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国の第二次補正予算

新型コロナウイルス感染症

団体企業の皆様ありがとうございました
がが

コロナ対策にご協力頂いた

◆小中学生へ布マスク

　　海陽町婦人会・（株）トータス

◆保育所・幼稚園へ布マスク

　　（株）ヤシロ

◆関西ふるさと会へ布マスク

　　（有）節川手袋

◆海部高校県外学生の短期受入

　　（株）漁火　（遊遊ＮＡＳＡ）

◆学童・保育所・幼稚園へバラの花

　　（株）岡松バラ園

・次亜塩素酸水の
　配布は終了いたし
　ました。

・機械は給食センター
　に設置いたします。

※各支援策の詳細な手続きは、担当省庁のホームページなどでご確認ください。

地域医療雇用
地域医療体制のさらなる整備・感染拡大防止の推進従業員を休業させている雇用主の方

事業主から休業手当を受け取っていない方

●医療・介護・障害福祉従事者等への慰労金

　支給

　◆受入病院等の役割を設定された医療機関等

　　実際に診療を行った医療機関の職員 20 万円
　　それ以外の医療機関の職員　　  10 万円
　　介護・障害福祉事業所の職員 　    5 万円
●医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援

●日額上限が引き上げられられます

　8,330 円→1万5,000円　月額 33 万円

月額資金の 8 割 （上限 33 万円）

●解雇等を行わない中小企業の助成率

　10分の10 に引き上げ

緊急包括支援交付金雇用調整助成金

休業支援金（直接給付金）

（厚生労働省）　拡充（厚生労働省）　拡充

（厚生労働省）　新規

支 援

策主な



家賃支援給付金

●新規創業者
　・本年３月までに創業した方

 　  ( 法人 ) 最大 200 万円
   　( 個人 ) 最大 100 万円
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団体企業の皆様ありがとうございました

生活・家計
収入の少ないひとり親世帯の方

子供の小学校休校への対応

家庭から自立し、アルバイト収入により
学費等を賄っている学生の方

〈無利子・無担保融資〉

芸術家・アスリート（個人・団体）の方

※第２子以降１人につき3 万円を加算
※収入が減少した場合 一世帯 5 万円を加算

●国民生活事業

　〈融資限度額〉6,000 万円→ 8,000 万円
　〈無利子枠〉　 3,000 万円→ 4,000 万円
●中小企業事業

　〈融資限度額〉3 億円→ 6 億円
　〈無利子枠〉　 1 億円→ 2 億円

※簡易な手続きの場合20 万円 程度を支援

臨時特別給付金

一世帯５万円

小学校休業等対応助成金・支援金

・助成金

学生支援緊急給付金

政策金融公庫等・商工中金

緊急総合支援パッケージ

※従業員に有給休暇を取得させた事業者

※就業できなかったフリーランス向け

日額が引き上げられます

日額が引き上げられます

　　　　　　8,330 円→1 万 5,000 円

10 万円が支給されます

※住民税非課税世帯の学生 20 万円

　　　　　　4,100 円→7,500 円
・支援金

子供たちの生活「学び」を支援

事業継続
売上急減に直面する事業者の方

●月額上限額

　( 法人 ) 100 万円　( 個人 ) 50 万円

●フリーランス
　・収入を雑所得や給与所得として申告し、
　　事業を行っている方

●給付金　( 月額 ) × 6 カ月分

最大 100 万円 が支給されます

最大 150 万円 が補助されます

最大 150 万円 が補助されます

事業を再開する中小・小規模事業者

農林漁業者の方

持続化補助金

経営継続補助金

（中小企業基盤整備機構）　拡充

最大 150 万円 が補助されます　　　　
　　　　　　　　　（フリーランス・団体等）

フリーランス・新規創業者

持続化給付金

（厚生労働省）　新規

（厚生労働省）　拡充

（文部科学省）　新規

（経済産業省）　新規

（経済産業省）　拡充

（日本政策金融公庫）（商工組合中央金庫）  拡充

（文化庁）　新規

（農林水産省）　新規
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災害時避難所対策と、コロナ禍　　でのと、コロナ禍　　での
危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163

避難することを最優先とし、日頃から避難方法の検討やマスク・体温計などの準備を　　　　していただくなど、避難所での感染対策にご協力ください。

●避難所でのお願い
　①発熱、咳などの症状がある方の専用スペースの確保（発熱やかぜ症状等がある方は、他の部屋
　　や避難所へご案内、また症状のない方との区画や通路を分けることもあります。）
　②手洗い、咳エチケットなど基本的な対策の徹底
　③換気の実施（十分な換気に努め、人との距離をできる限りとり、感染を予防しましょう）
　④衛生環境の確保（避難所の物品等は定期的に消毒するなど、衛生環境をできる限り整えましょう。）

と、コロナ禍　　での

＊＊ 指定避難所一覧 ＊＊

指定避難所…災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在、または自宅が被災した際に一時的に
滞在することを目的とした施設です。（津波など危険が切迫した状況から、命を守るために緊急
的に避難する指定緊急避難場所とお間違えのないようお願いします。）
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と、コロナ禍　　での
　台風、土砂災害等の災害時、また大規模地震発生等により自宅での生活が困難になった方が
利用する施設として、つぎのとおり、避難所を指定しています。災害の状況により対応する避
難所が異なりますので、日頃より確認しておいてください。

と、コロナ禍　　での指定避難所一覧

避難することを最優先とし、日頃から避難方法の検討やマスク・体温計などの準備を　　　　していただくなど、避難所での感染対策にご協力ください。

コロナ禍での避難所対策！

●日常からできること
　①安全な地域に住んでいる親戚や友人の家などへの避難の検討
　②避難所近くの駐車場など、安全な場所での車中泊の検討（※ エコノミークラス症候群に注意）
　③マスクや体温計など必要な物を事前に準備（町の備蓄には限りがありますので、可能な限り持
　　参をお願いします。例：マスク・アルコール消毒液・体温計・ウェットティッシュ・食料と飲
　　料水・着替え・タオル・スリッパ・歯ブラシ・モバイルバッテリー など）

と、コロナ禍　　での
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徳島県委託事業「ひとり親家庭子育て応援事業」

