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海陽 元気花火

コロナ禍を、
　みんなで力を合わせて
　　　  乗り切りましょう！
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令和２年度 海陽町　　　　  のお知らせ行事中止

　10 月４日（日）に予定しておりました海陽町共楽運動会は、今般の新型コロナウイルス

の感染の拡大防止のため、中止させていただくことになりました。参加を楽しみにしてい

た皆さまには申し訳ありませんが、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。

　本年度の海陽町文化祭芸能大会（海南文化館ホール・宍喰町民センター）と関連行事（お
茶会、川柳大会、囲碁大会、宍喰海部海南俳句大会、民話紙芝居）については、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止の為、中止と致します。

◆ 海陽町共楽運動会 について

◆ 海陽町文化祭芸能大会と関連行事 について

海陽町教育委員会　　　0884-73-1246

海陽町教育委員会　　　0884-73-1246

◆ 10 月17 日 ( 土 )　赤ちゃんの土俵入り 中止

◆ 10 月18 日 ( 日 )　大里八幡神社秋祭 中止

新型コロナウイルス感染症の影響による

  保険料 ( 税 ) の 減免について！
【お問い合せ先】
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料：福祉人権課（海部庁舎） 　 0884-73-4313
介護保険料：地域包括ケア推進課（海部庁舎） 　 0884-73-4312

【対象となる保険料（税）】
・国民健康保険税　・後期高齢者医療保険料　・介護保険料

【保険料（税）の減免の対象となる方】

　　　※保険料（税）が一部減額される具体的な要件
　　　世帯の主たる生計維持者について
　　　（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて 10 分の３以上
　　　　　  減少する見込みであること
　　　（２）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること
　　　（３）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること（国保税・後期のみ）

　　　　申請を受け付けておりますので、不明な点がございましたら、ご相談ください。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
　又は重篤な傷病を負った世帯の方

 ⇒保険料（税）を全額免除

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
　収入減少 ( ※ ) が見込まれる世帯の方

 ⇒保険料（税）の一部を減額
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「とくしまスマートライフ宣言！」について

　町民・事業者の皆さまにおかれましては、引き続き、スマートライフ宣言の取り組みにご理解いただき、感染

症対策の徹底にご協力をお願いいたします。

危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163
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とくしまアラートの　　発動基準について

　本県において、感染拡大の傾向が見られる場合、対応する基準を明確にするため、「とくし
まアラート」として、上記の区分を作成しました。なお、国から新たな基準が示された場合は、
改訂を検討します。

危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163

感染拡大注意
特定警戒急増

ステージⅢ ステージⅣ
感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を
避けるため対応が必要な段階

爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を
避けるための対応が必要な段階

特措法第 24 条９項によるさらなる感染拡大防止を図る
国の特定都道府県の指定を受け、特措法第 45 条等による
強制性のある取組を実施する

100人以上 170人以上

直近１週間が先週１週間より多い

発動１週間経過後、状況及び発動基準を照らし合わせて判断

５０％

１０％

１００人以上 １７０人以上

最大確保病床の占有率　　　1/5 以上
現時点の確保病床数の占有率 1/4 以上

最大確保病床の占有率　1/2 以上

最大確保病床の占有率　　　1/5 以上
現時点の確保病床数の占有率 1/4 以上

最大確保病床の占有率　1/2 以上

「感染拡大注意漸増」に加え講ずべき措置 「感染拡大注意急増」に加え講ずべき措置
「とくしまスマートライフ宣言！」（「新しい生活様式」の定着、「感染拡大予防ガイドライン」の実践）、「業界団体に
よる「ガイドライン実践店」の認定」の普及促進

・ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店
　の休業要請等
・イベント開催の見直し
・人が集中する観光地の施設等における入場制限等
・接触確認アプリの導入をイベントや企画旅行等の実施
　に当たって要件化
・飲食店における人数制限

・感染リスクやガイドラインの遵守状況等を考慮しつつ、　 
　生活必需品等を取り扱う事業者等を除き施設の使用制限
・人が集中する観光地の施設や公共施設の人数制限や閉鎖等
・イベントは原則、開催自粛。集会における人数制限
・生活圏での感染があれば学校の休校等も検討
・テレワーク等の強力な推進をはじめ職場への出勤をで
　きるだけ回避

・夜間や酒類を提供する飲食店への外出自粛の要請
・飲食店における人数制限
・若年者の団体旅行など感染予防を徹底できない場合等
　における、感染が拡大している地域との県境を越えた
　移動自粛の徹底

