
　海陽幼稚園、
　海南保育所で

「おまつりランド」
 が開催されたよ！

※例年、大里八幡神社の秋祭りを経験して
　からの「おまつりランド」開催でしたが、
　今年は秋祭りが中止となり、またコロナ
　対策で、保護者の方も来園できない中で
　の開催となりました。
　しかし、子供たちは元気いっぱい！
　みんなで、秋のたのしいイベントになり
　ました！
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～コロナ関連～

商工観光課　（宍喰庁舎）　　0884-76-1513

コロナ対策ＧｏＴｏ関連事業

１．GoToトラベル
　・旅行業者経由等で国内旅行を対象に旅行代金の 35％を割引＋旅行代金の15％の地域共通クーポンを付与
　・連泊制限や利用回数の制限なし。期間は 2021 年1月 31日まで。

　　<１人１泊 20,000 円の場合 >
　　　支払額13,000 円（割引7,000 円）　　+　　地域共通クーポン 3,000 円

２．GoTo Eat
　①食事券（徳島県プレミアム付食事券）
　　・地域の飲食店で使える食事券（8,000 円で10,000 円の食事券）。購入は1人２セットまで。
　　・販売は 2021 年１月末まで、有効期限は３月15 日まで
　②オンライン飲食予約
　　・オンライン飲食予約サイトを経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に使用
　　　できるポイントを付与
　　・昼食時間帯は 500 ポイント、夕食時間帯（15：00 ～）は1,000 ポイント
　　・ポイント付与は 2021 年１月末まで、利用は３月末まで

３．GoTo 商店街事業（新規）     　　  【お問合せ先】 海陽町商工会　℡ 0884-73-0350

　海陽町商工会実施事業
　　１．商店スタンプラリー
　　　　海陽町内の商店を廻りスタンプを商店主の似顔絵と店名入りのスタンプ帳に押すスタンプラリーの開催。
　　２．郷土料理教室の開催
　　　　実施期間（予定）   12 月中旬～１月

４．とくしまプレミアム交通券（新規）  【お問合せ先】 とくしまプレミアム交通券事務局 ℡ 0120-981406

　徳島県の交通機関で使えるプレミアム付き交通券
　　２,５００円で、１セット（１,０００円×５枚）５,０００円分購入できます。
　　お一人様４セットまで購入可能！
　　利用期間（販売期間）    令和２年１１月２５日から令和３年２月２８日まで
　　※購入は、事前申込み制となります。応募者多数の場合は、抽選となります。
　　　詳しくは、「とくしまプレミアム交通券事務所」HP をご覧ください。

５．徳島県民限定　とくしま応援割（継続）
　県内宿泊施設　宿泊費　最大５,０００円補助
　　令和 2 年12 月から３ヶ月間　２万泊分を予定
　　※ GoToトラベルキャンペーンとの併用不可
　　　利用可能宿泊施設等、詳細は徳島県観光協会 HP「阿波ナビ」で、ご確認ください。

６．海陽町満喫キャンページ事業（新規）     【お問合せ先】 　海陽町観光協会　℡ 0884-76-3050

　　海陽町内の観光施設、アクティビティ体験施設等を利用された方及び阿佐海岸鉄道等で「四国右下５５フリー
　切符」企画切符等を購入された方に町内で利用できる飲食券（５００円券２枚 ※お釣りなし）を配布します。
　　配布場所  １．取り扱い事業所として登録された、観光施設、アクティビティ体験施設等
　　　　　　　　※但し、施設利用料等が1,000 円以上の観光施設、アクティビティ体験施設が対象。
　　　　　　 ２．「四国右下５５フリー切符」を販売している、ＪＲ四国、阿佐海岸鉄道、土佐くろしお鉄道
　　飲食券利用可能店舗   海陽町内の飲食店で、取扱店舗として登録された店舗（詳しくは、海陽町観光協会                
　　　　　　　　　　　　 HP をご覧ください。）
　　有効期間 　　　　　  令和 3 年 2 月 28 日まで（期間後は無効）

※新型コロナウイルス感染症拡大状況や災害発生等により
　制度の休止やサービスを利用できなくなることがあります。

※詳しくは、海陽町観光協会のホームページをご覧ください。
　https://www.kaiyo-kankou.jp/
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～コロナ関連～

海陽町イベントお知らせ  行事中止について
今年は新型コロナウイルスの影響により、次のイベント・行事が中止になります。

海陽町元気になる「和」とれとれ市 → 中止
【お問合せ先】海陽町農林水産課（宍喰庁舎）     　0884-76-1511

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 4 年 4 月 2 日から平成 14 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 10,000 円相当

申込期限：令和 3 年 1 月 31 日（日）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 により申し込んで下さい。
　　　　　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。
　　　　　ふるさと便は、申し込み後順次発送します。
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。

町外にお住まいの学生の皆様に、
特産品を詰め込んだ

『特産たくさんふるさと便』をお送りします。

【お問合せ先】商工観光課（宍喰庁舎）　　　0884-76-1513

on the web 【オンラインマラソン】要項 42.195km

第13 回 徳島 ･ 海陽 究極の清流

海部川風流マラソン

申込期間が決定！

◆申込期間 令和３年1月11日(月) まで
◆種目…マラソン（42.195km）

◆距離計測方法…TATTA アプリによる GPS 計測

◆開催期間…令和 3 年 2 月1日( 月) 13：00 ～令和 3 年 2 月21日(日) 23：59

◆申し込み…インターネットのみ！

　　　　　　　　　　    詳細は　　　　　　　　　　　　　　　　　　で検索してください。

みなさまのご参加を
お待ちしております。

海部川風流マラソン

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　0884-73-1246　FAX.0884-73-3833