福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4313

ひとり親家庭へのフードパントリー

　徳島県内の農業関係者、商業関係者、運送事業者等の協力を得て、「ひと

り親家庭へのフードパントリー」を実施します。対象となる「ひとり親家庭」

の方は、ぜひお申し込み下さい。

　　　　　　　5,000 円相当の食品を４回無償で送付します。
　　　　　　　なお、初回に野菜栽培キットを同梱しますので、お子さんか
　　　　　　　ら生育状況を報告してください。

　　　　　　　令和２年 10 月 16 日 ( 金 )　（当日消印有効）まで

　　　　　  ① 児童扶養手当受給者のうち「全部支給の方」

　　　　　  ② 児童扶養手当受給者のうち「一部支給の方」で
　　　　　　　加えて緊急小口資金特例貸付または持続化給付
　　　　　　　金（個人）の給付を受けた方

  　　　　　③ ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受け
　　　　　　　た方

　　 　　　 　 ※生活保護受給世帯は対象外となります。

　　　　　　　 公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会

　　　　　  メール、ファクシミリ、郵送にて申し込み下さい。

　　　　　  これを機会に生活や子育てに関する相談等も可能です。

※この事業に関する問い合わせ・相談は、当連合会のほか各福祉事務所の 

　母子・父子自立支援員までご連絡下さい。

　 　申込書、封筒については各庁舎窓口に置いてあります。

　 〒 770-0943 徳島県徳島市中昭和町 1 丁目 2 徳島県立総合福祉センター２F

　　　 　　 　 公益財団法人徳島県母子寡婦福祉連合会
　　　 　　 　 TEL.088-654-7418   FAX.088-654-7414

　　　　　　 　 メールアドレス　boshi-07@ace.ocn.ne.jp

　　　　　  ② 児童扶養手当受給者のうち「一部支給の方」で
　　　　　　　加えて緊急小口資金特例貸付または持続化給付
　　　　　　　金（個人）の給付を受けた方

  　　　　　③ ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受け
　　　　　　　た方

　　　　　　　　　　　　　　事業内容

　　　　　　　　　　　　　　申込期間

　　　　　  　　　　　  対 象 者

　　　　　　　 　　　　　　　 申込み先

　　　　　  　　　　　  申込方法

　　　　　  　　　　　  そ の 他
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２．追加給付　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
                             収入が減少している方への給付

〈給付金の支給手続き〉

●給付金の対象となる方

●給付額

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方　（１．基本給付①に該当する方）

それ以外の方　（１．基本給付②、③に該当する方）

以下、①～③のいずれかに該当する方

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方

②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい

　る方と同じ水準となっている方

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方

●給付金の対象となる方

●給付額

お問い合わせ先

【ご注意ください】　※給付金を希望しない場合は、送付する届出書を返納してください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に
　支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。

１．基本給付　児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付

▲

基本給付は申請不要です。▲

８月頃、令和２年６月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

▲
追加給付は申請が必要です。▲

定例の現況確認時（８月）などにあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。
　申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。

▲

基本給付、追加給付（１．②に該当する方）ともに申請が必要です。▲

申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送でご提出
　ください。▲

給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

（１）　給付金の申請手続き

（２）　指定口座へ振込み

ひとり親
　世帯

お住まい
の自治体

①お住まいの自治体の窓口に直接か郵送でご提出ください。

②提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを判断
   した上で振り込みが行われます。

「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
℡. 0120-400-903  ( 受付時間：平日 9:00 ～ 18:00)

○申請方法の詳細については、お住まいの
　市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付
　金」担当窓口までお問い合わせください。

「ひとり親世帯臨時特別給付金」の〝振り込め詐欺″や〝個人情報の詐欺″にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（＃９１１０））にご連絡ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4313
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令和２年度 海陽町　　　　  のお知らせ行事中止

　77 歳以上の方を対象に毎年 9 月に開催しておりました「海陽町敬老会」は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を防止するため、今年度は【中止】とさせていただきます。

　ご参加いただく皆様の健康と安全を第一に考えた結果、高齢者が一堂に会する

イベントは感染拡大の危険性が高く、開催は困難であると判断いたしました。

　何卒、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

　なお、喜寿（S18.4.2 ～ S19.4.1 生）・米寿（S7.4.2 ～ S8.4.1 生）に該当され

る方には、記念品を贈呈させていただく予定です。

　例年８月１８日に開催しておりました海部川筋盆踊り大会は、ご参加いただ

く皆様の安全面を考慮した上で中止とさせていただきました。

　盆踊りを楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございません。

　先の大戦において戦没された御霊の御冥福を祈るとともに、恒久の平和を祈念するために毎年

行っております戦没者追悼式について、本年はコロナ禍のため実施を見合わせておりましたが、新

型コロナウイルスの感染防止対策の実施が困難なことから参列者の安全面を考慮し、中止すること

といたしました。

　御参列を予定されていた方々には、誠に恐れ入りますが、何卒御理解と御協力のほどよろしくお

願いいたします。

◆ 海陽町敬老会 について

◆ 海部川筋盆踊り大会 について

◆ 戦没者追悼式 について
福祉人権課　（海部庁舎）　　　0884-73-4313

地域包括ケア推進課　（海部庁舎）　　　0884-73-4312

海南文化館　　　0884-73-3100

宍喰八幡神社祭（９月下旬）は、コロナ感染症対策のため中止となりました。

海陽町観光協会　　　0884-76-3050

宍喰八幡神社祭中止のお知らせ

　コロナ禍対策として経営相談会を行います。今後３月まで毎月実施しますので、今回の相談終了後も継続

した相談ができますので、ご利用下さい。

　◆開催日　８月２７日（木）　午前１０時～午後５時　 ◆開催場所　海陽町商工会２階会議室
　◆相談員　中小企業診断士　日出晴夫 氏　　　　  ◆主　   催　徳島県よろず支援拠点