・接触機会の低減を目指した外出自粛の要請
・県境を超えた移動の自粛要請
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とくしまアラートの　　発動基準について
政府分科会の提言を受け、8 月 19 日「とくしまアラート」が改訂され、国から示された指標により新たに「感

染観察」「感染拡大注意・漸増」「感染拡大注意・急増」「特定警戒」の区分に分類されることになりました。

最新の情報をご確認いただき、家庭、職場など、あらゆる場面で感染防止の取り組みをお願いいたします。

感染観察 感染拡大注意

注意 強化 漸増
ステージⅡステージⅠ政府分科会に

おけるカテゴリ

基本方針

新規報告者数
　　（／週）

直近１週間と
先週１週間の比較

感染経路不明割合
　　 （／週）

病床全体

うち重症
者病床

療養者数

PCR 陽性率

解除の判断基準

対 

応 

方 

針

共通事項

事 業 者

個　　人

感染者の散発的発生及び医療提供
に特段の支障がない段階

感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積
する段階

早期発見・封じ込めで感染拡大防止を図る
必要に応じ、特措法第 24 条９項による感染拡大
防止を図る

5人以上 10人以上 30人以上

－ －

－ －

－ － －

－ － －

直近１週間が先週１週間より多い

発動１週間経過後、状況及び発動基準を照らし合わせて判断

５０％

最大確保病床の占有率　1/5 以上
現時点の確保病床数の占有率1/4 以上

最大確保病床の占有率　1/5 以上
現時点の確保病床数の占有率1/4 以上

ステージに関わらず講ずべき措置 「感染観察強化」に加え講ずべき措置
「とくしまスマートライフ宣言！」（「新しい生活様式」の定着、「感染拡大予防ガイドライン」の
実践）、「業界団体による「ガイドライン実践店」の認定」の普及促進

基本的な感染予防の徹底（３密回避　等）
・ガイドラインを適宜見直し、遵守を徹底。遵守
　が不十分な場合の休業要請も考慮。
・テレワーク等の推進

・ＣＯＣＯＡ及び「とくしまコロナお知らせシ
　ステム」の更なる周知及び普及促進の更な
　る強化
・リスクの高い場所への積極的な介入・指導
　の継続強化（検査の強い要請など、クラス
　ターが発生した店舗等への対策強化）
・テレワーク等の更なる推進

基本的な感染予防の徹底（３密回避等）
・３密回避を遵守した「新しい生活様式」の徹
　底に向けた注意喚起
→感染者の多い「若年層」、中でも感染リスクの
　高い行動を取る対象者に向けた効果的な情報
　発信
　感染拡大防止の主役として、高齢者等のみな
　らず、自分自身のいのちを守ることにつなが
　るというメッセージ
・ＣＯＣＯＡ及び「とくしまコロナお知らせシステ
　ム」の普及促進



健診のお知らせ　～ 特定健診及びがん検診について ～

福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

９月のマイトレ運動教室のお知らせ

・９月 ２日（水）　海部公民館４階
・９月１６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）

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）・浅川出張所 までお越し下さい。

１．健診日　9 月 27 日（日）　 ＊ 9 月 18 日 (金) までに申し込みください。申し込み後、問診票をお送りします。

１．健診日　10 月 5 日（月）　 ＊ 9 月 25 日 (金) までに申し込みください。申し込み後、問診票をお送りします。

○婦人がん検診

○総合健診

項　　　　　目 料　　金

特定健診：身長・体重・血圧・検尿・血液検査等
＊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
＊一度も検査されていない方は、ピロリ菌検査を同時にできます。

肝炎ウイルス検査：血液検査　＊対象となる方  ①昭和５5 年４月２日～昭和５6 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：胸部レントゲン

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。

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

場　　所 受　付　時　間 項　　　　目

浅川漁村センター

海南庁舎

午前９時３０分～１１時 マンモグラフィー、骨粗しょう症・大腸がん

午後０時～０時３０分 マンモグラフィー、子宮頸がん、
骨粗しょう症・大腸がん午後1 時 30 分～ 2 時 30 分

国保からのお知らせ　～特定健診・がん検診の受診は、お済みですか？～

特定健診の受診できる期間は11 月 30 日までです。 10 月、11 月になると予約が込み合い、受診できない場合もありますので、
医療機関での受診を希望される方は、お早めに受診することをお勧めします。電話でご予約のうえ、受診してください。
受診券、無料券を紛失された方は、再発行いたしますので、福祉人権課　保健師までご連絡ください。