     申請は

 お済みですか？

海陽町特産 たくさんふるさと便
海陽町独自事業
学生生活応援！

ランナー

募集中！
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～コロナ関連～

海陽町 インフルエンザ予防接種の助成期限 について
【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4313

　コロナ禍において、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時流行する懸念があり、
積極的な接種を推進しているところです。
　今年度の予防接種の助成期限が近づいています。
　助成期限を過ぎますと、助成が受けられず、全額自費となってしまいますので、
接種を希望される方は期限内に接種されますようご注意ください。

【 助成期限 】

　①高齢者（65 歳以上の方等）… 令和 3 年1月15 日まで
　②その他の助成（非課税世帯等・妊婦・18 歳未満の方）… 令和 3 年1月末まで
　※②の助成については、軽減証明（海陽町内のみ有効）が必用です。

　＊予防接種費用の助成内容・方法について詳細は、９月のちらし10 月・11月の広報のとおりです。

　　《予診票・軽減証明・還付申請窓口》　・ 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（℡ 73-4313）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接種の際は、必ず事前に医療機関に電話にて予約をお願いします。

【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4313

発熱症状 がある方の「相談・受診」の方法 が変わりました

　新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合には、医療機関を受診する際に「帰国者・接触者相談セ

ンター」に相談するようになっていましたが、令和 2 年11月 9 日以降は、まず身近な「かかりつけ医」に電話相

談し、受診や検査の指示を受ける体制に変わっています。

　なお、各保健所に設置していた「帰国者・接触者相談センター」は「受診・相談センター」に名称が変更とな

りました。

　「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合は、各保健所に設置している「受診・相談センター」

にお電話いただければ、当センターから受診可能な「診療・検査協力医療機関」をご案内します。

発熱等の風邪症状で医療機関にかかる場合は、
まず身近な「かかりつけ医」に電話相談をお願いします。

【染症・疾病対策室の電話相談窓口】
　TEL.0120-109-410（フリーダイヤル）
　受付時間： 24 時間
　※聴覚に障がいのある方など、

　　電話でのご相談が難しい方は、

　　FAXをご利用ください。

　　FAX.088-621-2841

　　受付時間：8:30 ～17:00（土日・祝日除く）

【受診・相談センター（美波保健所）】
　TEL.0884-74-7373
　※平日夜間、土日祝日は、音声ガイダンスで

　　ご案内いたします。

　　　　詳しくは、
海部庁舎　福祉人権課まで
　　お問い合わせ下さい
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2020ベストドクターズ社 認定医師

海南病院内科 日 浅 芳 一

　平成 27 年の厚労省研究班の調査では、脳卒中などの病気なども含めた入浴中の死亡数は１万９千人以
上と推計されています。その中でも毎年約５千人が浴槽の中で“おぼれ死”（溺死）しています。そのう
ち 90％以上が 65 歳以上の高齢者です。とくに冬季の入浴中に頻発しています。原因については、まず
浴槽の中で体が温まると血管が拡がり血圧が下がりやすい状況が生まれます。急に立ち上がることによ
り血圧は急激に下がり、“脳貧血”を生じ、意識がなくなり、顔が湯の中に没し溺死します。寒い浴室で、
熱いお湯に首まで浸かり、長時間入浴することは最も危険なことです。
消費者庁では安全に入浴するために次の５点の注意を呼びかけています。

　　（１）入浴前に脱衣所や浴室を温める
　　（２）湯温は 41 度以下、湯につかる時間は 10 分までを目安とする
　　（３）浴槽から急に立ち上がらない
　　（４）アルコールが抜けるまで、また食後すぐの入浴は控える
　　（５）入浴前に同居者に一声かけ、いつもより入浴時間が長いときは見回ってもらう
　　　　 とくに今までに入浴中にフラーとする軽いめまいの経験がある方は要注意です。