新型コロナウイルス対応　　　　　　　！ルス対応　　　　　　　！無料経営相談会
海陽町商工会　　　0884-73-0350
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　対象店舗にて 500 円以上の飲食でスタンプを押印します。スタンプ 3 個、6 個、9 個（店舗
の重複不可）で温泉入浴券やふるるんグッズ、特産品などの賞品をプレゼント。スタンプを 9
個集めた方には、さらに地元特産品、食事券が当たる W チャンス抽選に応募できます。
　スタンプカードは対象店舗か観光協会で配布しております。ぜひ、ご参加ください。

海陽町観光協会　　　0884-76-3050
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応援 !!
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期間：2020 年 6 月18 日（木）～ 2021 年 1 月 31 日（日）
賞品引換期間：2020 年 7 月1 日（水）～ 2021 年 2 月15 日（月）

賞品、対象店舗は変更・追加があります。
最新情報は海陽町観光協会のホームページをご覧ください。→

３店舗達成賞品 ６店舗達成賞品 ９店舗達成賞品
・温泉入浴券
・ふるるんノート
・ふるるんクリアファイル
　＋　ふるるんメモ帳
・ふるるんソーラーＬＥＤ
　キーホルダー
・ふるるんポケットミラー

・ふるるん
　アクリルキーホルダー
・ふるるんミニつめきり
・ふるるんミニトートバッグ
・ふるるんポケットエコバッグ
・ふるるんマカロンふせん
・ふるるんフェイスタオル

・寒茶
・長老喜
・みつみそ
・藍の茎茶
・海陽ラー油
・うつぼちんみ

・地鶏の旨み
・地鶏カレー
・骨付き地鶏カレー
・地鶏飯の素

スタンプ
番　  号

スタンプ
番　  号

スタンプ
番　  号店舗名 店舗名 店舗名

【 海　南　地　区 】

１ いせだ屋 ４６ 多良亭
２ Cafe ふくなが ４７ スタミナらーめん 山田中華
３ お好み焼 とっぽ ４８ 村上旅館

５３ Cafe Ao（碧）４ カピタン

４５ 志和家

５ 松の実
６ 中華レストラン 陽錦楼
７ お好み焼 神戸
８ いずみ
９ 焼き鳥 縁

１０ どさん子メンキョ店
１１ 寿し雅
１２ キャロット
１３ 司
１４ とっと屋
１５ ル・ペルル
４０ 味政
４３ 多国籍料理居酒屋 Lisoi

２４ めしや

４４ 食事処 ふれあい館

２５ 豚皇 那佐

１６ レックスカフェ
１７ 生本旅館
１８ 一家
１９ 寿司処 比呂樹
２０ のなみ お好み焼き
２１ ももや食堂
２２ の一となり
２３ ふれあいの宿 遊遊 NASA
４９ お食事処 ごち
５１ 麺処料理茶屋 洒楽
５２ 珊瑚礁

【 海　部　地　区 】

【 宍　喰　地　区 】

２７ ペンションししくい
２８ 辨天屋
２９ 民宿 竹ケ島
３０ めし処 うえた
３１ 日愛うどん宍喰店
３２ HOTEL RIVIERA ししくい
３３ 浜部渡船（海賊料理）
３４ あたご旅館
３５ サンタモニカ
３６ お宿・キッチンみつ佳
３７ Bahati
３８ in Between Blues
３９ ティーハウス・ヒロ
４１ 乃一屋
４２ 焼肉ばん

２６ はるる亭

【賞品一覧】　※３、６、９店舗達成毎に下記の賞品から１点プレゼント。

【食べに行かんけスタンプラリー店舗一覧】　（令和２年７月 21 日現在５2 店舗）

【賞品引換え場所】　海陽町観光協会　9:30 ～12:00、13:00 ～17:30　年中無休

　　　　　　　　　  海陽町立博物館　9:00 ～17:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　 定休日 毎週月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日） 年末年始
                                                  ※ 町立博物館では 9 店舗達成賞品の引換えは行いません。
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◆自衛官採用試験案内　　　　　＊詳細内容、 試験内容等は、 お気軽にお問い合わせ下さい。

自衛官募集について
【お問合せ】自衛隊阿南地域事務所　　　0884-22-6981

住民環境課 （海南庁舎） 　　 0884-73-4152

について生ごみ処理機購入補助

　家庭から排出される生ごみの減量及び資源化を促進するため、 生ごみ処理機購入に対して補助金を交

付します。 コンポスターに加え、 電動式生ごみ処理機も補助対象になっています。 予算に限りがあり

ますので、 事前に担当課まで連絡し残りを確認してください。 電話連絡の後、 申請書等を郵送しますの

で、 領収書、 保証書 （電動式のみ） を添えて申請をしてください。 

○補助概要

　・町内に住所があり、 居住していること

　・町内の販売業者で購入すること

　・１世帯につき１台まで

　・補助額は、 購入額の 1/2 

    （上限 3 万円まで） 

○申請書提出先

　　　住民環境課 （海南庁舎）     73-4152

　　　福祉人権課 （海部庁舎）     73-4313

　　　商工観光課 （宍喰庁舎）     76-1513

【申請の流れ】　①から③の流れで申請を行って

　　　　　　　　ください。

　　　　   　　①住民環境課に連絡し、 補助金があ

　　　　　   　　るか確認。（TEL：73-4152） 

　　　　　　   ②処理機購入 ( 注 ) 町内の業者に限る

　　　　　   　　（領収書もらう、 押印のあるもの）

　　　　   　　③補助申請

　　　　　　   　※補助金申請用紙等は、 上記①の

　　　　　　　   　後郵送させていただきます。 
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１．説明会の開催
　９月上旬に今年度の地籍調査事業についての説明会を開催いたします。日程等は関係者の皆様へご案
　内いたしますが、特に初めて立会いされる方は出来る限りご参加ください。

２．現地調査（立会い）のご案内
　1 日ごとの作業量を検討し、スケジュールをたて、現地調査に立会いしていた
　だく方全員へご案内します。ご案内した日程ではご都合がつかない場合、事前
　にご連絡ください。

３．現地調査（立会い）の実施
　主に、現況地目および隣接土地との筆界の確認を行います。
　事前に隣接する土地所有者同士で境界等を把握していただいておくと、作業がスムーズになります。
　現地調査の当日、「調査票」への記入ならびに押印をいただきますので、印鑑（認印）をご持参ください。
　また、代理の方が出席される場合には、委任状が必要です。（委任状は現地調査のご案内に同封いた
　します。）