【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

  【今後の日程】   11月15日（日）   海南庁舎 ･ 宍喰庁舎　 総合健診

２．場所・
　　受付時間

３．項目及び料金
２．場所・受付時間　 海部庁舎：午前 7 時 30 分～ 9 時　 宍喰庁舎 : 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

３．項目及び料金
　　＊クーポン対象の方は、
　　　無料です。
　　　（骨粗しょう症を除く）

項　　　　目 金　　額

乳房レントゲン検査○マンモグラフィー

前腕骨レントゲン検査○骨粗しょう症検診
便潜血検査（２日分）○大腸がん検診
子宮頸部細胞診検査

1,000 円
500 円

○子宮頸がん検診（午後からのみ）

400 円
500 円

　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。

◆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。

◆新型コロナウイルス感染予防対策として
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は想定外のリスクに対応
できる国の保険です !

　　●生涯にわたって受け取れます。	

　　●物価変動などの経済変化に対応しています。

　　●国民年金保険料の納付免除・猶予制度があります。

　　　　※所得などの一定条件を満たす必要があります。

　　　　将来、年金は本当に受け取ることができるの？ 

　　　　　　　　はい、もらえます。将来にわたって、持続的で安心できる制度とするための

　　　　　　　　年金財政の仕組みが導入されています。

　　　　年金は、年をとってからの保証だけなの？

　　　　　　　　障害や遺族に対する補償もあります。国民年金加入中に病気やケガで障害を

　　　　　　　　負うなど、一定の障害の状態にある間は「障害基礎年金」が、また、万一

　　　　　　　　ご本人が亡くなったときは、残された子や子のある配偶者に「遺族基礎年金」

　　　　　　　　が支払われます。

　　　　保険料を払う余裕がないときでも、必ず払わないとだめなの？

　　　  　　20 歳以上 60 歳未満の方（注）は納付する必要があります。ただし、経済的

　　　　　　　　に納付が困難な方は、納付免除、納付猶予、学生納付特例制度等があります。

　　　　　（注）厚生年金保険等に加入されている方、その方に扶養されている配偶者の方は、

　　　　　　　 国民年金保険料を支払う必要はありません。

国民
年金

【お問い合せ先】徳島南年金事務所 　　088-652-1511
住民環境課（海南庁舎） 　　0884-73-4152

A

A

A

Q１

Q２

Q３

◆ メリット

◆ 年金の疑問にお答えします！

老齢

 65 歳になったとき

　　　　  基礎年金
国民年金を 10 年以上納
付した方が 65 歳から受
け取る老後のための年金
です。

  病気やケガで
  障害が残ったとき

　　　　  基礎年金
国民年金に加入中に、病

気やケガが原因で障害が

残ったときのための年金で

す。

※ 20 歳前に発生した障害

　も支給対象になります。

　一家の大黒柱が
　亡くなったとき

　　　　  基礎年金
国民年金に加入中の方が亡
くなったときの遺族のため
の年金です。
原則、「１８歳未満の子のあ
る配偶者」と「１８歳未満
の子」が支給対象となり
ます。

障害 遺族
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マイナンバーカードをつくろう！

　平成２８年１月から、マイナンバー制度がはじまっています。
　マイナンバーとは、皆様お一人お一人が持つ、１２桁の番号のことです。

　マイナンバーカードを持っていると便利です。

　　個人情報を守るために、いろいろな場面で本人確認書類の提出が必要になっています。

　　・写真入りの本人確認書類として使用できます。紛失しないよう注意が必要です。

2021 年 3 月からスタート（予定） 
※カードリーダーの設置がある医療機関や

　薬局で利用できます。

※利用には事前の登録が必要です。

　　オンラインでの確定申告や行政手続などができます。

　　（※カードリーダーが必要です。）

2020 年 9 月からスタート!
　　・マイナンバーカードを取得し

　　・カードでマイナポイントを予約

　　・選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントがもらえる！

　　　　付与率 25％　上限 5,000 ポイント（2 万円で 5,000 円分）
　さらに！　　　　

　　徳島県内で買い物をすると　買い物をした金額の３０％

　　　　上限 3,000 ポイント（3,000 円分）がもらえます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