健康に関する情報は氾濫していますが

正確で役立つものは案外少ないものです。

数回にわたり知っておいて欲しい健康のミニ知識を連載します。

冬のお風呂で“おぼれ死”を避けるために
海南病院健康ミニコラム【その３】

【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 からのお知らせ

◆冬の感染症が多い理由
　① 冬の乾燥と低い気温はウイルスが好む環境であり、感染力が強まることがあげられます。

　② 冬の寒さで体温が下がると免疫力が低下してしまうことです。

　　 又、乾燥していると喉や鼻の粘膜が乾燥し、感染に対する防御反応が弱まってしまいます。

◆ウイルスの感染経路
　【飛沫感染】　感染した人の咳やくしゃみのしぶきに含まれるウイルスを吸い込んでしまうことを飛沫感染
　　　　　　　　といいます。

　【接触感染】　ウイルスのついた人の手を触る、ウイルスのついた手で触ったドアノブを触る、など皮膚
　　　　　　　　やモノを介して感染してしまうことです。

◆ウイルスの感染を広げないためには
　　　　　　① マスク着用で咳エチケットを心がけましょう。

　　　　　　　 咳をするときにはマスク等で口と鼻を押さえ他の人にうつさないようにしましょう。

　　　　　　② しっかり手洗いをしましょう。

　　　　　　　 手洗いのタイミング　・公共の場から帰った時　・咳やくしゃみ、鼻をかんだ後

                　　 　　　             　 ・食事前後　 ・病気の人をケアした時

冬の感染症について

　海南病院では、発熱等の風邪症状のある患者さんへは、次のことをお願いしております。

① 来院前に必ず ＴＥＬ.０８８４-７３-１３５５ にお電話下さい。
② 自動車で来院された方は車中での診察となり、自動車以外で来院された方は、院外
　 別室での診察となります。                   ご理解・ご協力お願いいたします。　　

発熱等 風邪症状のある受診者の皆様へお願い
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マイナンバーカード休日相談会のお知らせ
【お問合せ先】住民環境課（海南庁舎）　　　0884-73-4152

マイナンバーカード申請、マイナポイント申込のお手伝い等、相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

☆今月の休日相談会は　と　き：12 月６日（日）午前９時から午後５時まで

　                               ところ：海陽町役場　海南庁舎　
　※休日相談は海南庁舎のみの開催です
　※平日の相談は、海南 ･ 海部 ･ 宍喰いずれの庁舎でもお受けできます。 午前 8 時 30 分～午後５時まで

○マイナンバーカード申請のお手伝い
　持ち物：通知カード（ない方はお申出ください。）、本人確認書類・印鑑
　　　　　顔写真（3.5 ㎝× 4.5 ㎝）   ※ 役場でも撮影できます。材料費に 100 円いただいています。

○マイナポイント申込のお手伝い
　持ち物：マイナンバーカード、希望するキャッシュレス決済サービスのカードなど
　　　　　例：【カード】楽天 Edy・WAON など　【アプリ】PayPay・ｄ払い・楽天 Pay など

○マイナンバーカード交付や更新手続き
　持ち物は、ご本人様宛の通知に記載してありますので、ご準備ください。
　※ご不明な点は、事前に住民環境課（℡ .0884-73-4152）までお問い合わせください。

海陽町版プレミアムポイント事業 始まってます！令和 3 年 2 月 28 日まで

海陽町では、マイナンバーカードのお得な事業が始まっています。

マイナンバーカードの交付時にお渡しします。
カードは申請から、１ヶ月程度で届きます。１月末までの申請がおすすめです。

キャッシュレス決済サービスを利用した海陽町内でのお買い物に対し、その金額の 20％（上限 2,000 円分）
のポイントを付与します。
国、県の事業を合わせると最大で 10,000 円分のマイナポイントがもらえます。

海陽マイナクーポン券プレゼント中！ 令和 3 年 2 月 26 日まで

年末年始 のお知らせ
【お問合せ先】住民環境課（海南庁舎）　　　0884-73-4152

◆各種手続き・証明書の発行等
　年末年始 （１２月２９日（火）から令和３年１月３日（日））までは各種手続きや証明書等の発行ができませんので、
ご注意ください。休み期間中に証明書が必要な方は、１２月２８日（月）までに申請等を行ってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  ※ 火葬場業務（那佐火葬場・宍喰火葬場）の休業…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　令和３年１月１日と２日の午前中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※マイナンバーカードに関する手続きはできません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請・更新・交付・ポイント相談）

◆ごみの収集
　年末年始のごみの収集は、「ごみ収集カレンダー」のとおりです。お配りしてあるカレンダーをご確認ください。
　気持ちよく年末年始を過ごすためにも、ごみの分別や、ゴミ出しの日・時間等、ルールを守りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※年末最終の収集は、30 日（水）町内全域の可燃ごみ収集日となっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※年始は、令和３年１月４日（月）可燃ごみ収集からのスタートです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川上地区は１月６日（水）可燃ごみからスタートです。）

◆し尿のくみ取りについて
　年末のし尿処理の受付は、次のとおりです。期限を過ぎると年内のくみ取りができません。申込はお早めにお願いします。

　　・浅川地区　申込期限…12 月18 日 ( 金 )　　申込先… 浅川出張所　℡．73-1001
　　・川東地区　　　〃  …12 月18 日 ( 金 )　　   〃  … 住民環境課　℡．73-4152
　　・川上地区　　　〃  …12 月11日 ( 金 )　　   〃  … 川上出張所　℡．75-2001
　　・海部地区　　　〃  …12 月15 日 ( 火 )　　   〃  … 福祉人権課　℡．73-4313
　　・宍喰地区　　　〃  …12 月18 日 ( 金 )　　   〃  … 商工観光課　℡．76-1513

戸　籍 出生・死亡・婚姻・離婚等の届出の受付のみ

住民票
印　鑑

×

×
×

年　金

○

×
×

×

証明書の発行 登録・届出 備　考

１２月

１月

２８日（月）２９日（火）３０日（水）３１日（木）

１日（金）２日（土）３日（日）４日（月）

可燃ごみ 休み 可燃ごみ 休み

休み 休み 休み 可燃ごみ
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令和元年度は、1,180 名の
方に受診していただきました。