～ ○閲覧のお願い（令和元年度現地調査分）～

のお知らせ !! （その４）地籍調査
管財課（地籍係）（海南庁舎）　　　0884-73-4169

《閲覧対象地区・閲覧場所》
　●宍喰地区【古目・金目・竹ケ島】　宍喰町民センター　２階　201 会議室
　●海南・海部地区【浅川・吉野・多良・高園・野江の各一部】
　　　海陽町役場海南庁舎２階 № 4 会議室  （※ 浅川のみ平成 30 年度現地調査分となります。）

《時間》　9 時～ 17 時
　まだ閲覧がおすみでない方は、8 月 11 日（火）までに必ず閲覧し、地籍図（案）及び地籍簿（案）に
誤りがないか必ず確認してください。なお、閲覧及び訂正の申し出には印鑑（認印）が必要となります
ので必ず、ご持参くださるようお願いいたします。
  （※土曜・日曜・祝日の閲覧は８月８日（土）、９日（日）のみ行います。）

～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！

　7 月 18 日、ＤＭＶ導入準備に伴うＪＲ牟岐線（牟岐－

海部間）の運休以降、海部駅ではＪＲと阿佐鉄の車両が

隣り合って停車する姿を見ることができなくなりました。

　6 月下旬から運休までの期間、海部駅では鉄道ファン

が次々とシャッターを切る姿が見られ、宍喰駅では「硬

券切符」や「グッズ」を買い求めて、多くの鉄道ファン

が訪れました。乗車人数も昨年同時期に比べ 約２倍 と

なり、「世界初のＤＭＶ」が走り出せば、さらに多くのお

客様が訪れることが期待されます。

まちみらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

ＪＲ車両と阿佐鉄車両が並ぶ風景（海部駅）

あさてつキーホルダー あさてつステッカー 硬券きっぷ 硬券きっぷセットポストカード

多くの鉄道ファンが訪れた！多くの鉄道ファンが訪れた！多くの鉄道ファンが訪れた！
ＪＲと阿佐鉄車両の 共演見納め
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* 土日祝は、室戸方面の
　観光スポットまで往復
　１便運行します。ぜひ
　ご家族でご利用下さい。

令和 2 年度 世界に先駆けて…
世界初
2 2 2  

を

みんなで応援しよう！

本格営業運行開始に向けて準備中 !

デュアル・モード・ビークル

よよううう

ふるるん

まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

ＤＭＶ（デュアル ･ モード ･ ビークル）

に関する情報を順次お知らせしていき

ます。

DMV（デュアル・モード・ビークル）はどこを走るの？ 第１回

次の運行ルートが決定しています！

ふるるん
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阿佐海岸鉄道株式会社　阿佐東線連絡協議会　宍喰駅　　0884-76-3700

阿佐海岸鉄道

☆さよなら

列車企画！

運行中！8月 31日 (月)まで

天の川列車
風鈴列車

【たかちほ】

【しおかぜ】

※天の川列車、風鈴列車の運行状況は、阿佐鉄サイトの車両運行計画表をご覧ください。
　車両運行計画は、故障や事故等で変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
　当日の運行車両は、宍喰駅へお問い合わせください。

【天の川列車　たかちほ】 【風鈴列車　しおかぜ】

月

　DMV 導入に伴い、現在運行中の車両で行われる、　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　 は　　　　　　　　　　いたします。

　ご乗車、心よりお待ちしております。

　　　　　 　　　　　　　 は　　　　　　　　　　いたします。

　ご乗車、心よりお待ちしております。

今回で終了　　　　　 　　　　　　　 は　　　　　　　　　　いたします。　　　　　 　　　　　　　 は　　　　　　　　　　いたします。　　　　　 　　　　　　　 は　　　　　　　　　　いたします。天の川列車、風鈴列車

夜空に広がる天の川を車両にＬＥＤで再現。
　　　　　　　　　　　　　トンネル内では
　　　　　　　　　　　　　幻想的な空間が
　　　　　　　　　　　　　広がります。
　　　　　　　　　　　　　今年は、

　　　　　　　　　　　　　の皆さんの俳句
　　　　　　　　　　　　　を展示しており
　　　　　　　　　　　　　ます。

宍喰小学校 ５年生

夏を彩る華やかな向日葵と風鈴の音色が
　　　　　　　　　　　　　涼を誘います。
　　　　　　　　　　　　　今年は、
　　　　　　　　　　　　　甲浦小学校
　　　　　　　　　　　　　児童の俳句を
　　　　　　　　　　　　　展示しています。

第５回 阿佐鉄フォトコンテストのお知らせ

テーマ： 『阿佐海岸鉄道の列車と沿線の魅力が詰まった写真』を募集します！
　令和 2 年度、現在運行中の車両「しおかぜ」と「たかちほ」は、DMV（デュアル・モード・
ビークル）と交代します。
　28 年間、走り続けた阿佐鉄の、「ここがかっこいい！」、「ここが一押し！」など、テーマに沿っ
た画像なら、なんでも OK です。あなたのベストショットをお待ちしています。

阿佐鉄フォトコンテストのお知らせ阿佐鉄フォトコンテストのお知らせ
たかちほ しおかぜ

※詳しくは、阿佐鉄サイトをご覧ください。　http://asatetu.com/

★最優秀賞、優秀賞、入賞あり。副賞として記念切符やパンフレットへ作品採用予定！

8 月 31日 ( 月 ) 必着！
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総合健診のお知らせ ◆密集・密接を防ぐために15 分 に5 名ずつの予約制と

　させていただきますので、必ず予約をお願いします。

福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

８月のマイトレ運動教室のお知らせ

・８月 ５ 日（水）　海部公民館４階
・８月１９日（水）　宍喰町民センター３階

【時間】午後 7 時 30 分～ 8 時 30 分　※申込不要！参加費無料！ どなたでもご参加いただけます。

【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）

※新型コロナ感染状況によっては、中止になる場合があります。

のぼりが目印です→

【問合せ先】海部庁舎（福祉人権課）TEL.73-4311 (FAX.73-3880) ※ 問診票を直接取りに来られる方は、

・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）までお越し下さい。

＊ 8 月 17 日（月）までに申込みください。申込み後、問診票をお送りします。○健診日　8 月 20 日 (木)