両方併せて 最大 8 千円お得になります !!
　　最大ポイントをもらえるキャッシュレス決済サービスは、次の 7 つです。

　　　PayPay　　楽天 Pay　　楽天 Edy　　　WAON　　ｄ払い　　CoGCa　　ゆめか

住民環境課（海南庁舎）　　　0884-73-4152

本人確認書類として利用できます。

健康保険証としての利用が可能になります。

スマホやパソコンで手続きができます。

マイナポイントがもらえます！！
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　　　　　　　　　　　　　　　以前に皆様に送付されているマイナンバー通知

　　　　　　　　　　　　　　カード（記載内容に変更がない場合に限る）に「交

　　　　　　　　　　　　　　付申請書」が付いていますので、それを使ってス

　　　　　　　　　　　　　　マホやパソコンで申請することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　「交付申請書」がないときや不明なことがある

　　　　　　　　　　　　　　ときは、役場にご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　平日の午後５時まで、受付ができます。

　　　　　　　　　　　　　　　時間内の来庁が難しい方は、つぎの相談会をご

　　　　　　　　　　　　　　利用ください。

　　

　 マイナンバーカード申請、マイナポイント取得申請の相談会を行います。
　　　日　時　　令和２年９月６日（日曜日）午前９時から午後５時

　　　場　所　　海陽町役場　海南庁舎及び宍喰庁舎

　※マスクの着用等、コロナウイルス感染症予防のための対策をお願
　　いいたします。
　※持ち物…個人番号通知カード（ないときはお申出ください）・
　　　　　　本人確認書類・印鑑
　　　　　　マイナンバーカードの申請には、顔写真（3.5 ㎝×4.5 ㎝）が
　　　　　　必要です。　（役場での撮影もできます。）

　９月７日（月曜日）から１１日（金曜日）までの５日間、午後７時３０分まで
　マイナンバーカードについてのご相談を時間延長して受付いたします。

　※この期間の対応は、海南庁舎（住民環境課）のみとなりますのでご注
　　意ください。

　☆マイナンバー制度やマイナポイント事業に便乗した 詐欺には、十分ご注
　　意ください。

　　・マイナンバーの通知や利用手続きで、口座番号や資産、年金の情報を聞
         くことはありません。
　　・マイナポイント事業で、個人情報を電話でお聞きすることもありません。
　　不審な電話やメール、手紙、訪問等には十分ご注意いただき、万が一この
　ようなことがあったときには、役場やお近くの警察署にご相談ください。

まずは、マイナンバーカードを
つくることから始めましょう！

9
広報海陽  2020.9 № 173



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海陽町の皆様、こんにちは !!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私は旧海南町大里松原地区で生まれ高校卒業まで、自然豊かな中でのん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　びりと育ち、卒業を機に故郷を離れてすでに 44 年が過ぎ、私は今奈良県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山市に在住しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色々と良しに悪しにと経験を積んできましたが、帰省した時には今も変
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わらない海、山、川と自然豊かなこの地がリフレッシュになる時もありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。（子供の時は当たり前の風景 !!）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回ご縁があって、海陽町関西ふるさと会に入会させて頂きまして、微
　　　　　　　　　　　　　　　　　　力ながらかけがえのないふるさと海陽町の何かお役に立てればと願って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今、私の内装工事関係の外資系ホテルの Xmas train（鉄道ジオラマ）製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　作を私の子供達が請負っています。
　この度道の駅「宍喰温泉」に昨年鉄道ジオラマ設置を海陽町役場まち・みらい課様
より依頼を受けまして、私達で昨年１１月に鉄道ジオラマ設置をさせて頂きました。
　今回はジオラマ設置を中止した東京お台場の外資系ホテルより土台とジオラマをホ
テルより譲り受け、一部を縮小して半分解体してリノベーションしました。
　今回のジオラマは半分はヨーロッパ風景（ヨーロッパ風景は以前の物を部分改修）、
あと半分は新規で海陽町宍喰の風景をイメージして製作しました。
　また DMV と阿佐鉄を３D プリンターで再現し別注シートにてラッピングしました。
　この鉄道ジオラマを通して大きな事は出来ませんが、「ふるさと海陽町」をイメー
ジしたジオラマをイベント、文化施設や病院、まぜのおかキャンプ場等とかでコラボ
して、ふるさと海陽町の活性化、文化の発展を推進する事が出来ればと思っています。
　またこのジオラマが海陽町の皆様の少しでもリフレッシュになり、旅行者やお遍路
の方にも道の駅に立ち寄った際に海陽町が印象に残ればと思います。
　「頑張ろう！海陽町！」