令和元年度特定健診受診率 63.3%

【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

【お問合せ先】地域包括ケア推進課（海部庁舎）　　　0884-73-4312

国保からのお知らせ

ＧＰＳ徘徊探知システムの貸し出しについて

2年連続 県内第１位

特定健診受診券の有効期限は、11月30日まででしたが、令和3年2月28日(日)に集団健診を予定しています。
期間内に受診を逃した方は、ぜひ受診してください。詳しくは、１月の広報をご覧ください。
医療機関での受診を希望される方は、福祉人権課までお問い合わせください。

 １２月 2 日（水）海部公民館４階／１２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
 【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！
このぼりが
目印です→

12月の マイトレ運動教室のお知らせ

令和元年度地区別受診率です。全ての地区で受診率は向上しています。
今後とも、皆様のご協力をお願いいたします！！

　認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して、外出中に居場所が分か

らなくなる恐れのある認知症の方に、GPS 徘徊探知システムの貸出を行っています。

　貸出を希望される方は、お問い合わせください。

【対 象 者】　外出中に居場所が分からなくなる恐れのある認知症の方

【利用料金】　基本料金　月 500 円　（位置情報検索は月２回まで無料）

【利用方法】　「手のひら」サイズの GPS を外出中に携帯してもらい、行方が分からなくなった

　　　　　　時に、ご家族がスマートフォン等で位置情報を検索し、居場所を確認できます。
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　海陽町では、令和３年４月小・中学校入学予定者に、就学援助費のうち「新入学児童生徒学

用品費」を入学前の３月に「新入学児童生徒準備費」として支給します。

以下の条件にすべて該当する方

小学校新１年生   １．海陽町内に住所を有し、海陽町内の小学校に入学予定の児童の保護者
　　　　　　　        ２．期限内に「新入学児童生徒準備費受給申請書」を提出された方

　　　　　　　        ３．「令和２年度就学援助制度」の認定基準で「準要保護」の基準に該当

　　　　　　　　　　　  する方…＊注１

　　　　　　　　     ＊注１　対象となる世帯

　　　　　　　　　  　（１）生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯

　　　　　　　　　  　（２）町民税が非課税となった世帯

　　　　　　　　　  　（３）児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯 ( 一部支

                                         給者は除く )

　　　　　　　 　　　 （４）保護者の職業が不安定であることなどにより、生活保護に準ずる

　　　　　　　　　　　　　程度に経済的に困難な世帯

　　　　　　　　　　  （５）その他教育委員会が援助が必要であると認める世帯

中学校新１年生　１．令和３年２月１日現在、「令和２年度就学援助制度」で「準要保護」の
　　　　　　　　　　　 認定を受けている方

　　・援助費目…新入学児童生徒準備費

　　・支給日…入学前の３月

   　・支給方法…申請保護者の口座へ振込

　 

☆小学校入学予定者の保護者の方☆
　　受給を希望される方は、「新入学児童生徒準備費受給申請書」、「同意書」に記入の上、同一

　生計世帯全員の所得のわかるもの（児童生徒を除く）を添えて令和２年 12 月 28 日（月）まで

　に教育委員会へ提出してください。

　※「新入学児童生徒準備費受給申請書」・ 「同意書」の用紙は、教育委員会にあります。

☆中学校入学予定者の保護者の方☆
　　「令和２年度就学援助制度」において「準要保護」の認定を受けている方に

　ついては、「新入学児童生徒準備費」のための申請を別途行う必要はありません。

○新入学児童生徒準備費の支給を受けた場合でも、令和３年度就学援助制度を希望する場合

　には別途申請していただく必要があります。

○新入学児童生徒準備費の支給を受けた方は、入学後の令和３年度就学援助制度の新入学児童

　生徒学用品費は対象となりません。

○新入学児童生徒準備費を申請しなかった場合でも、令和３年度就学援助制度で認定をされた方には、

　入学後５月中旬に新入学児童生徒学用品費を支給します。

◆支給の対象となる方

◆支給の内容

◆申請方法

◆注意事項

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　　0884-73-1246

新入学児童生徒準備費の入学前支給 について
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日本年金機構 からのお知らせ

令和２年度 海陽町職員採用試験（第２回）の案内について

【お問合せ先】住民環境課（海南庁舎）　　　0884-73-4152

【お問合せ先】総務課（海南庁舎）　　　0884-73-4151

　　　　　　   URL https://www.town.kaiyo.lg.jp

　介護施設への入所等で、住民票上の住所以外に居住する場合、日本年金機構に居所登録

（＊）を行えば、異なる住所で年金に関するお知らせを受け取ることができます。

　たとえば、住民票上の住所に誰も居住する方がいなくなってしまう場合などに、ご希望

であれば、通知書等を実際のお住まい先で受け取ることができます。

　＊居所登録とは…日本年金機構に住民票の住所以外に通知書等の送付を希望する旨を届け出ること。

【居所登録の対象者（例）】　 ○介護施設や医療機関に長期間入所・入院されている方
　　　　　　　　　　　　   ○ご親族の家等に一時的に居住されている方など

【届出先】　○お近くの年金事務所 
　　　　　○海陽町役場　各庁舎
　　　　　 　※居所登録をされた後、再度通知書等の送付先を変更するときは、
　　　　　 　　原則として年金事務所への届出をお願いします。
　　　　　 （例）　・介護施設や医療施設等を退所・退院して住民票登録地への送付を希望するとき
　　　　　 　　　・居所登録をした通知先が変更になったとき

