！とくしま応援割」事務局　　　088-623-7708

徳島県観光
情報サイト
阿波ナビ→

令和３年度 海陽町交流グラウンドゴルフ大会の開催中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、協議の結果、令和３年度海陽町交流グラウンドゴルフ大会の開催
中止を決定いたしましたのでお知らせいたします。
　開催を楽しみにしてくださった皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解をいただきますようお願い申し上げます。

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　　0884-73-3100
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暮らしと命を守る支援策

緊急小口資金・総合資金支援
　　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に、生活資金をお貸しします。

　　また、借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。

　【お問合せ先】海陽町社会福祉協議会　℡ .0884-73-1980

　　　　　　　  厚生労働省内コールセンター　℡ .0120-46-1999（土・日・祝日除く 9:00-17:00）

新型コロナウイルス感染症　生活困窮者自立支援金
　　緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不

　承認とされた世帯等の方に、単身世帯は６万円、二人世帯は８万円、三人以上世帯は 10 万円を３ヶ

　月間にわたり支給します。

　【お問合せ先】厚生労働省内コールセンター　℡ .0120-46-8030（土 ･ 日 ･ 祝日除く 9:00 ｰ 17:00）

住居確保給付金
　　休業等により収入が減少し、住居を失うおそれが生じている方に、最大９か月分の家賃相当額を支

　援します。支給が一旦終了した方には、3か月分の再支給が可能です（再支給申請は11月末まで受付中）。

　【お問合せ先】厚生労働省内コールセンター　℡ .0120-23-5572（土・日・祝日除く 9:00-17:00）

新型コロナウイルス感染症対応　休業支援金・給付金
　　休業を余儀なくされ、休業手当を受けることができなかった労働者の方（大企業のシフト制労働者

　等を含む）に、賃金相当額の原則 8 割を支給します。パート・アルバイトの方も対象です。

　【お問合せ先】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター　℡ .0120-221-276

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日 8:30-20:00、休日 8:30-17:15 ）

高等職業訓練促進給付金
　　母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが資格取得のため、６か月以上、養成機関で修業する場

　合に、月額 10 万円、最長４年分支給します。デジタル分野等の民間資格等も対象です。

　【お問合せ先】徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（美波庁舎）防災・社会福祉担　℡ .0884-74-7368

～コロナ関連～

１．生活にお困りの皆さまの暮らしを守ります

２．ひとり親の皆さまの自立を支援します

３ ．望まない孤独や孤立などの悩みに寄り添います

緊急小口資金　新規貸付は 11 月末まで申請受付中 総合支援資金　新規貸付、再貸付は 11 月末まで申請受付中

最大２０万円
最大１２０万円（２人以上世帯）

最大　９０万円（単身世帯）

●悩みを抱えている方へ電話・SNS 等の相談窓口はこちら（厚生労働省特設サイト）→

● NPO 等の皆さま孤独・孤立で悩む方に向けて様々な活動を行う NPO 等を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　政府の緊急支援策のご案内はこちら（内閣官房 HP）→
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【新型コロナワクチン接種に関するお問合せ先】
　※ワクチンの予約以外に関することについては、次までお問い合わせください。

 　海陽町コロナワクチンコールセンター　　　0884-73-1322

新型コロナウイルスワクチン接種について

　海陽町では、接種対象者の約 85％の方が接種を完了されており、海陽町単独で接種

日程を調整することが困難となったため、9 月 3 日で予約受付を終了しています。

　12 歳の誕生日を迎え新たに接種対象となった方や、特別な事情等により未接種となっ

ている方で、接種を希望される方の最低限の接種機会を確保するため、海部郡３町の広

域で予約受付、接種を行っています。

　11 月・12 月のワクチン接種の接種日程、予約締切は下記のとおりです。

どこの医療機関においても接種を受けていただけます。接種を希望される方は、締切日

までに予約をお願いします。

　ただし、コロナワクチンの廃棄を防ぎ有効活用するため、

　調整の結果、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

　予約は全て、牟岐町コロナワクチン予約専用電話（0884-72-0500）のみ

となります。

　なお、これ以降の予定については未定です。

～コロナ関連～

【11･12月のコロナワクチン接種日】 　※予約締切日までに、予約枠が埋まる場合もございます。

※同一医療機関で上記日程による２回接種となります。

町名 接種医療機関 １回目接種日 ２回目接種日 予約締切 予約方法

いしもとファミリー
クリニック

海南病院

大里医院

日和佐診療所

竹林眼科

宍喰診療所

１１月20 日（土）
１2 時～１3 時

１2 月11日（土）
１2 時～１3 時

１２月 ２日（木）
９時～１１時

１１月１４日（日）
１５時～１６時

１２月２３日（木）
９時～１１時

１１月１１日（木）
１３時３０分～
１４時３０分

１２月 ２日（木）
１３時３０分～
１４時３０分

１２月 ４日（土）
１５時～１６時

１１月２７日（土）
 １４時～
１５時３０分

１２月 １日（水）
 １４時～
１４時３０分

１２月１８日（土）
 １４時～
１５時３０分

１２月２２日（水）
 １４時～
１４時３０分

１１月２２日（月）

１１月10 日（水）

１１月 １日（月）

１１月 4日（木）

１１月１７日（水）

１１月１９日（金）

牟岐町
コロナワクチン

予約専用電話

0884-72-0500

受付時間

平日 8:30 ～17:15

※ワクチンの予約は、

　全て上記牟岐町コ

　ロナワクチン予約

　専用電話にて受付

　けています。 
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【お問合せ先】海陽町観光協会　　　0884-76-3050

海陽町産 日本酒の販売店募集！

　海陽町観光協会では、海陽町産の米と水を使った地酒の開発に取り組んでいます。そのお酒をＰＲし、

販売していただけるお店を募集します。詳しい内容やお申し込みについては、海陽町観光協会までお問

い合わせください。

海陽町産の米と水でお酒をつくっています！！

【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　　　0884-73-4156

海陽町で 起業しませんか

・・・・・補助制度の詳細、応募手続きについて・・・・・
　補助制度の詳細については、町ホームページでご確認いただくか、担当課までお問い合わせくだ
さい。対応時間は、8:30 ～ 17:15（土日祝日、年末年始除く）です。
　応募する場合は、所定の企画提案書に関係書類を添えてご提出ください。応募用紙は事前に担当