起業力養成講座 受講者募集中！

　実業家やベンチャー起業家、銀行員、中小企業診断士といった各分野の専門家が創業に必要な基礎知識を解説し
ます。ビジネスプラン作成実習では、中小企業診断士が実際の作成手法などをレクチャーします。
　徳島県、（公財）とくしま産業振興機構、徳島大学の連携講座です。
※海陽町の特定創業支援事業の対象となる事業です。

まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

【受講対象】創業を考える方、創業後間もない方など

【定　　員】４０名

【受講方法】講義：オンライン聴講

　　　　　　（視聴環境のない方もサポートします）

　　　　　  実習：徳島大学常三島キャンパス内予定

　　　                （受講者に個別連絡します）

【受 講 料】２，０００円

【募集期間】随時

※途中参加、一部受講の場合も、受講料は全受講し

　た場合と同じです。

【お問合せ・申込先】

公益財団法人とくしま産業振興機構経営支援部

起業 ･ 創業 ･ 事業化支援担当

　　　　 ( 徳島市南末広町 5 番 8-8 号 )

TEL.088-654-0103　FAX.088-653-7910

https://www.our-think.or. jp/?p=310232

まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

池
いけ

   田
だ

　 敏
さとし

  さん   旧海南町出身（奈良県在住）　

道の駅「ししくい」の
鉄道ジオラマ

道の駅「ししくい」の鉄道ジオラマ
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海陽町立博物館 企画展のお知らせ
海陽町立博物館　　　0884-73-4080
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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

ふるるん

まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

 第2回

令和 2 年 8 月 19 日（水）、 「第 6 回 阿佐東線 DMV 導入協議会」
が開催され、運行ダイヤ案と料金案が発表されました !

「今後は、阿佐東地域公共交通会議で承認を得て、決定予定です。」

DMV（デュアル・モード・ビークル）の 
運行ダイヤ案と料金案が発表されました！

ＤＭＶ運行ダイヤ案について

ふるるん

運賃案について

◆午前運行…往復 10 便　　◆午後運行…往復 10 便

○平日の運行ダイヤは、阿佐東線利用状況を（9 時～ 15 時の利用者が多い）を考慮して、

　日中の運行を充実 させました。

○休日の運行ダイヤは、平日のダイヤに往復路 7 便を増便し、そのうち 2 便は、 室戸便  

　（1 往復）を含みます！

・ＪＲ牟岐線や路線バスとの接続に配慮しています！

・ゴールデンウイークなどは、臨時便の運行も予定しています！

※今後のダイヤ改正の影響により、実際の運行時には、変更となる可能性があります。

◆午前運行…往復 15 便　　◆午後運行…往復 12 便

小児運賃は、
半額だよ！
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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

令和 2 年 8 月 2 日（日）、阿佐海岸
鉄道にて、「あさてつワクワク体感ツ
アー」が開催されました。

あさてつ 体感ツアー
が開催されました！

 ワク!

ワク!

         担当者から
モードチェンジの説明を
       受ける参加者！

お絵書き
  体験！
ペン立て
  作り！

　猛暑の中、30 名あまりの親子鉄道ファンが訪

れ、天の川列車乗車体験や親子で楽しいレール

スター、運転手気分の車両見学、洗車体験、手

作りペン立て体験など、“あさてつ”を体感しま

した。また、令和２年度、

　　　　　　　　　　の DMV（デュアル・モー

ド・ビークル）のモードチェンジ実演や甲浦駅

見学や試乗体験も行われ、楽しい夏の思い出

になりました。

レールスターを
 楽しむ親子！

モードチェンジ場（甲浦駅）
  の説明を受ける参加者！

手をふって
見送る
鉄道ファン

洗車体験を楽しむ
    子どもたち

道の駅「宍喰温泉」

8月8日(土) から DMVグッズ販売はじめました！

運転士に
なったよ！
出発進行！

★プリントＴシャツ・
　トートバッグなどがあります。 ＤＭＶグッズを見る観光客ＤＭＶのおもちゃを見る子ども

              世界に先駆けて
運行準備中 !!
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商工観光課（宍喰庁舎）　　　0884-76-1513

2021年（令和3年）２月に

第13回 徳島 ･ 海陽 究極の清流 海部川風流マラソン
オンライン開催が決定！

第13 回海部川風流マラソンを 2021 年（令和 3 年）2 月にオンラインで開催いたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、町民、ボランティアの皆様、ランナー、大会関係者の方々
の安全、安心のため、通常開催は取りやめ、オンラインでの開催となります。
　オンラインでの開催とは、スマートフォン用 GPS ランニングアプリを使ったヴァーチャルでの
開催です。