○項目及び料金
項　　　　　目 料　　金

特定健診：身長・体重・血圧・検尿・血液検査、心電図検査 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。

２０歳３０歳代健診・ピロリ菌検査：特定健診と同様
＊ピロリ菌検査は２０歳３０歳代健診対象者の方のみ検査ができます。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５４年４月２日～昭和５５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　※クーポン対象の方は無料です。

* 検診受診３日前までに検査容器をとりに各庁舎までお越しください。

1,000 円

1,000 円

500 円

100 円
500 円
500 円
800 円

400 円

胸部レントゲン

喀痰検査

今年度から全員が
心電図検査を
受けられます！

○がん検診は、加入保険関係なく、どなたでも受診できます。
●８月２０日（木）総合健診は、現時点では実施予定ですが、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によって
　は中止となる場合があります。

場　　所 受　付　時　間

浅 川漁村センター

川上出張 所

宍喰庁舎

午前  7 時～  9 時

午前10 時 30 分～11 時 30 分

午後1 時 30 分～午後 2 時 30 分＊海部庁舎から変更しています

【受診前】　新型コロナウイルスの感染防止のため、下記の症状や該当する事項がある場合は受診を控えてください。
　　　　　□かぜ症状が持続している方
　　　　　　　発熱（平熱より高い体温、37.5 度以上が目安）、
　　　　　　　せき、息苦しさ、だるさ、のどの痛み、鼻水、頭痛、下痢、吐き気、味覚・臭覚異常　など
　　　　　□過去 2 週間以内に発熱のあった方
　　　　　□ 2 週間以内に法務省・厚生労働省が定める諸外国への渡航歴のある方
　　　　　□ 2 週間以内に新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者との接触歴のある方
　　　　　□新型コロナウイルスの患者濃厚接触の可能性があり待機期間内の方

【受診時】　●健診中はマスクを持参し着用をお願いします。
　　　　　●入口等にアルコール消毒液を用意していますので、健診会場への入室時、退室時の他、健診中も適宜手指消毒をお願
　　　　　　いします。（アルコール使用不可の方は、ハンドソープでの手洗いをお願いします。）
　　　　　●健診会場入口で、非接触型体温計で体温を実測させていただきます。　＊ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

受診される方へのお願い

国保からのお知らせ　～特定健診を受診していただく皆さまに！

受診券はお手元に届いていますか？

特定健診を継続していただける皆さまに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６月末に黄緑色の封筒で、国民健康保険加入の皆さまに受

診券をお送りしています。特定健診を受けられる際には、受診券と保険証をご持参ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健診を受けやすく、毎年継続して受けていただくた

めに今年度受けていただいた方には、翌年度、特定健診の無料券をお送りします。
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　海陽町緊急経済対策プレミアム商品券事業　海陽町でのお買い物・飲食を応援！
　海陽町元気プレミアム商品券と海陽町元気プレミアム飲食券を合わせて１セット１万円で１万３千円（飲食専用券千
円含む）３割お得の商品券を、現在も商工会で販売しております。使用期間令和２年 12 月17 日まで
●現在の販売所・販売時間（土日祝日を除く）予定
　　海陽町商工会　海南本所…８月１日～１１月３０日　  ９時～１７時
　　海陽町商工会　宍喰支所…８月１日～１１月３０日　１０時～１２時
●商品券購入方法
　販売所に、海陽町から送られてきた「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」と購入代金をご準備いただきご購入
下さい。お一人様１セット１万円から最高５セット５万円まで購入できます。先着順ではありませんので、商品券は必ず
購入できます。３密を避けるご協力をお願い致します。
●ご注意ください
　「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」は、お一人様１回限りの使用となります。１セット１万円の購入でも、購
入申込書を使用しますので次回の購入はできません。お一人につき１度限りの使用となりますのでご注意ください。
　商品券利用できるお店　１セット５００円券２４枚　商品券取扱店全店（飲食店含む）１０００円券１枚　商品券取扱
店の飲食店で使用できます。
※商品券取扱店は、常時募集中です。商工会にお電話ください。
　７月 21 日現在商品券が使えるお店は…１９５店舗、飲食券は…５2 店舗と増えています。
   商品券取扱店には、のぼり「海陽町元気プレミアム商品券」を掲示しています。

海陽町元気プレミアム   　　　　　　 発売中！海陽町元気プレミアム   　　　　　　 発売中！商品券・飲食券
海陽町商品券実行委員会　海陽町商工会　　　0884-73-0350　FAX0884-73-0349

◆お得１ ⇒ 口座振替で 2 年分・1 年分・6 ヶ月分をまとめて納付（前納）されると、毎月納付書で納付する

　　　　  　より割引されます！

◆お得２ ⇒ 口座振替でのみ利用できる納付方法がありお得です！！

●毎月納付であっても当月末に引き落としすることで 50 円（年間 600 円）割引されます。

◆お得３ ⇒ 手数料が無料でお得です！！ 

●残高不足であっても、翌月にもう一度引き落としされるため便利です。

●ご本人様以外の方の口座からも引き落としすることができ便利です。

口座振替には、次の方法があります。
　（１）2 年（4 月～翌々年 3 月分）分の前納

　（２）1 年（4 月～翌年 3 月分）分の前納

　（３）6 ヶ月（4 月～ 9 月分、10 月～翌年 3 月分）分の前納

　（４）毎月（早割、口座振替のみ）　＊本来の納付期限よりも１ヶ月早く口座の振替をする方法です。

　（５）毎月（割引なし）＊保険料の割引はありません。

＊保険料の割引額は「2 年前納」＞「1 年前納」＞「6 ヶ月前納」＞「毎月納付（当月末振替）」となっています。

＊口座振替による令和 2 年 4 月からの前納（2 年分、1 年分、6 ヶ月分）の新規申込みは既に終了しています。

＊令和3年2月末までにお手続きいただくと、令和3年6ヶ月前納（4月～9月）、令和3年度の1年前納、令和3・

　4 年度の 2 年前納をご利用できます。

■口座振替での令和2 年度分 6ヶ月前納（10月～翌年 3月分）のお申し込みの締切日は、令和2 年 8月31日（月）です。

■納付書でのまとめ払いによる割引はいつでも申込ができます。（割引額は口座振替納付の場合と異なります。）

◎この機会にぜひ『口座振替納付』または『納付書でのまとめ払い（最大２年分）』されることをお勧めします。

　ご希望の方は、徳島南年金事務所までご相談ください。

日本年金機構　徳島南年金事務所　　　088-652-3114

国民年金保険料を納付書で納付されている方へ

口座振替による納付のご案内お得な!