課窓口でお受け取りになるか、町ホームページからダウンロードして使用してください。

『海陽町ふるさと創造戦略補助金 起業支援事業』 の募集期間を延長します。

『海陽町ふるさと創造戦略補助金』は、町の活性化を目的としており、町内で起業する者に対して、予算
の範囲内で補助金を交付し、その事業を支援します。

（１）募集数　　２事業程度
（２）補助率　　２分の１以内
（３）補助金の上限額　　　150 万円以内
（４）補助の対象となる経費等  　１．開業準備に関する経費　　２．改修に関する経費
（５）特記事項　　申請者は海陽町より※特定創業支援事業の受講証明を受けていることが補助要件とな
  　  　　　　　　ります。　
※特定創業支援による認定については商工観光課（℡ 0884-76-1513）へお問い合わせください。

（６）募集期間　　令和 4 年 1 月 31 日 ( 月 )17 時必着
（７）事業実施期間

　事業の実施期間は、補助金の交付決定があった日から 令和 4 年 3 月 31日までです。
　補助事業実施期間外に行なった事業や支払われた経費等については、補助対象となり

　ません。

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　　0884-73-3100

開催のお知らせ ～車を映画館にしよう～

　ドライブインシアターとは車に乗ったまま映画を見ることができる野外映画館です。３密を避け、コロナに負け
ない、楽しい野外イベントを昨年に引き続き実施します！
　音声はＦＭステレオで流れますので、ＦＭカーラジオ搭載のお車でお越しください。

◆日時…① 11 月 6 日（土） 18:00 ～（入場開始 17:00）　「美女と野獣」
　　　　　  延期の場合 11 月 ７ 日 ( 日 )

　　　　② 11月 14 日（日） 18:00 ～（入場開始 17:00）　「ボヘミアン・ラプソディ」
　　　　　  延期の場合 11 月 23 日 ( 火 ･ 祝 )

◆完全予約制【車両４０台まで】…予約時に車両ナンバー、車種をお伝えください。
　　※定員に達した時点で受付終了いたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

◆場所…阿波海南文化村駐車場

◆三幸館での飲食物の販売、WAKAISHI CAFE によるポップコーン・

　飲料の販売を行います！
　ご予約、詳細は上記連絡先または文化村ホームページまでお願いします。

入場無料

文化村ＨＰ

補助制度詳細
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【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4311

　海陽町では予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種を徳島県内医療機

関で次のとおり接種費用を助成します。

【対   象   者】　海陽町に住民票があり、次の①または②に該当する方

   　　　　　　　① 65 歳以上の方（接種実施日の年齢）

　   　　　　　　② 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓 ･ 腎臓 ･ 呼吸器に重い病気のある方

　　   　　　　　　 ※②の対象者には、本人宛に予診票等を発送します。

【助成対象期間】　令和3年10月1日～令和4年  1月15日
      　             　（※ 医療機関により、接種開始日が異なる場合があります。）

【個 人 負 担 金】　1,600 円　（1 人 1 回に限り）

　（１）生活保護受給者の方　事前の手続きは必要ありません。

　（２）非課税世帯の方

　　　 町内医療機関での接種をご希望の方

　　　　接種日までに各庁舎窓口にて申請し、「軽減証明」を受け取ってください。

　　　　（印鑑と健康保険証等本人確認のできるものをご持参下さい）

　　　　※「軽減証明」が利用できるのは、町内の医療機関のみの取扱いとなります。

　　　　（個人負担金支払後でも還付請求できます。方法は下記の町外医療機関の場合

　　　　と同様です）

　 　　町外医療機関（徳島県内に限る）での接種をご希望の方

　　　　接種後、各庁舎窓口にて、領収書（原本添付）、

　　　　印鑑、振込口座がわかるものをご持参のうえ、

　　　　還付請求をしてください。

　　　　〈還付請求期限 ：令和 4 年 1 月 31 日〉

※生活保護受給者及び住民税非課税世帯の方は個人負担金が無料になります

令和３年度 高齢者インフルエンザ
予防接種助成のお知らせ

65歳
以上の
　方の…

町外医療機関（徳島県内に限る）での接種をご希望の場合は、事前に、海陽町発行の

「予診票」と「接種済証」を、各庁舎窓口まで受け取りにお越しください。

※徳島県予防接種（高齢者インフルエンザ）広域化契約に参加医療機関に限る。

県外で接種される場合は、事前に福祉人権課（℡ .73-4311）までご相談ください。
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【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4311

◆町外医療機関での接種をご希望の方
　接種後、各庁舎窓口にて、領収書（原本添付）、印鑑、振込口座がわかるものをご持参のうえ、
　還付請求をしてください。〈還付請求期限 ：令和 4 年 2 月 15 日〉

《問合せ窓口》　  ・海南庁舎　住民環境課（℡ 73-4152）
　　　　　　　  ・宍喰庁舎　商工観光課（℡ 76-1513）
　　　　　　　  ・海部庁舎　福祉人権課（℡ 73-4311）

詳しくは、
福祉人権課まで
お問合せ
ください。

病　　院　　名 住　　　　　所 電 話 番 号

海陽町国民健康保険海南病院 海陽町四方原字広谷 16-1

海陽町宍喰診療所 海陽町宍喰浦字松原 142-1

折野胃腸科内科 海陽町宍喰浦字松原 58-5

大里医院 海陽町大里字松原 34-47

いしもとファミリークリニック 海陽町大里字白水 91-17

７３－１３５５

７６－２０２８

７６－２２４９

７３－３１０２

７４－３５０３

　海陽町では、接種日に住民票のある次の対象者の方に、海陽町の発行する「軽減証明」

にて、接種費用を助成します。

　※ 軽減証明が利用できるのは、町内の医療機関のみの取扱いとなります。

【対象者及び助成内容】　海陽町に住民票があり、次の①～③のいずれかに該当する方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 接種実施日の年齢