【お問合せ先】　ねんきんダイヤル：TEL. 0570-05-1165 ／徳島南年金事務所：TEL. 088-652-1511

住民票上の住所以外にお住まいの方へ

　令和２年度海陽町職員採用試験（第 2 回）を次のとおり実施しますので、受験希望の方は期限までに
お申し込みください。試験申込書は、役場総務課でお渡しします。また海陽町ホームページからダウン
ロードできます。

◆募集職種・採用予定人員・年齢及び資格要件

　　　※　採用予定人員は変更になる場合があります。

◆試験日時・会場　【第 1 次試験】   と　き：令和３年１月 16 日（土）
    　　　　　　　  　　　　　　　ところ：海陽町役場海南庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　内　容：一般教養試験、適性検査
　　　　　　　　　【第２次試験】　と　き：令和３年２月予定（詳細は第1 次試験合格者に通知します。）
　　　　　　　　　　　　　　　　ところ：海陽町役場海南庁舎　　
　　　　　　　　　　　　　　　　内　容：作文試験・個別面接
◆申込受付期間　　令和２年 11 月 25 日（水）～令和２年 12 月 18 日（金）

◆申込み方法　　・持参による申込　受付期間内の午前８時 30 分から午後５時 15 分までに海陽町役場
　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、土・日・祝日は除く
　　　　　　　　・郵便による申込　封筒の表に「試験申込（試験区分○○○○）」と朱書し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　「一般書留郵便」により海陽町役場総務課宛に送付してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は、締め切り日までの消印のあるものに限り受付け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。
◆その他　詳しい試験案内については、海陽町ホームページに掲載していますのでそちらを見ていただ
　　　　　くか、役場総務課までお問い合わせください。

募集職種 採用予定人員 年齢及び資格要件

看護士 若干名
昭和 36 年 4 月2 日以降に生まれた者（令和 3 年 4 月1日現在
の年齢が 59 歳以下の者）で、看護師の免許を有する者又は、
令和 3 年春の国家試験により当該免許を取得する見込みの者
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海陽町ふるさと納税
【お問合せ先】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

■感謝の気持ちをこめて

■ふるさと納税とは？

■提供事業者の要件

■お礼品の要件

■お礼品提供のメリット

■募集期間

　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。

　　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。）

　　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。

　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。

　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

　　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。

　　・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。

　　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
　お礼品
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WAKAISHI  CAFE'

◆日　時：2020年12月18日(金)　19:15 ～ 20:30 (19:00 受付）

◆会　場：コワーキングセンター城山荘 ( 海陽町大里字北山下４- １)

◆駐車場：旧海部中学校 ( 当日会場には駐車できません )

◆参加費：￥500（お菓子代込み )

◆対象者：18 歳 ( 高校生除く ) ～ 30 代くらい

◆定　員：なし・予約不要

〔コロナウイルス感染予防対策にご協力下さい〕
※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。

１．営業等、農業、漁業、不動産、雑、一時などの所得がある方
２．給与所得者で次のような方
　　　①給与支払報告書が勤務先から役場に提出されない方
　　　②年末調整をした給与以外に、給与収入や営業等、農業、漁業、不動産、一時、雑などの収入があった方
　　　③令和 2 年中に就退職などにより年末調整していない方
3．各種控除の申告が必要な方
　　　扶養控除、障害者控除、ひとり親・寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など
　　　控除の申告は毎年必要ですので、お忘れのないよう申告してください。
４．非課税収入（遺族年金、障害年金や雇用保険など）のみの方
５．扶養されている方（海陽町以外に居住している方に扶養されている場合も含む）
６．無収入の方（失業中、学生など）

　・印鑑　　・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード　　・本人確認書類
　・令和 2 年中の収入を明らかにできるもの（帳簿、源泉徴収票など）
　・国民年金、地震保険等の控除証明書　　・障害者手帳等
　・医療費（領収書は人ごと、病院ごとに整理しておいてください）
　・その他控除に必要な書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 新型コロナウイルス感染防止に配慮し実施いたします。

令和３年度（２年分）納税相談 ( 確定申告 ) について

【お問合せ先】税務課（海南庁舎）　　　0884-73-4153

◆申告が必要な方

◆申告に必要なもの
　  納税相談の
日程等については、
　広報１月号にて
　お知らせします。

＊申告が必要な方は、必要書類の確認・準備をはじめましょう＊

海陽の「わかいし ( 若者 )」たちが、毎月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。
コロナ禍で、休んでいましたが、久しぶりのイベント再開です！ 第 26 回はお菓子を食べながらみんなで
楽しくおしゃべりやゲームを楽しみましょう。皆様、どうぞお気軽にお越しください！

WAKAISHI  CAFE とは…
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徳島市から参加をした（左から）久
く わ か ず し げ