★参加者フロー★【予定】
　①インターネットでエントリー（参加料有料）
　②スマートフォンに GPS ランニングアプリをインストール（無料）
　③アプリを起動し、開催期間内（２週間位を予定）に 42.195km を走破します。
　④完走証明書の発行（PDF データをメールにて発行）
　※開催期間中ならば、参加ランナーは、いつでも、どこでも、どのコースでも、
　　好きなタイミングで、走っていただける大会です。回数を分けて走っても OK ！
　※詳細につきましては、決定次第発表いたします。

★前回大会 第 12 回大会【令和 2 年 2 月16 日（日）開催】のご報告

エントリーの内訳
　・男女別：男性 1,575 人、女性 487 人
　・地方別：北海道 7 人、東北８人、関東 126 人、
　　　　　　中部 75 人、近畿 318 人、中国 60 人、
　　　　　　四国 1,452 人、九州 16 人
　※徳島県 1,291 人、海陽町 70 人

ボランティア
　・当日は、各地域の公民館の方々、各種団体、事業所、
　　町職員等、
　　約 900 人の方に無償ボランティアとして
　　ご協力いただきました。本当にありがとうございました。

収支決算報告

地域経済効果
・大会から町内業者への支払額 ：15,989 千円
・参加者から町内宿泊業者への支払額
　（大会提携旅行代理店取扱分）：  1,099 千円

アンケートについて　　※凡例　〇感想等　■改善・要望等

大会終了後、ランナーやボランティアの方々にアンケート調査を行いましたので、
その一部をご紹介いたします。

【ランナーの声】　290 名の方から回答
〇雨の中沿道の応援・おもてなしがありがたい。
　地元の熱い応援に元気をもらい感動した。
〇高校生の伴走が印象に残った。感動した。
〇規模がちょうど良い。ストレスフリー。
〇伊勢エビみそ汁、うどんがおいしかった。
〇無料入浴券の有効期間が 1 年あるのでよかった。
〇会場にマスクと消毒液があり、感心した。
■参加料を上げても、ずっとこの大会が続くよう期待している。
■ゼッケンを郵送にしてほしい。
■雨対策としてゴール付近にシートを敷いてほしい。
■靴が泥まみれになったので、靴を洗う所が欲しかった。
■観光ブースの店や物産を増やしてほしい。

【ボランティアの声】　165 名の方から回答
・マラソンの開催について
　①開催してほしい　　  70.3％  （116 人）
　②終わりにしてほしい　21.8％　 (36 人）
　③無回答　　　　 　 　7.9％    （13 人）
・次回大会への協力意向について
　①協力したい、協力しても良い　　　　  79.4％ （131 人）
　②協力したくない、あまり気が進まない　20.0％  （33 人）　　　
　③無回答　　　　　　　 　 　　　　　  0.6％    （１人）
〇このマラソンを楽しみにしているいうランナーの方が複数いらっしゃいました。
　ボランティアを通じて海部川風流マラソンに参加できて本当に良かったと思いま
　す。次も楽しみにしています。
〇元気な間はできるだけボランティアに参加したい。年１回の楽しみ、元気がもら
　える。私のような者でも役立つ場面があることに生きがいが持てる。
〇マラソン大会に係る費用の効果があるのか？
　海陽町の財政状況を考えると無駄な出費だと思う。
　宣伝効果があり、将来的に有益なイベントであると考えられない。
　町民の大多数は、マラソンに対して批判的な意見である。
■マンネリ気味だから、何かテコ入れした方がいい。ブービー賞とか。
■ボランティアも減ってきているので、ハーフマラソンにしてはどうか。
　約６時間の出詰めは大変です。
■ボランティアは、希望者を募集してください。
　コース沿線住民に半強制しないようにしてください。
■コース沿線の住民は、毎年コースを清掃をしています。
　清掃と当日ボランティアは大変です。清掃は、町でしてください。