①・② の対象者については、個人宛に「軽減証明」を郵送します。

③の対象者については、接種日までに各庁舎窓口にて申請し、「軽減証明」を受け取っ

てください。　

（印鑑と健康保険証等本人確認のできるものをご持参下さい。）

【助成対象期間】　令和3年11月1日～令和4年  1月31 日
【町内医療機関】　※申し込みの際に医療機関で、受付・接種時間等をご確認下さい。

　

　助成対象者 　助成内容

①妊婦

②生後 6 ヶ月から高校 3 年生に相当する年齢の方

③生活保護受給者・住民税非課税世帯の方
　（65 歳未満）　※ 2 回目は 13 歳未満の方のみ

１回につき 2,250 円

5,203 円

3,603 円

※個人宛の軽減証明で割引

１回目

２回目

上限

上限

令和３年度 インフルエンザ
予防接種助成のお知らせ

65歳
未満の
　方の…
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海陽町農林水産業
再建特別支援事業補助金の申請について

　令和３年９月８日に起きた豪雨災害で被害を受けた農林水産事業者に対して一日も早い経営再建に向

け、施設・機械器具の修繕・再取得に対する補助金を支給します。

１．補助対象要件

　　・令和３年９月８日豪雨により被災した町内在住の者又は法人等であること。

　　・農林水産業施設・機械器具の修繕及び再取得にかかる経費に損害保険等の支給額を控除した額が

　　　20 万円以上要するもの。（車両等汎用性が高いものは除く）

　　・今後も継続して事業を行うこと。

２．補　 助 　率　　4 ／ 10　（補助上限 100 万円）

３．申請受付期間　  令和３年 11 月１日～令和４年３月 31 日

【お問合せ先】　農林水産課　（宍喰庁舎）　　　0884-76-1511

大雨で住居が被害に遭われた方へ

制度の利用を希望される方は、11 月 30 日 ( 火 ) までにご連絡下さい。

　●海陽町生活再建支援金（申請が必要です）

　令和 3 年 9 月 8 日の大雨により住家が床上浸水の被害を受けた方の早期の

生活再建を支援するため「海陽町生活再建支援制度」を創設しました。

　　１．対象となる災害　　令和 3 年 9 月 8 日大雨による災害

　　２．対象となる世帯　　居住する住家が床上浸水した世帯

　 限度額及び支援対象経費

　　※加算支援金は基礎支援金に上乗せして支給されます。（最大限度額　832,000 円）
　　※申請には領収書の添付が必要です
　　※借家の場合は住宅の補修は対象になりません
　　※単身世帯の場合の限度額は 4 分の 3 の額となります。
　　※申込受付期間は令和 4 年 10 月 7 日（災害により被災した日から起算して 13 ヶ月）

　●海陽町災害見舞金（申請が必要です）

　住宅が床上浸水の被害をうけられた世帯について、「海陽町災害見舞金等支給条例」により見舞金が

支給されます。　 床上浸水の場合は１世帯について 15,000 円
　　１．災害の発生当時、常時居住のため使用している建物が被災された世帯

　　２．本町に住民票がある方

区　　  　分 限　 度　 額 支援対象経費

加算支援金 住宅の補修（畳、襖含む）に要した経費

基礎支援金 生活必需品の買い替え・修繕に要した経費・
住宅の補修（畳、襖含む）に要した経費

３３２，０００ 円

５００，０００ 円

　令和３年 9 月 8 日（水）の大雨で床上浸水の被害に遭われた方につきまして、次のとおりの制度がご

ざいます。

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎） 　　　0884-73-4313
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大雨災害時の 避難の心得

　令和 3 年 9 月 8 日に、本町に甚大な被害をもたらした大雨ですが、観測史上最大となる時間
あたり 120 ㎜の大雨となりました。県南部上空に線状降水帯が発生したことが原因ですが、線
状降水帯の発生は、予測が困難であるため、避難など、いち早く行動することと事前の備えが
重要です。今後の大雨災害に備えるため、次のことに注意してください。

○周辺の状況が悪化する前に、早めに避難することが最も大切です。役場から「避難指示」が
　発表された時は、危険な場所にいる人は速やかに避難を始めてください。また、高齢者・障
　がいのある方など移動に時間がかかる人は「高齢者等避難」で行動を始めてください。

○土砂災害から命を守るには、危険な場所から離れることが最も大切です。自宅や職場にリスク
　があるかなどを、本町から配布している「防災のしおり」で確認し、避難のタイミングも決め
　ておいてください。

○大雨や台風のとき、様々な気象に関する情報が発表されます。町からの防災行政無線での情
　報や、テレビやインターネット等での情報に注意し、早めの避難を心がけてください。

○事前に避難場所を確認しておきましょう。
　・町が指定している避難場所への避難　（「防災のしおり」で指定避難場所を確認しておいて
　　ください）
　・安全な場所に住んでいる親戚・知人宅への避難
　・ホテル・旅館への避難
　・上記避難場所へ避難できない場合もあります。状況などに応じて自宅や隣接建物の 2 階な
　　どに避難することが適切な場合もあります。

【お問合せ先】危機管理課　（海南庁舎）　　0884-73-4163

　　　　　　  牟岐警察署　警備課　　   　0884-72-0110

令和３年９月８日「線状降水帯」

豪雨災害 浸水対策について

　令和３年 10 月 11 日（月）、徳島県庁特別会議室におきまして、徳島県知事に令和３年
９月８日「線状降水帯」豪雨災害　浸水対策についての要望活動を町長、町議会議員の
皆様で行いました。

【お問合せ先】　建設課　（海南庁舎）　　　0884-73-4159
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●総合健診
　１．日にち 11月 28 日 (日) 　＊申し込み：11月12日( 金 ) まで