和一成さん（65）、

片
かたやまかい

山海君（小 2）、片
かたやまそら

山空君（小 4）、片
かたやまひろし

山浩（42）さん家族▼

ふるるん

【お問合せ先】阿佐海岸鉄道株式会社
      　　　　 0884-76-3701

11 月1 日（日）に、
今月末で運行が終了する
現行ディーゼル車両、

「しおかぜ」と「たかちほ」の
「阿佐鉄さよなら列車満喫ツアー」
が開催されたよ！

　　　　　　　臨時列車で宍喰駅を出発

　　　　　　した「しおかぜ」は、景色を

　　　　　　楽しむことができるように、

　　　　　　　一部区間で、速度を落として

　　　　　　　走ったほか、太平洋を望むこ

とができる絶景ポイントでは、一時停車

をして、車内では、参加者が楽しそうにシャッ

ターを切っていました。

　抽選で当選をした、鉄道ファンや親子 32 名が、
「しおかぜ」の洗車体験や、「たかちほ」へ
メッセージを書いて、車両内へ掲示をするなど、
引退車両への別れを惜しんでいました。　　

　また、令和２年度、世界に先駆けて運行予定の、
DMV（デュアル ･ モード ･ ビークル）のモードチェンジ
見学では、県内外から参加した鉄道ファンが、
熱心にシャッターを切る光景がみられ、参加者全員で

「さよなら列車満喫ツアー」を満喫した１日となりました。

　徳島市内から家族で参加をした、片
かたやま

山　空
そら

 君（小 4）は
「ポイント（分岐点）を近くで見ることができたので、
楽しかった。」と嬉しそうに話していました。

「阿佐鉄さ
よなら列車満喫ツアー」

が開催されました！

ＤＭＶのモードチェンジ
を撮影する鉄道ファン

さよなら記念グッズを

買い求める鉄道ファン

　発売された
「さよならグッズ」

熱心にシャッターを

切る家族連れ
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【お問合せ先】危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163

 海陽町 避難所開設運営訓練

　コロナ禍における、避難所開設運営訓練を行います。どなたでも参加でき
ますので、ぜひご来場ください。

【日時】12 月 20 日 ( 日)
　 　午前10：00 ～12：00

【場所】まぜのおか体育館
【内容】・避難所体験  ・地震体験
       ・パネル展示   ・自衛隊装備品展示
       （変更する場合もあります。）

　　　　　　　　　　　　　　　マスク着用のうえ、お越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　受付で体温を測定します。
　　　　　　　　　　　　　　　ご協力お願いします。
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

松
まつ

  井
い

  里
さと

  実
み

  さん   旧海部町出身（大阪府在住）　

　「海陽町関西ふるさと会」は、ふるさとを離れ関西地域で

暮らす海陽町出身者の交流と、親睦を図り、ふるさと海陽町

の郷土愛を育み、連携し、お互いの経済、文化の発展を推進

することを目的として活動しております。会員は随時募集し

ておりますので、関西地域にお住いの知人、友人、親族など、

興味をお持ちの方がおられましたら下記までご紹介ください。

海陽町関西ふるさと会 入会のご案内！

【お問合せ・申し込み先】
　〒 775-0295  徳島県海部郡海陽町大里字上中須 128 番地

　海陽町関西ふるさと会事務局（海陽町役場まち・みらい課内）
　TEL. 0884-73-4156　 FAX. 0884-73-3097
　URL　https://www.town.kaiyo.lg.jp/furusatokai/
　電子申請　https://s-kantan.com/town-kaiyo-u/

お申し込みはこちらまで→

秋のイベント

        年会費 2,000 円
※交流会等には別途参加費が必要です。

　ふるさとトークは、2 年前に 1 度投稿させて

いただき、今回で 2 度目になります。

　今年は、予想もしなかったコロナ禍により日

常生活、経済も脅かされる状況になりました。

　そんな状況の中、外出も自由にできない環境

で家の中に閉じこもっていては体も心も病んで

しまうと思い、5 月からウォーキングを始めま

した。

　毎朝、目的地（公園）まで歩いて行き、公園

内を 5 ～ 6 周（約 5 ㎞）歩いています。その公

園で、朝 6 時 30 分からラジオ体操を行ってい

るので参加するようになり、ウォーキングの後

ラジオ体操第１、第２をしっかりやっています。

　ラジオ体操で思い出すのは、小学生の頃、夏

休みに早起きして運動場のよのみの木の前でみんなと一緒にやって出席カードに判を押してもらうのが

嬉しく、休まず続けたことです。ラジオ体操は、全身を効率よく動かせるので理にかなった運動だと思

います。

　日頃のウォーキングの成果を試すために、11 月３日に行われた生駒山麓ウォーク（10.5 ｋｍコース）

にも挑戦しました。

　「継続は力なり」を実現できるように、これからも生涯健脚を目標に続けていきたいと思います。海

陽町の皆様も健康づくりのために何か始めてみてはいかがでしょうか。

　皆様のご健康をお祈りいたします。

よのみの木
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　携帯電話からの 119 番通報は海部郡内では、牟岐出張所で受信し、場所と災害種別を聞き、管轄所内
へ電話を転送します。
　携帯電話で通報すると、電波の特性から、隣接地域の消防署（阿南市・高知県室戸市消防署等）へつ
ながることがありますが、電話を転送することになります。
　また、電波の状態が悪い場合には、声が聞こえにくいなど、話ができないときがありますので、次の
ことをお願いします。