・エントリー：2,062 人　・受付者：1,863 人　・出走者：1,726 人　・完走者：1,562 人　・完走率：90.5％

【支　出】　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

【収　入】　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　費　目 金　額

報 償 費

旅　  費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

　合　計
使 用 料

34,116

2,380

34

13,288

 2,765

11,782

3,867

ゲストランナー、入賞記念品等

関係者旅費

ランナー等飲食・印刷製本・参加賞等

マラソン保険・各種手数料等

記録計測・仮設トイレ・看板設置・
交通警備等

会場・車両・施設等

内　訳

内　訳金　額　費　目

　合　計 34,116

参 加 料

補 助 金

協 賛 金

繰 入 金

一般財源

16,352

 8,450

 1,994

 1,383

 5,937

ランナー参加料

スポーツ振興くじ助成金、県補助金

企業等の協賛金

ＧＣＦ・ふるさと納税

町負担金
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自衛官募集について

◆自衛官採用試験案内　　　　＊詳しくは、 自衛隊阿南地域事務所までお問い合わせ下さい。

【お問合せ】自衛隊阿南地域事務所　　　0884-22-6981

かいようファミリー・サポート・センターよりお知らせ

15
広報海陽  2020.9 № 173



Ⅰ．隣接する土地所有者と、 土地の境界について、 事前に話し合っておくと、 調査当日の立会いが円滑に進みます。 

Ⅱ．調査当日、 都合により欠席された場合等は、 隣接者の案内で仮杭等を設置する場合があります。 

　　※境界は両者が確認し承諾してはじめて調査が完了となりますので、 先に仮杭などが打たれていても調査が完了した

　　　ということではありません。 

Ⅲ． 本年度実施地区内に多くの土地をお持ちの方については、 複数回の立会をお願いする場合があります。

Ⅳ． 調査当日、 現況により筆界の確認等の調査が困難な場合には、 後日改めて立会を実施する場合があります。 

　　※例１） 大掛かりな伐採をしなければ調査ができない場合　　※ 例２） 土地の筆界が全く分からない場合など

Ⅴ． 確認された境界には境界標（杭やプレート）を設置します。測量が完了するまでは故意に杭

　　を抜いたり、プレートを取ったりしないでください。 

Ⅵ． 隣接土地所有者双方の筆界の合意 （確認） が得られない場合、 止むを得ず筆界未定として

　　査を終了いたします。 

　　※筆界未定とは、 地籍調査が行われた際に筆界 （境界） を確認できなかったため、 筆界が

　　　未確定のまま処理することです。 

　　　この場合、 筆界未定として処理した土地の土地登記簿は従来のままで変更されません。 

　　　しかし、 地籍図には境界線のない状態で表示され、 分筆・合筆や農地転用などの行為が

　　　制限されることとなります。

のお知らせ !! （その５）地籍調査
管財課（地籍係）（海南庁舎）　　　0884-73-4169

～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！

９月中旬～12 月中旬に実施する予定です。対象者の皆様にはご案内をいたします。

（今年度の調査対象地区は宍喰浦字那佐、浅川鯖瀬地区の一部です。）

★現地調査

１０

１1 １2

10+11+12

( 境界が確定した場合 )

( 境界未定となった場合 )

【お問い合せ先】よんでんネットワークコールセンター　　0120-410-199
　　　　　　　  電話受付時間：平日 ( 月～金 )　8:40 ～ 17:20
　　　　　　　 （祝日・年末年始 (12 月 29 日～ 1 月 3 日 ) を除く）
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四国の右下
ローカルアンバサダーの募集！

（一社）四国右下観光局　　　0884-70-5880（一社）四国右下観光局　　　0884-70-5880
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町立海南病院　　　0884-73-1355

海南病院だより

　７月３０日（木）、海南病院では大規模災害を
想定した防災訓練を実施し、エアーテント組立訓
練を行いました。
　発電機を利用したブロアーで空気を注入し、約
１５分でテントは完成しました。
　今後も災害拠点病院として、住民の安心・安全
を守るため、来たるべき災害に備え、訓練を重ね
ていきます。

　７月２１日（火）より神野地区への巡回診療を開始しました。
　毎月１回、医師・看護師・リハビリスタッフ等海南病院職員が訪れ、診察・問診・相談・運
動等を行います。　　　　　　　　　　　
　継続することで地域の方々の健康維持・疾患の早期発見・重症化を防ぎたいと考えています。

防災訓練

神野地区への
海南病院巡回診療の開始

エアーテント組み立て訓練開始

海南病院職員より説明を受ける住民

エアーテントの完成

職員による相談と簡単なストレッチ

１５分後
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○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）

日程　①  9/10 ( 木 )　はじめてのヨガ
　　　② 10/ 9 ( 金 )　骨盤ケアエクササイズ
　　　③ 11/16 ( 月 )　ストレッチ＆ボール
　　　④ 12/ 4 ( 金 )　美ＢＯＤＹエクササイズ
　　　⑤  1/13 ( 水 )　心と体すっきりヨガ
時間　１０：３０～１１：３０　（６０分間）
場所　海部公民館４階　①のみ元気ひろば
定員　各１０名
講師　田中　亜弥
持物　飲物