口座振替を利用することで国民年金保険料をお得に納付できます。

口座振替方法

６ヶ月前納

保険料額（令和２年度）

　　　　　９８，１１０円
１１月２日に６ヶ月分を一括引き落とし

割　引　額

１，１３０円

されます。
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海陽町ふるさと納税

　海陽町では、「生まれ育った海陽町に貢献したい」という方や「こころのふるさと」として海陽町を
応援してくださる皆さまからのあたたかい『きもち』を寄附金として募集しております。
　お盆や年末年始の帰省、同窓会などの機会に、町外在住のご親戚やご友人の方々へ、海陽町の「ふる
さと納税」の呼びかけにぜひご協力ください。

■ふるさと納税とは？
　　納税者が応援したいと考える自治体へ寄附をした場合、
　確定申告をすることで、寄附額のうち 2,000 円を越える部
　分について、所得税と住民税から原則として全額が控除さ
　れる制度です。（一定の上限はあります。）

■感謝の気持ちをこめて
　　所定の金額以上ご寄附いただいた町外在住の方へ、海陽町自慢の産品をお贈りしています。
　　お礼品は web サイト「ふるさとチョイス」等からお好きなものを選択いただけます。

　海陽町では、ふるさと納税の推進、地元特産品のＰＲ、地域産業の活性化などの相乗効果を目的に寄
附者にお礼品としてお贈りする商品やサービスを提供する事業者を募集しています。
　多数の町内事業者の皆さまのご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

■提供事業者の要件
　　海陽町内に事業所がある法人、団体又は個人事業者であること

■お礼品の要件
　　次の要件をすべて満たす商品であること
　　　・海陽町のＰＲにつながる商品で、原則、町内で生産、製造、加工、販売、体験等のサービスが
　　　　されているもの
　　　・品質及び数量の面において、安定供給が見込めるもの
　　　　（期間限定で供給可能なものも取り扱いできる場合がありますので、ご相談ください。）
　　　・食品衛生法、商標法、特許法、不正競争防止法等関係法令を遵守し、違反していないもの
　　　・飲食物の場合は、寄附者にお礼品が到着後、適切な賞味期限が保証されるもの
※ご提案いただいた内容を審査した結果、お礼品として採用されない場合もありますので、ご了承くだ
　さい。

■お礼品提供のメリット
　　・ふるさと納税ポータルサイト等への掲載で、全国に向けて商品等をＰＲすることができる。
　　・お礼品発送時に商品パンフレット等を同梱することで、リピーター獲得、販路拡大につながる。

■募集期間
　　随時募集しています。上記問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせください。

　　ふるさと納税のお礼品提供事業について、事業者向けの相談会を開催します。寄附受付ポータル
　サイトの紹介や、お礼品の要件、お礼品提供に係る業務の流れなどをふるさと納税業務の委託事業
　者からお話しさせていただきます。また、事業者様の疑問・質問にもお答えしますので、お気軽に
　ご参加ください。

　　●対象：お礼品の提供に興味のある法人、団体又は個人事業者（※ 海陽町内に事業所があること）
　　●日時：令和２年８月１１日（火）　・昼の部　14:00 ～　・夜の部　19:30 ～
　　●場所：海陽町役場海南庁舎２階 №３会議室
　　●申込方法：当日参加も可能ですが、準備の都合もありますのでできれば事前にご連絡ください。
　　●申込先：海陽町経営戦略課　TEL：0884-73-4100　FAX： 0884-73-4160

経営戦略課　ふるさと納税担当　　　0884-73-4100

ふるさと納税　お礼品提供事業者募集

事業者向け相談会を開催します！
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補助金に関しては…… まち・みらい課　（海南庁舎）　　0884-73-4156
ふるさと納税に関しては… 経営戦略課　（海南庁舎）　　0884-73-4100

「人と猫が共生できるまちづくり」「人と猫が共生できるまちづくり」「人と猫が共生できるまちづくり」
ふるさと納税で

を応援！

　令和２年度海陽町ふるさと創造戦略補助金【ふるさと創造事業】の対象事業として採択された NPO 法

人あまべマチ猫ネットの「動物愛護の普及・啓発及びＴＮＲ事業」について、ふるさと納税制度を活用

したガバメントクラウドファンディングで寄附金を募集することとなりました。皆さまのあたたかいご

支援をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　●募集期間：令和2年8月4日(火)～10月4日(日)まで
　　　　　　　　　　　　　　　●ふるさとチョイスの専用サイトから寄附をお申込みいただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　※町民の方からの寄附も受け付けておりますが、お礼品の送付は町外在

　　　　　　　　　　　　　　　　  住の方のみとなります。ご了承ください。

【ガバメントクラウドファンディングとは？】　自治体がふるさと納税制度を活用して行うクラウドファン
ディング（インターネットを介して資金調達する仕組み）で、ふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的に
プロジェクト化し、このプロジェクトに共感した方から寄附を募る仕組みです。

　　　　　　　　　町の活性化や地域の課題解決を目的とする『令和２年度海陽町ふるさと創造戦略補

　　　　　　　　助金【起業支援部門】』 の補助対象事業を募集します。

【応募手続き】補助金に応募する場合は、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、右の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。

【補助制度の詳細について】補助の対象となる者 ･ 事業 ･ 経費等、補助制度の詳細については、ＱＲコード

　　　　　　　　　　　　 から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。

まち・みらい課　（海南庁舎）　　　0884-73-4156

“起業”海陽町で しませんか？

町内で起業する方に対して、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　　１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