    ２．場所・受付時間

【申し込み・お問合せ先】 　福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

健診のおしらせ ～特定健診及びがん検診について～

＊電話での完全予約制です。新型コロナウイルス感染予防対策として、予約人数が埋まり次第、

　申し込みをお断りさせていただきます。

　★予約がいっぱいになった場合、令和 4 年 1 月 31 日（月）海部庁舎での総合健診をお勧めさ
　　せていただきます。
＊大腸がん検診の採便容器代は、当日いただきますので、事前に取りに来ていただく必要はあ
　りません。

３．項目及び料金　　＊クーポン対象の方は無料です。かいよう健康ポイントクーポン券も利用できます。

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止となります。

場　　所 受　付　時　間

宍 喰 庁 舎

午前  7 時 30 分～  9 時 30 分

午前 10 時 30 分～12 時

海 南 庁 舎

項　　　　　目 料　　金

1,000 円

1,000 円

500 円

100 円
500 円
500 円
800 円
400 円

特定健診：身長・体重・血圧・検尿・血液検査、心電図等
○国保に加入されている満 40 歳の方、昨年度特定健診を受けられた方は無料です。

わかいし健診：特定健診と同様
○今までの 20 歳 30 歳代健診です。高校１年生から対象になります。
○ピロリ菌検査を同時に実施できます。一度検査された方は対象外です。

肝炎ウイルス検査：血液検査
＊対象となる方　① 昭和 56 年 4 月 2 日～昭和 57 年 4 月 1 日生まれの方
　　　　　　　　② ①以外の方で受診の機会を逃した方

肺がん検診

前立腺がん検診：血液検査

胃がん検診：胃バリウム検査

大腸がん検診：便潜血検査２日分

胸部レントゲン

喀痰検査

【今後の日程】　令和 4 年 1 月 31 日（月）海部庁舎
　　　　　　　　●総合健診：特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん・肝炎
　　　　　　　令和 4 年 2 月 6 日（日）海部庁舎・宍喰庁舎
　　　　　　　　●婦人がん検診：乳がん・子宮頸がん・骨粗鬆症・大腸がん

【節目年齢クーポン対象の皆様へ】

★大腸がん・乳がん・子宮頸がん・歯周病検診の無料クーポン券の利用は、お済みですか？

　無料クーポン券の有効期限は、３月３１日までです。

　無料クーポン券の発行は、５年に１回ですので、まだ利用されていない方はぜひ、クーポン券を

　利用し、検診を受診してください。

★超音波検査の予約も受け付けています！

　9 月下旬にお送りしています超音波検査をご希望の方は、福祉人権課までお電話で予約をお願い

　します。（TEL.0884-73-4311）
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特定健診の受診は、お済みでしょうか？
病気を予防するためには、まず健診です！

国民健康保険以外の保険（協会けんぽ・共済等）に加入されている皆様へ

職場健診等の結果をお持ちいただければ、健診結果の見方、個々の健診結果に合わせた生活について、

保健師、管理栄養士からお話しさせていただくこともできますので、是非、お気軽にお声かけください。

国民健康保険加入の皆様へ　 ～特定健診の受診は、お済みですか？～
特定健診受診券の有効期限は、11 月 30 日までです。
受診券、無料券を紛失された方は、再発行できますので、福祉人権課までご連絡ください。

（＊ 1 月 31 日の集団健診をご希望の方は、受診券を再発行します。）

特定健診の受診券を使用されなかった場合でも…
　・病院で検査を受けられている方
　・職場で健康診断を受けられている方
　・個人で人間ドックなどに行かれた方　等　 

今年度、血液検査を受けられている場合、検査結果を情報提供していただくことで、皆様の健康づく

りのお手伝いをさせていただけると共に特定健診の受診率にも反映することができますので、ご連絡

いただけますよう、宜しくお願いします。

【お問合せ先】 　福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311
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ご存じですか？「肺の生活習慣病 COPD」
　　　 11 月 17 日水曜日は世界 COPD デーです。

COPD＝慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれていた病気です。

【お問合せ先】　徳島県 保健福祉部健康づくり課　            　088-621-2222
　　　　　　　海陽町 福祉人権課　保健師（海部庁舎）　　  0884-73-4311

　「たばこの煙」などの有害な物質を含む空気を長時間吸い込むことで、気道や肺に障害が生じ、肺の

働きが低下する病気です。正常な呼吸が困難になり、

重症化すると外出には携帯酸素が必要になります。

さらに悪化すると呼吸不全や心不全を引き起こす、

命に関わる病気です。また、COPD になった肺は完全

には元の状態へは戻りません。だからこそ、COPD は

早期発見・早期治療がとても必要です。

　　　11 月10 日（水）   海部公民館４階
　　　11 月 24 日（水）   宍喰町民センター３階

   【時 間】午後 7 時 30 分～ 8 時 30 分
   【講 師】靏　真美 先生 （NPO 法人海陽愛あいクラブ健康運動指導士）
     ※申し込み不要！参加無料！    どなたでもご参加いただけます！
　  ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止となります。

11月のマイトレ運動教室のお知らせ

【申し込み・お問合せ先】 　福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

＊各相談のご希望やご不明な点もお気軽にお電話ください。　＊混雑を避けるため、時間帯のご予約をお願いしています。

11 月の母子保健事業のお知らせ

1 歳 6 か月児健診
3 歳児健診

げんきひろば
（乳幼児相談）

助産師相談室
開業助産師による骨盤ケ
アや母乳などの個別相談

問診、身体計測、尿検査、
小児科診察・歯科診察、
心理相談・保健相談・幼
児食相談・歯科相談など

身体計測、保健・栄養・
歯科相談の中からご希望
のものを選択 海部庁舎

３階
げんき
ひろば

11月 22 日（月）

11月16 日（火） 午前  9:30 ～

　　  正午

午前  9:30 ～

午前 11:00

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　　程
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　海南病院では、昨年 12 月に策定しました「海南病院改革計画」において、令和２年度～令和４年度