日程　①  9/24 ( 木 )
　　　② 10/20 (火 )
　　　③ 11/15 ( 日 )
　　　④ 12/10 ( 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

お申し込みについて

日　程 :　 10/8・22　11/12・26　12/10　第 2・4（木）　１９：００～２０：００　
場　所：　Ｂ＆Ｇ海南海洋センター
参加費：　3,000 円（5 回分）＊プール１回入場料 500 円含む
定　員：　２０名 ( 先着順 )　＊最低遂行人数１０名
講　師：　靍　真美（健康運動指導士）

１０／１

スタート

　＊＊＊＊＊ 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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　海部高校では，毎年海陽町の支援を受けて，開校記念日に「夢を育む講演会」を開いています。今年

は，「下町ロケット」（原作：池井戸潤）の主人公と重なる，植松努先生（株式会社植松電機社長）に，「思

うは招く～夢があればなんでもできる～」と題した講演をしていただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　「『どうせ無理』を『だったらこう

　　　　　　　　　　　　　　　してみたら？』に変えて人の可能性

　　　　　　　　　　　　　　　を奪わない社会を目指しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　『どうせ無理』という言葉は，人の

　　　　　　　　　　　　　　　可能性を奪います。興味を持たなく

　　　　　　　　　　　　　　　なり，やる前に諦め，考えなくなっ

　　　　　　　　　　　　　　　てしまいます。『だったらこうしてみ

　　　　　　　　　　　　　　　たら？』という言葉は，人の可能性

　　　　　　　　　　　　　　　を広げます。やったことがないこと

　　　　　　　　　　　　　　　に挑戦し，諦めず，より良く求める

　　　　　　　　　　　　　　　ようになります。植松電機は，宇宙

　　　　　　　　　　　　　　　開発に挑戦することを通して，子供

　　　　　　　　　　　　　　　たちに夢を持つ勇気と自信を持って

　　　　　　　　　　　　　　　もらい，人の可能性が奪わず，より

　　　　　　　　　　　　　　　良い社会を目指します。」

【徳島県総体の代替大会などの結果について】

　新型コロナウイルス感染症の影響により，中止や代替大会の開催等に変更になった部活動の大会が開催さ

れました。すべての競技が無観客試合となり，競技によってはいくつかのグループに分かれてその中で順位

を決めるなど，開催方法にも様々な工夫がなされた中での開催となりました。中には，代替大会さえも開催

もできないままの競技もたくさんあります。

　そんな状況の中ではありますが，海部高校の生徒たちは，植松先生のお話の様に，「夢」を諦めず，希望を持っ

て，毎日の高校生活を精一杯充実させています。

　これからも，変わらぬご声援を，よろしくお願いします。

『だったら こうしてみたら？』

植松努先生（株式会社植松電機社長）

宇宙開発挑戦について…

思うは招く～夢があればなんでもできる～
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海陽町立博物館　　　0884-73-4080

のお知らせ10月の 博物館町民ギャラリー開催

展示期間：10/2（金）～ 10/31（土）

『折り紙展』◇徳島市 佐藤淑
と し こ

子さん

　今月は、徳島市川内町の折紙作家 佐藤淑
と し こ

子さん 作品展です。

折り紙はとても幅広く、懐かしいもの、ちょっと変わったもの、

複雑なもの、簡単なもの、遊べるものなどいろいろあります。

　昔なつかしの折り紙を思い出し、あの頃よりもちょっぴり

複雑で難しい作品を作ってみませんか。大人の折り紙ははじ

めてみると意外とハマってしまうらしいです。

　紙の持つたくさんの可能性を、ぜひご覧ください。

【連絡先】阿南市男女共同参画室分室　　　0884-22-0361

9 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：予約時にお伝えします。

 相談日
  １日 ( 火 ) 13:00 ～ 17:00
  ８日 ( 火 ) 13:00 ～ 17:00
 １１日 ( 金 ) 13:00 ～16:00

１５日 ( 火 ) 13:00 ～ 17:00
２５日 ( 金 ) 13:00 ～16:00
２９日 ( 火 ) 13:00 ～17:00

　９月は、ししくい絵画グループの『水彩画展』２日 ( 水 ) ～ 30 日 ( 水 ) を開催しています。

以後『手芸』展などを予定しています。

※町民ギャラリーの

　観覧は、無料です。
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ひだまり
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