(4) 補助の対象となる経費等

　町が別に定める補助対象経費のうち、本事業に支出したものとして明確に区分

でき、かつ証拠書類（領収書等）によって支出内容・金額等が確認できるものに

限ります。また、補助金の支払いは原則、事業完了後の精算払いとなります。

(5) 特記事項　 申請者は海陽町より特定創業支援による認定を受けていること 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右のＱＲコードからホームページをご覧い

　ただくか、海陽町商工観光課 ( ℡ 0884-76-1513) までお問い合わせください。

(6) 募集期間　令和 2 年９月３０日 ( 水 ) まで

補助金の
詳細について↓

特定創業支援
事業について↓

　　　　　　　　　町の活性化や地域の課題解決を目的とする『令和２年度海陽町ふるさと創造戦略補

　　　　　　　　助金【起業支援部門】』 
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海南荘職員募集のお知らせ

　『海南荘』では、次のとおり介護職員を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

【職　　種】介護職員常勤（フルタイム会計年度任用職員）
　　　　　　　・勤　務　原則、週 5 日・7 時間 45 分勤務
　　　　　　　　　　　　（シフト制のため早出・遅出、土・日・祝日勤務あり）
　　　　　　　・給与等　月額 178,900 円（処遇改善手当 20,000 円含む）
　　　　　　　・待　遇　退職手当、期末手当、通勤手当、年次有給休暇、
　　　　　　　　　　　　特別休暇、社会保険、雇用保険等あり

【職　　種】介護職員 パート（パートタイム会計年度任用職員）
　　　　　　　・勤　務　午前 8 時 ～ 午後 6 時の間で勤務可能な時間
　　　　　　　　　　　　（勤務曜日・時間については、要相談）
　　　　　　　・待　遇　時給 897 円、期末手当（勤務条件による）、通勤手当、雇用保険等あり

【応募資格】地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当しない者、普通自動車免許を有する者

【任用期間】採用日～令和 3 年 3 月 31 日（勤務成績が良好な場合は、期間満了後も再度任用あり）

【選考方法】面接（随時、応募者に通知します）

【応募方法】随時、海南荘にて「申込書」を配布します。

海部郡特別養護老人ホーム「海南荘」　　　0884-73-2626

総務課（海南庁舎）　　　0884-73-4151

　海陽町では、町民の安全・安心な暮らしの実現に向け、近年全国的に多発している高齢者を
対象とした特殊詐欺被害の防止対策として、高齢者への特殊詐欺対策機器の無料貸し出しを開
始します。
　ご家庭の電話回線と固定電話機の間に機器を取り付けることにより、
相手方に警告メッセージが流れ、通話内容を自動で録音することができます。

◆対 象 者　町内に住所を有する 75 歳以上の方のみの世帯
              　　   （同一の住所に親族が別世帯として記載されている場合は除きます。）

◆貸与台数　10 台（申込み受付順となります。）

◆申込期間　令和 2 年 8 月 11 日から貸出台数に達するまで

◆貸与期間　貸与決定の日から 1 年間
　               　   （貸与決定後、海陽町消費者協会の会員の方がご自宅に取り付けに伺います。）

◆申込み方法　申請書に必要事項を記入して総務課へ提出してください。

    ※申請書の配布、受付は海南庁舎 総務課、海部庁舎 福祉人権課、宍喰庁舎 商工観光課で
　　 できます。

今月の
納 税

8月25日（火）口座振替をご利用の方は、前日までに
指定口座にご準備をお願いいたします。

8月31日（月）期間までにお近くの金融機関または
役場窓口に納付してください。

８月は町県民税・固定資産税の第２期分の納期です
税務課　（海南庁舎）　　　0884-73-4153

口　座
振替日

納期限

特殊詐欺対策機器を無料で貸し出します！
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危機管理課（海南庁舎）

　　　　0884-73-4163

【水害・土砂災害の防災情報】【水害・土砂災害の防災情報】【水害・土砂災害の防災情報】

早めの避難を！

◎「警戒レベル 3」で高齢の方や障害のある方など避難に時間のかかる方は、
　危険な場所から避難を！
◎「警戒レベル４」で災害の恐れのある地域の方は、危険な場所から全員避難を！
◎「警戒レベル５」は、すでに災害が発生している状況。命を守る最善の行動を！

●「警戒レベル 1 ～ 5」の順番で発令されるとは限りません。状況が急変する
　こともあります。
●災害発生時に必ずレベル 5 が発令されるとは限りません。レベル 5 になってか
　らでは、安全な避難が難しい場合があります。地域の皆さんで声をかけあって、
　レベル３、レベル４の段階で危険な場所から安全・確実に避難を終えましょう。

　日本では毎年のように
大雨や台風などによる洪
水や土砂災害が発生し、
多くの被害がでていま
す。先月 7 月の豪雨でも
各地で洪水や土砂崩れ、
河川の決壊が起き、大き
な被害が発生しました。

　住民の皆さまが的確な
避難行動ができるよう、
避難情報や防災気象情報
などを 5 段階の警戒レ
ベルで伝えることとなっ
ております。警戒レベル
は災害の発生が高くなる
ほど数字が大きくなりま
す。これらの違いをよく
理解していただき、いざ
という時に備えてくださ
い。

　また自らの命は自ら守
るという意識を持って、
適切な避難行動をとって
ください。
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町立海南病院　　　0884-73-1355

海南病院だより

第４回 海陽町立海南病院 改革検討委員会開催

　令和２年７月７日（火）に

第４回海陽町立海南病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

改革検討委員会を開催いた

しました。

　当委員会は海南病院を県

南部の地域医療の中核施設

として存続させるため、自

主性や効率性が十分に発揮

できる運営を目指す病院改

革を検討することを目的としています。

　今回の委員会では第３回までの検討委員会の協議事項を確認し、海南病院の方

針（案）について協議し、病床機能の検討結果について、事務局からは現在の一

般病床と地域包括ケア病床を維持する案、委員からは有床診療所へ転換する案が

出されました。その他の方針として看取りに係る長期入院に柔軟に対応し、また

出張診療や訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの実施により住民サービスを強化

していく方針案が出されました。

　次回の委員会では病床機能について協議する予定となり、令和２年９月には病

院の在り方、方向性を示し海南病院のアクションプランとして取りまとめていく

予定となっています。

当院の日浅芳一医師がベストドクターズ社から
日本の優秀な医師として選ばれました。

・日浅医師のコメント

　この度はベストドクターに選んで

　頂き光栄に思います。

　多くの先生方からの推薦を頂いたと

　聞いています。

　これからも町民の皆さんの

　健康を守るため全力を

　尽くしたいと思います。

海陽町立海南病院改革検討委員会の様子
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就学前のお子さまを
子育て中の