までの具体的目標を掲げ、スタッフ一丸となって目標達成のため取り組んでいます。

　令和 3 年 10 月 5 日（火）に第７回海陽町立海南病院改革検討委員会を開催し、目標に対する実績等

について検証していただきました。

　今回の委員会では、まず報告事項として「令和２年度海南病院事業会計決算状況等」
について説明を行いました。

　次に協議事項として、「海南病院改革計画（令和２年度）の検証」を行い、目標との

比較において、外来収益は 100.8％、入院収益は 102.2％の達成率をあげることができ、委員からも評価

をいただくことができましたが、訪問看護、訪問リハビリ、巡回診療など目標に達していない項目につ

いては、実施内容を検討し取り組むこととしております。

　また新しい取り組みとして、令和３年４月に設置した地域連携室の活動や

レスパイト入院・短期リハビリ入院等について協議しました。
　委員からは、「地域から信頼される病院、健全な経営を目指し、課題を整理し目標達成のために取り

組んでもらいたい。」「医療提供体制の充実のため医師確保について取り組む。」「他院との役割・機能分

担を協議すること。」等の意見があり、それらについても今後しっかり取り組んでいこうと考えています。

　次回の検討委員会では、令和３年度の目標に対する実績の検証等を行っていく予定です。

　地域の皆様が海南病院の情報や取り組みを、必要な時に必要な情報を得ら
れるように、外来診療予定表、休診日、バスの時刻表、予防接種、健康診断、
入院情報、在宅医療などの情報を掲載していますので、ぜひご活用下さい。

  右のＱＲコードよりホームページにアクセスできます。

【お問合せ先】町立海南病院　　　0884-73-1355

海南病院 だより

海南病院改革への取り組み

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4311

日本赤十字社徳島県支部より 寄贈 を受ける

　10 月 13 日、日本赤十字社徳島県支部より海陽町日赤奉仕団に赤十字要支援者用段ボールベッ
ド（3 セット）乳児支援用段ボールベッド（5 セット）が寄贈されました。今後、災害時はも
とより防災訓練等の際に活用していきたいと思います。

 海南病院 では、新たにホームページを開設いたしました。
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【お問合せ先】　阿南税務署　法人課税部門　　　0884-22-0417

事 業 者 の 方 へ
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　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、
１年を通じて以下のような租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年 11 月 11 日から 17 日を「税
を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。
　「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテーマとし
た特設ページの設置や、YouTube の「国税庁動画チャンネル」、国税庁ホームページのインターネット
番組「Web-TAX-TV」の新着情報などの各種情報をツイッターで発信します。
　取組内容など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

　　１．国税庁ホームページによる広報（https://www.nta.go. jp）
　　２．ＳＮＳを利用した広報
　　３．講演会の実施や関係民間団体等と連携した各種イベントの実施
　　４．国税庁のオンライン手続等の取組
　　　　　〇 年末調整は、アプリ「年調ソフト」で自動計算ができます！
　　　　　〇 確定申告は、スマートフォンで作成・提出ができます！
　　　　　〇 税の納付は、キャッシュレスでらくらく決済ができます！
　　　　　〇 税の疑問は、チャットボットですぐに相談できます！

阿南税務署からのお知らせ「税を考える週間」について
令和３年１１月１１日（木）～１７日（水）

【お問合せ先】　阿南税務署　総務課　　　0884-22-0424

11 月は町県民税・固定資産税 の 第3期分の納期です

【お問合せ先】税務課（海南庁舎）　　　0884-73-4153

  阿南税務署管内の小学生、中学生及び高校生の税に関する優秀作品の展示
　 【内容】税に関する作文、ポスター及び絵はがき

　 【期間】令和３年 11 月11 日（木）～令和３年 11 月17 日（水）
　 【場所】海陽町役場海南庁舎内（13、14日を除く）、フジグラン阿南（阿南市領家町）

　日常生活でお困りのことはありませんか？嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談もお受け

します。

【相談専用電話】アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル　℡ .0120-771-208

【受付】月曜日～金曜日　（※祝日、12/29-1/3 を除く）

【時間】午前９時～午後５時　　●相談無料　●匿名可　●秘密厳守

公益財団法人　人権教育啓発推進センター　〒 105-0012 東京都港区芝大門 2-10-12 KDX 芝大門ビル４階

◆本相談事業は、（公財）人権教育啓発推進センターが、厚生労働省生活相談充実事業により実施する

　ものです。

アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします～
　　 ～全国のアイヌの方々のための電話相談を行っています～
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自衛隊採用 説明会

日　時：令和３年 11 月 13 日（土）10 時～ 12 時　13 時～ 15 時
場　所：海陽町役場２F（会議室 No.5)
対象者：17 歳以上 33 歳未満の方又はその保護者

・　各種資格を取りたい方
・　家族や知人に勧めたい方
・　陸、海、空装備品に興味のある方
・　災害派遣や国際貢献に興味のある方
・　資金を貯めて進学や起業を考えている方など

※　事前のご予約などは不要なので、お気軽にお越しください。
※　新型コロナ感染予防対策として、マスク着用、消毒、検温へのご協力をお願いします。

【お問合せ先】自衛隊阿南地域事務所　　　0884-22-6981

11月9日から11月15日は 「火災予防週間」です

●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
　　１．寝たばこは絶対にやめる
　　２．ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
　　３．ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
　　４．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器 ※1 を設置する
　　５．寝具・衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品 ※2 を使用する
　　６．火災を初期の段階で消火するために、住宅用消火器 ※3 を設置する
　　７．お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる

※１. 住宅用火災警報器
　　住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知して音声や警報音で知らせてくれるの
　で、火災の早期発見に大変有効です。定期的に作動確認を行ってください。また、耐用年数
　は概ね 10 年と言われており、設置年月を確認して、10 年を過ぎているものは、交換しましょ
　う。総務省消防庁による調査では、住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していな
　い場合に比べて死者数と焼損床面積は半減し、損害額は約 4 割少なくなっています。

※２. 防炎品
　　寝具や衣類を燃えにくい防炎品にすることにより、簡単に着火することはなくなり、もし
　着火した場合でも簡単に燃え広がらないため被害を軽減することが出来ます。