　・一番に、市町村名から場所を伝えてください。

　・通話後、消防署から折り返し電話することがありますので電源を切らないで下さい。
　・通りがかりなどで住所がわからない場合は、最寄の目標物を詳しく伝えてください。
　　（近所の人に尋ねてください。）
　携帯電話からの119 番を受ける通信員は、最初に「場所」がわかるまで通報者に聞くことになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、管轄の署所等へ転送する場合、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転送中の時間が長く感じることがありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すが、電話を切らないでお待ちください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話が切れた場合は、もう一度 119 番し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てください。

【お問合せ先】危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163

携帯電話 からの119番通報 について

 海陽町
○○○○○！

携帯電話からの通報は市町村名からはっきりと！

浄化槽 の維持管理は「一括契約」をご利用ください

【お問合せ先】上下水道課（海南庁舎）　　　0884-73-4157

　浄化槽を利用する方には「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられていますが、個々に管理す

るのは手間がかかります。

　そこで、維持管理の『一括契約』をご利用ください。海部郡浄化槽一括契約協議会との「一括契約」は、

海部郡に営業所を置く保守点検業者と検査機関が窓口になり、浄化槽の保守点検と法定検査をまとめて

契約するものです。

　個別に依頼するわずらわしさが解消する上に、適正な維持管理をご提供いたしますので、安心して使

い続けることができます。また、協議会では、維持管理費を口座振替でまとめてお支払い

をいただくことで、維持管理費の合計額から「500 円の継続割引」を実施しています。

　なお、業者によっては、「一括契約」を取り扱っておりませんので、詳細は協議会事務

局又ご契約の保守点検業者にお問い合わせください。

　【 お問合せ先 】 　海部郡浄化槽一括契約推進協議会

　　　　　　　　　事務局　徳島県環境技術センター　℡．088-636-1234

自衛官採用試験 のご案内
【お問合せ先】自衛隊阿南地域事務所　　　0884-22-6981
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徳島県の 最低賃金

海南病院だより
お子さまの教育資金を

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫） がサポート！
　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】　お子さま１人あたり350 万円以内
【金　　　利】　年 1.70%　固定金利
　　　　　　　　 ※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得122 万円）以内の方」または
　　　　　　　　　　「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 346 万円）以内の方」は年 1.30%
　　　　　　　　　 （令和２年 10 月 29 日現在）

【ご返済期間】　１５年以内
　　　　　　　　 ※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200 万円（所得122 万円）以内
                          の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 346 万円）以内の方」
                          は 18 年以内

【お使いみち】　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】　( 公財 ) 教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
【お問合せ先】　ＨＰ　　　　　　　　　　　で検索、

　　　　　　　または教育ローンコールセンター 0570-008656（ナビダイヤル）、
　　　　　　　または ℡ .03-5321-8656 までお問合せください。

国の教育ローン

◎徳島県最低賃金

　時間額　796 円
　〔発効日〕令和２年 10 月４日

◎特定最低賃金

　〔発効日〕令和２年 12 月 21 日

造作材・合板・
建築用組立材料製造業

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

875円

928円

888円

産　業　名 時間額

確認しましょう！ 最低賃金

   〈お問合せ先〉
　　徳島労働局労働基準部賃金室
　　　 088-652-9165
　　または、最寄りの労働基準監督署

不当要求対策研修会 を開催しました
【お問合せ先】総務課（海南庁舎）　　　0884-73-4151

研修会の様子

　海陽町役場では、職員を対象に不当要求行為等の対策・対応を目的として、10 月21日に徳島県警察本部組

織犯罪対策課の警察官を講師に招いて、不当要求対策研修会を開催し、約 80 名の職員が受講しました。研修

で学んだことを生かし、今後の公平公正な行政運営に取り組んでまいります。

◆不当要求行為等とは…

　不当要求行為等とは、不当な

　手段により、町の適正な業務

　の遂行に著しい支障、又は職

　員の対応が困難となる状況を

　生じさせる行為をいう。
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鳥インフルエンザについて
　【お問合せ先】 　海陽町農林水産課　　　0884-76-1511（宍喰庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0884-73-4161（海南庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　  E-mail:norinsuisan@kaiyo-town.jp

　11月5 日以降、香川県の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されています。

　鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃厚な接触などの特殊な事例を除いて、鶏肉や鶏卵を食べることなど
により人に感染した事例は報告されていませんので、冷静な行動をお願いいたします。
　日常生活においては、鳥や動物に触った後はよく手を洗うことや、ペットを飼育している方は野鳥と接触させないよ
うに注意し、糞尿を速やかに処理してペットのまわりを清潔にしておくことも重要です。

　死亡野鳥への対応は、環境省が高病原性鳥インフルエンザの発生状況に応じて設定する警戒区域（対応レベル）に
応じています。
　感染リスクが特に高い種や、一度に複数羽の死亡野鳥を見かけた場合、または弱っている野鳥を発見した場合は決
して触れたりせず、次のところまでご連絡ください。
　・海陽町役場農林水産課  （海南庁舎：0884-73-4161、宍喰庁舎：0884-76-1511）
　　　※休日・夜間は役場代表電話  （海南庁舎：0884-73-1234、宍喰庁舎：0884-76-3111）
　・徳島県南部総合県民局　保健福祉環境部  （℡：0884-28-9862）
　・徳島県鳥獣対策・ふるさと創造課  （℡：088-621-2262）
　　　※休日・夜間は県庁衛視室  （℡：088-521-2057）