受講料無料
 （託児別料金）

レッスン中は、お隣のファミサポで

お子さまを預かります（３歳まで）

ので安心して受講いただけます！

ママパパケア ママパパトレ

○希望の講座（単発ＯＫ）を愛あいクラブ（73-3960）/ ファミサポ（74-3112）にてお申し込みください。

○３歳以下のお子様は、ファミサポ託児サービス（定員 5 名）があります。ご希望の方は、ファミサポ

　登録（無料）とファミサポ利用料金平日 1,050 円・日曜 1,200 円（1.5 時間分）を当日お支払ください。

○各講座開始１週間前までにお申し込みください。（定員になり次第締め切りとなります）

○コロナの影響により休講 o r 変更になる場合があります。

日程　①９/１５ ( 火 )　はじめてのヨガ

　　　②１０/９ ( 金 )　骨盤ケアエクササイズ

　　　③１１/６ ( 金 )　ストレッチ＆ボール

　　　④１２/４ ( 金 )　美ＢＯＤＹエクササイズ

　　　⑤１/１３ ( 水 )　心と体すっきりヨガ

時間　１０：３０～１１：３０　（６０分間）

場所　海部庁舎３階げんきひろば

定員　各１０名

講師　田中　亜弥

持物　飲物

日程　①  ９/２４ ( 木 )

　　　②１０/２０ ( 火 )

　　　③１１/１５ (日)

　　　④１２/１０ ( 木 )

　　　⑤  １/２４ (日)

時間　１０：３０～１１：３０　（６０分間）

場所　海部公民館３階トレーニングジム

定員　各５名

講師　藤井　来夏

持物　室内用シューズ・飲物

ココロとカラダ喜ぶレッスンで
たまには自分ケアしませんか？

トレーニングジム体験！トレーナーが
いますので初めての方でも大丈夫！

お申し込みについて【8/5 (水)より受付開始】
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　海部高校では、「総合的な探究の時間」を利用して、SDGs への取組について学習していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２年生では SDGs の 17 の目標を達成するために日本語

　　　　　　　　　　　　　　　　　のキャッチコピーを作成し，昇降口に展示しました。一

　　　　　　　　　　　　　　　　　人一人の意識を高めていくことがねらいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今月は「1. 貧困をなくそう」「2. 飢餓をゼロに」など

　　　　　　　　　　　　　　　　　を考えるため，農作物

　　　　　　　　　　　　　　　　　や草花を実際に育てて

　　　　　　　　　　　　　　　　　実践を始めたクラスも

　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　また，文化芸術によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　る子供育成総合事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　（芸術家の派遣事業）では，

　　　　　　　　　　　　　　　　　海陽町で活躍されてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　る檜垣先生ご夫妻によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　る特別授業が行われま

した。そこでは，「竹灯り」の製作と共に，竹の生態や日本の

竹害問題について講義していただき，環境問題についても学

びました。SDGs の目標の一つである「12. つくる責任，つか

う責任」「15. 陸の豊かさを守ろう」についても考えるきっか

けとなりました。

　海部高校は、ＳＤＧ s を推進します

　日本語のキャッチコピーを掲示する様子

　ＳＤＧ s 実践の様子

　「竹灯り」の製作の様子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SDGs とは，2015 年に決められた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「2030 年までに達成すべき 17 の目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標」のことです。SDGs は，これか

らの社会を良くしていくための大切なワードです。海部高校では，SDGs の目標を

達成するために様々な学習や活動に取り組んでいます。また，海部高校のホームペー

ジで SDGs のページを作成するとともに，海部郡内でも SDGs の普及に向けて活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していこうと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の方々も SDGs につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て一緒に考えていきません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していこうと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の方々も SDGs につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て一緒に考えていきません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か？

   海部高校のＨＰ
「SDGs ×海部高校」

（コラム作成 24HR）
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海陽町立博物館　　　0884-73-4080

のお知らせ9月の のお知らせのお知らせ博物館町民ギャラリー開催

展示期間：9/2（水）～ 9/30（水）

『水彩画展』◇ししくい絵画グループ葦の群れ

　今月は、ししくい絵画グループ

の皆様の水彩画展です。

　水彩画は鉛筆で下書きして絵の

具で着色します。塗る順番は、明

るい色から順に濃くなるように着

色するのがルールです。

　ハイライトや色の濃い部分を意

識して塗り重ねることで立体感と

抜け感が出て全体の仕上がりに影響します。

　思うがままに筆を走らせ無心で描いていると、童心に帰れるような心

地よさがあるようです。簡単に始められる水彩画を、皆さんも気軽に楽

しんでみてはいかがでしょうか。

※町民ギャラリーの

　観覧は、無料です。

【連絡先】阿南市男女共同参画室分室　　　0884-22-0361

8 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、

【阿南・那賀・美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：阿南ひまわり会館１階相談室

 相談日
  ７日 ( 金 ) 13:00 ～16:00
１１日 ( 火 ) 13:00 ～17:00
１８日 ( 火 ) 13:00 ～17:00

２１日 ( 金 ) 13:00 ～16:00
２５日 ( 火 ) 13:00 ～17:00
２８日 ( 金 ) 13:00 ～16:00
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徳島県 危機管理環境部 とくしまゼロ作戦課　　088-621-2710  FAX.088-621-2987

今 ？災害が発生したら
あなたはどうしますか

『過去に例を見ない複合災害への備え』

コロナウイルス 風水害 地　震

〈監修：徳島大学環境防災研究センター〉