※３. 住宅用消火器
　　消火器による初期消火は、火災による被害の抑制に非常に効果
　的です。火を使う場所には消火器を備えましょう。消火器には使
　用期限があります。使用期限を守り、劣化に注意しましょう。
　なお、住宅用消火器はホームセンターなどで購入でき、処分は購
　入先や町内の業者で行えます。

【お問合せ先】危機管理課　（海南庁舎）　　      0884-73-4163

　　　　　　  海部消防組合　消防本部　      　0884-72-0600

火災はちょっとした不注意や火の不始末から発生します。
火の取り扱いには十分注意し、大切な命や財産を守りましょう。
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10月2日土曜日に宍喰駅西側で
コスモスの種まきを行いました！

　海陽町観光協会では、宍喰駅フラワーパー

クプロジェクトにより『コスモス』を満開

にして、年内に予定されている『世界初Ｄ

ＭＶ本格営業運行』を盛り上げるべく 10 月

2 日土曜日に阿佐海岸鉄道宍喰駅西側でコ

スモスの種まきを行いました。

　今回の取り組みは「四国の右下観光局」

「NPO 法人あったかいよう」のご協力により

多くの地域の方がボランティアとして協力

してくださり、当日は天気にも恵まれ多く

の参加者が汗を流しました。コスモスが開

花した時は皆さん是非お越しください。

【お問合せ先】海陽町観光協会　　      0884-76-3050

詐欺被害にご注意ください！
【お問合せ先】牟岐警察署　　　0884-72-0110

コスモスの種まきの様子

 広報海陽  2021.11 № 187
19



１）分　　筆　

　地籍調査では、次の条件に合致する場合に分割があったものと
して調査します。
１． 一筆の土地の一部が別地目になっている場合。
２．土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合。　

２）合　　筆　

　地籍調査では、次の条件を満たしていれば二筆以上の土地を一
筆に合筆することができます。
１．所有者・現況地目が同じであること。
２．同一字内で土地が接続していること。
３．抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないこと。
　　（但し、登記原因・日付・受付番号などが同一の場合は合筆
　　 できる場合があります。）

３）地目変更

　地目変更は土地の状況、利用目的に重点を置き、土地全体としての主たる用途により決定します。た
だし、農地 ( 田畑 ) から農地以外の地目へ変更する場合は、農地法の制限がありますので、農業委員会
の許可を得たうえで処理します。
( 農業振興地域内の土地については、本調査では地目変更できません。所定の手続きにより行ってください。)

４）地積更正

　地籍調査では、実測面積と登記面積が相違する場合には、登記面積の修正を行います。なお、以前に
同じ境界点で測量し、登記されている場合であっても、測量方法や測量技術などの違いにより登記面積
との増減が生じる場合があります。

【お問合せ先】　管財課　（海南庁舎）　地籍係　　　0884-73-4169

地籍調査 のお知らせ !!（その７）

～あなたの土地を再確認～  ☆子や孫に「悔
く　い

い」を残さず、「杭
くい

」残そう！

～地籍調査で行われる処理手続き～

２－２

２－３

5（宅地）
住所地番

5（宅地）
住所地番

２－２

２－３
５ ２－２合筆

合筆

※合筆の希望がある場合には、現地にて調査員に
　お伝えください。

10 －２10 －110 分筆

※土地所有者の合意が必要です。

令和4 年度 幼稚園 ･ 保育所入所申込のお知らせ
【お問合せ先】　幼稚園…海陽町教育委員会　　      　　0884-73-1246
　　　　　　　保育所…福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4313

　令和 4 年度の幼稚園・保育所の申込受付を次のとおり行います。希望される方は、
手続きをしてください。
　〇受付期間　令和 3 年 11 月 4 日（木）～令和 3 年 11 月 19 日（金）まで
　　　　　　　月曜日～金曜日　8 時 30 分～ 17 時 00 分（祝祭日は除く）
　〇申込方法
　【幼稚園の利用を希望される方】
　　下記窓口に申込書を提出してください。（申込書は教育委員会または幼稚園でお渡しします）
　　　・海陽町教育委員会　　・海陽幼稚園　
　【保育所の利用を希望される方】　①、②のいずれかでお申し込みください。
　　①下記窓口に申込書を提出してください。
　　　・海 陽 町 役 場　　海南庁舎（住民環境課）、海部庁舎（福祉人権課）、宍喰庁舎（商工観光課）
　　　・町内各保育所
　　（申込書は役場 各庁舎または保育所でお渡しします。また海陽町ホームページからもダウンロード
　　 できます。）
　　②マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請が可能です。詳細はマイナポータルをご確認ください。

年度途中でも申込は可能ですが、希望に添えない場合があります。
途中入所する予定がある方は、受付期間に申込書の提出をお願いします。

途中入所について
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【お問合せ先】総務課　（海南庁舎）　　　0884-73-4151

令和 3 年度 コミュニティ助成事業

　海陽町では、一般財団法人自治総合セン

ターの宝くじ社会貢献広報事業である「コミ

ュニティ助成事業」を活用し、1 団体が備品

整備を行いました。

仲町町内会…八幡神社例大祭で使用する
　　　　　　ダンジリの提灯及び法被を購入しました。

WAKAISHI   CAFE
'

■日    時：令和 3 年 11 月 12 日 ( 金 )
　　　　19:15 ～ 20:30 (19:00 ～受付 )

■場　所：まぜのおかオートキャンプ場
　　　　　　　　　　　( 海陽町浅川字西福良 43)

　　　　　※駐車場は、当日スタッフがご案内いたします。

■参加費：500 円
■対象者：年齢制限なし　予約不要

　※月見うどんは数に限りがありますので、ご了承ください。　※ 暖かい服装でお越しください。

【雨天の場合】　11 月 16 日（火）に延期、16 日が雨天の場合は 17 日（水）に延期
　　　　　　　雨天延期の場合、当日 15 時に各 SNS でお知らせいたします。

WAKAISHI  CAFE とは…
海陽町の「わかいし ( 若者 )」たちが、ゆる～く何か面白いことや楽しいことをやってみよ

うという集まりです。第 37 回は徳島海南天文台の丸岡一洋さんをお招きし、まぜのおかに

ある天体望遠鏡を使って天体観測を行います★主に月、土星、木星の周りのガリレオ衛星

を観測できる予定であり、11月19日の皆既月食を見るポイントなども解説してもらえます。

また、あまべの杜さんに月見うどんをご提供いただきますので、肌寒い夜、温かいうどん

をすすりながら月見を楽しみませんか。今回は、年齢制限はありませんので、お子さんや

親子連れの方、ご家族での参加等誰でも大歓迎です！！是非お気軽にお越しください♪

〔コロナウイルス感染予防対策にご協力ください〕

※新型コロナウイルス感染対策（消毒、キープディスタンス、マスクの

　着用）をしながら行います。

※来場時に検温のご協力をお願いします。

※ 37.5℃以上の発熱がある場合は参加をお控えください。

第３７回　天体観測と月見うどんの会@まぜのおか

※この助成事業は宝くじの普及広報を目的に行われているもので、宝くじの収入を財源にしています。
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156　FAX.0884-73-3097

ＤＭVわくわく！プレゼントクイズ

線路も道路も走る夢の車両、
DMV に関するクイズに挑戦しよう！
正解者の中から、抽選で DMV グッズをプレゼントします！

問題 ： D M V の土日祝のダイヤに乗れば、海陽町から高知県まで遊びに行くこと

　　　ができますが、この中で立ち寄れないところはどこでしょう？

Ａ：阿波海南文化村　　Ｂ：室戸ドルフィンセンター

Ｃ：海洋自然博物館マリンジャム

◆応募締め切り : 令和３年11月30日(火)

ヒント：ＤＭＶの停車駅に
　　　　ないところは…？

ハガキまたは次の URL・QR コードから「クイズの答え、お名前、住所」を明記の上、ご応募ください。

ハガキ宛先 ： 〒 775-0295 海陽町大里字上中須 128 番地

　海陽町役場 「DMV プレゼントクイズ応募」係
電子申請 URL： https://s-kantan.jp/town-kaiyo-u/ →

☆前回クイズの応え☆

　10 月号の正解は

　Ａ：15 秒

［世界初］が走る町。

ＤＭＶカレーを
３名様にプレゼント！

　阿波海南文化村のバス停に青のＤＭＶ（１

号車：未来への波乗り）のラッピング自動販

売機が設置されているのをご存知ですか？

　緑のＤＭＶ（２号車：すだちの風）、　赤

のＤＭＶ（３号車：阿佐海岸維新）の自動

販売機もＤＭＶの駅やバス停に設置される

予定です。

　駅を巡ってラッピング自動販売機を見つ

けたら、ぜひ、記念写真を撮ってみてくだ

さいね。　　

ＤＭＶラッピング自動販売機登場！

　ＤＭＶ導入に向けての作業も、いよいよ最終段階に入ってまいりました。

　指摘のありました「車輪アーム」についても、補強・再測定を終えたことから、今後、その結果を国

の技術評価検討会に諮り「安全性を確認」していただきます。

　「安全性の確認」ができれば、ＤＭＶ導入協議会で「運行開始日を決定」します。

　運行開始日までには、住民の皆様への「試乗会」を計画してまいりますので、ぜひ［世界初］を体感

して下さいね。

　年内には、いよいよ［世界初］の本格営業運行を迎えることとなりますので、楽しみにお待ち下さい。

ＤＭＶ導入に向けて！

広報海陽  2021.11 № 187
22



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この度、関西ふるさと会の新役員として指名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　され、色々とお世話出来ればと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親の故郷は、櫛川であり、幼年期は櫛川で過

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごしました。従弟が鞆奥に居り、海部川で泳ぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊んでいた事を懐かしく思い出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その当時の自宅は、徳島市内の繁華街にあっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、徳島駅前の内町小学校、富田中学校を卒業

しました。当時は 12 組もあり 600 人の同期でありましたが、名前や顔はほとんど忘れ

てしまいました。

　時々、櫛川に親と一緒に行くことがあり、海部が故郷のように感じていました。その

縁もあって、中学校で野球をしていたこともあり、甲子園に行きたくて海南高校の野球

部に入りましたが、あと一歩のところで甲子園に行くことができませんでした。しかし、

2 年後輩のジャンボ尾崎が甲子園で初優勝したことで、徳島海南が全国的になりました。

　海南での 3 年間は大里の藤木邸で下宿させていただき、関西ふるさと会の役員幹事で

あった藤木勉さんとは藤木邸でお世話になって以来の再会をいたしました。また、海南

高校時代の同期が東洋町で居住しており、時々遊びに行っていましたが、コロナ禍で行

くことができず、収束すれば、帰郷していく予定です。

　それと、残念なことは、海南町、海南高校の名称が無くなったことを寂しく思ってい

ます。

　昭和 38 年に卒業して以来 60 年近くになりますが、趣味として野球を 68 歳で再チャ

レンジして、大阪還暦野球に所属しています。

　77 歳にして、年間 40 試合に出場し、

50 ｍを 8 秒台で走っています。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

中　張　隆　夫  

（旧：海部町出身：大阪府摂津市在住）　

なか　　ばり　   たか       お
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【お問合せ先】NPO 法人 あまべマチ猫ネット　　　080-1999-1122

　はじめに主にどのようなことをされている団体なのか教えて
もらえますか。

　メンバー各々が自主的に活動をしていた中で、保護し
なければならない不幸な猫たちを減らしたいという気持
ちが強くなり、TNR という方法にたどりつきました。

ＮＰＯ法人あまべマチ猫ネットさんに

インタビューしました!!

　あまべマチ猫ネットは TNR をはじめとした活動を中心に行っています。
　TNR とは Trap の「Ｔ」、Neuter の「Ｎ」、Return の「Ｒ」で、捕獲器等で
野良猫を捕まえ、不妊・去勢手術をして元に戻す活動で、不要な繁殖を防ぐた
めに行われます。不妊手術を終えた猫は印としてオスは右、メスは左に耳カッ
トを施しています。

　何か始めるきっかけになった出来事などありますか。

　よろしければ今後の展望などを教えていただけますでしょうか。

　　　　　令和２年度においては、飼い主のいない猫、メス 83 匹オ
　　　　ス 67 匹合計 140 匹の不妊手術を行いました。
　　　　　今年度は 9 月末日時点でメス 42 匹オス 48 匹合計 90 匹の
不妊手術を行っております。
　私たちが野良猫情報を得て駆け付けた現場では、まだ目も開いてい
ない生まれたばかりの子猫が何匹も段ボールに入れられ捨てられてい
たり、劣悪な環境で産まれ育ったかわいそうな猫を多く見ることがあ
り、そのような猫たちは苦しみながら死んでしまうことも多いです。
　あまべマチ猫ネットでは「人と動物が共存して生きる海陽町」を目
指し、数年後には町の中からこのような不幸な猫がいなくなるようこ
れからも活動を続けていきます。

　最後に地域の皆さんへのメッセージをお願いいたします。

　　　　　あまべマチ猫ネットは行政と連携して野良猫に対する TNR 費用の助成制度を整
　　　　備してきました。野良猫とは無責任な餌やりや心無い飼い主が不妊手術を行わず
　　　　産まれてしまった子猫を捨てるなどして飼い主のいない猫になってしまった猫の
ことです。野良猫は常に飢えや暑さや寒さ、虐待や事故の危険に晒されています。このよ
うな不幸な猫を作り出さないために野良猫に餌をやるなら不妊手術をしましょう。野良猫
の寿命は 3 ～ 4 年といわれており短命です。不妊手術を施された猫（耳カット猫＝さくら猫）
の短い一代限りの命を見守って頂きたいとお願いいたします。あまべマチ猫ネットでは猫
活ボランティアを募集しております。あまべマチ猫ネットの活動にご賛同してくださり興
味のある方はご連絡お願いいたします。

マチ猫

マチ猫

マチ猫

マチ猫
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※各講座はコロナの影響により休講又は変更になる場合があります。
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海部高等学校　情報ビジネス科

次世代経営者育成プログラム

日時：11月12 日(金)  10 時 ～16 時

場所：ピアカイフ 情報ビジネス科が販売活動を行います。

【お問合せ先】　海陽町商工会　　0884-73-0350
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～海部高校オープンスクール～

HR

科目

11HR

数学Ⅰ

12HR

数学Ⅰ

13HR

体　育

14HR

体　育

21HR

コミュニケーション
  英語Ⅱ

コミュニケーション
  英語Ⅱ

コミュニケーション
  英語Ⅱ

22HR 23HR

国語総合

24HR

理数化学

31HR

現代文Ｂ

32HR

化演基礎

33HR

現代社会

34HR

授業
担当

加賀田
津　田

福　田
津　田

堀江／喜多
  西　山

堀江／喜多
  西　山

楠　本
大　橋

張　野
大　橋

生　垣 那　佐 溝　口 渡　部 石　﨑 大　田

HR

科目

11HR

家庭基礎

12HR

国語総合
 （古典）

国語総合
 （古典）

13HR 14HR 21HR

日本史Ｂ
地　理Ｂ

コミュニケーション
  英語Ⅰ

コミュニケーション
  英語Ⅰ

理　数
数学Ⅱ

理　数
数学Ⅱ

物理基礎
生物基礎

コミュニケーション
  英語Ⅱ

22HR 23HR 24HR 31HR 32HR

古典Ｂ

33HR

ビジネス
　実践

34HR

授業
担当

坂　東 松　田 楠　本 小　濱
酒　井
後　藤

乃　一
渡　部

大　橋 福　田 大　田 岡　田
山　口
中　原

岡　久
大　西

 広報海陽  2021.11 № 187
29



30
広報海陽  2021.11 № 187

30



【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　　　0884-22-0361

11 月 女性のための生き方なんでも相談 【要予約】

女性のための生き方なんでも相談は、
【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です。

ところ：予約時にお伝えします。

 相談日

  2 日 ( 火 ) 13:00 ～17:00

  9 日 ( 火 ) 13:00 ～ 17:00

１2日 ( 金 ) 13:00 ～ 16:00

16 日 ( 火 ) 13:00 ～17:00

26 日 ( 金 ) 13:00 ～ 16:00

30 日 ( 火 ) 13:00 ～ 17:00

博物館よりお知らせ

ノコギリ刃の海部刀をモチーフに純銀アクセサリーを作りました !

ネクタイピンとネックレスとピアスです。

海陽町立博物館で販売しています。

・タイピン ・ピアス ・ペンダント

【お問合せ先】海陽町立博物館　　　0884-73-4080

31
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海南病院 職員募集 のお知らせ！

【基本給】　165,300 円～ 237,700 円（３交代制）

　　　　　※短時間就労も可能です。勤務時間については、ご相談ください。

【その他】　賞与 年 2 回（6 月・12 月）

　　　　　通勤・特殊勤務手当あり、社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

【基本給】　147,900 円～ 172,700 円（1 日 7 時間勤務）

　　　　　※短時間就労も可能です。勤務時間については、ご相談ください。

【その他】　賞与 年 2 回（6 月・12 月）、通勤手当・社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

　海南病院では、次の職員を募集しています。

【お問合せ先】町立海南病院　　　0884-73-1355

◆看  護  助  手　《会計年度任用職員》　　若干名

◆看　 護　 師　《会計年度任用職員》　　若干名

【受付時間】　午前８：３０～１１：３０
　　　　　　午後１：３０～　４：３０
□内科外来について
　・第１月曜日は午後 6:00 まで診察しています。
　・第１火曜日午後・第３火曜日は日浅医師の診察です。
　・第２・第４火曜日午後は宮本医師の診察です。
　・毎週金曜日は川島病院内科医師（診察時間 9:30 ～ 16:00）です。
□整形外科外来について
　・火・木曜日午後は休診です。

【内科外来の診察体制を変更しました】
　＊ 10 月 15 日から毎週金曜日は川島病院内科医師の診察となりました。
　＊ 11 月 1 日から第２・第４火曜日午後は宮本和明医師（専門：感染症）の診察となりました。