　　１．ハトより大きな鳥である
　　２．カモ類などの水鳥である
　　３．タカやフクロウ等鳥を補食する鳥（猛きん類）である

　高病原性鳥インフルエンザからペットを守るため、ウイルスの進入を防止しましょう。
　　１．日常の飼育管理の徹底
　　　　毎日、ペットを観察し、飼育小屋やその周辺を清潔にし、消毒液等でウイルスの感染予防をしましょう。
　　２．野鳥と接触させない
　　　　小屋に金網や防護ネット（２㎝角以下）を張り、小動物等が侵入できないよう隙間を防ぎましょう。

　　　　発生状況等の詳細については、次の国及び県のホームページをご覧ください。
　　　　　農林水産省ＨＰ（外部サイト）　https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/
　　　　　環境省ＨＰ（外部サイト）　https:/www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
　　　　　徳島県ＨＰ（外部サイト）
　　　　https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/5041956/

○人への感染について

○死亡野鳥を発見した場合について

○感染リスクの高い種の基本的な特徴

○ペットとして鳥を飼っている皆様へ

令和２年度 コミュニティ助成事業
【お問合せ先】総務課（海南庁舎）　　　0884-73-4151

・海南太鼓

　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、２団体が備品整備を行いました。

　　　　　　　　　地域の各種イベントでの演奏や、海陽中学校の総合学習で生徒に演奏指
　　　　　　　　　導するための和太鼓の修繕と革の張り替え及び桶太鼓を３台購入しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　八幡神社大祭で使用するダンジリの屋根や飾り物の修
　　　　　　　　　　　　　　　　繕及び染幕を新調しました。

　　※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。

・四方原だんじり保存会
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パパとママ 限定講座就学前児童の

子育て応援！ファミサポ共同企画！ 「クラブ発！スポーツによるまちづくり」推進事業

オンラインレッスンのご案内

★美 BODY エクササイズ
　 体を引き締めたり、気持ちよく伸ばしたり！
　 体が喜ぶレッスンです！

　12/4（金）10:30 ～ 11:30

★心と体すっきりヨガ
　 日常からほんの少しココロとカラダを
　 解き放ってみませんか？

　1/13（水）10:30 ～ 11:30

　　講師　田中 亜弥
　　場所　海部公民館４階
　　定員　10 名

★トレーニングジム体験
　 器具の使い方を指導します。初心者歓迎！
　 パパもママもお待ちしています！

　12/10（木）、1/24（日）

　 10:30 ～ 11:30（60 分間）

　　講師　藤井 来夏
　　場所　海部公民館３階 ジム
　　定員　5 名

* お子様預かりご希望の方は、事前にお申し出ください。
　受講料は無料ですが、預かりは別料金となります。

【お問合せ・お申し込み先】  NPO法人海陽愛あいクラブ事務局 ( 海部公民館 3 階 )

海部郡海陽町奥浦字新町 44　℡ .0884-73-3960 ( 平日 9:00 ～ 17:00)

＊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。 

受講料無料

オンラインレッスン会員募集中！（今年度は手続きのみ年会費免除）
お家にいながらリアルタイムでクラブのレッスンが受講できます。

★ YOGA　第 1・3 ( 火 )　19:30 ～ 20:30
　 ココロとカラダをリフレッシュしませんか？

★ボディメイク　第 2・4 ( 火 )　19:30 ～ 20:30
　 ８ビートに合わせてしっかり身体を動かします！

★ストレッチ体操　第 1・3・5 ( 木 )　10:30 ～ 11:30
　 全身気持ちよく伸ばします。ストレッチボールをご用意ください。

★リフレッシュ体操　第 2・4 ( 木 )　10:30 ～ 11:30
　 有酸素運動＆筋トレ＆ストレッチ軽めの運動でバランス良く身体づくり！

＊ZOOM を使用します。インストールや使用料は無料ですが、インターネット通信料は別途かかり
　ます。できるだけ安定した通信環境（Wi ー Fi 推奨）でご利用下さい。
＊会員登録はクラブにお問い合せください。登録時に参加方法をご説明いたします。

 12月
スタート

１レッスン

500円
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【お問合せ先】海陽町立博物館　　　0884-73-4080

からのお知らせ海陽町立博物館

　東京 2020 オリンピック聖火リレーで使用されるオリンピックのトーチが、海陽町立博物館
町民ギャラリーで期間限定特別展示されます。皆様、お誘いあわせの上ご覧ください。

展示期間：令和３年1月14日（木）～ 1月16日（土）
場所：海陽町立博物館　町民ギャラリー

【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　　　0884-22-0361

12 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
２２日 ( 火 ) 13:00 ～17:00
２５日 ( 金 ) 13:00 ～16:00

東京 2020 オリンピック聖火リレーのトーチがやってくるよ

= 東京 2021 オリンピック聖火リレーについて =
　東京 2020 聖火リレーのコンセプトは、「Hope Lights Our Way （英語） / 希望の道を、つなごう。

（日本語）」です。支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ聖火の光が、新しい時代の日の出と
なり、人々に希望の道を照らしだします。
　東京 2020 オリンピック聖火リレーは、2021 年 3 月 25 日（木）に福島県を出発し、日本全国を
周ります。海陽町で聖火リレーが行われるのは 2021 年４月 16 日（金）の予定です。

3 日間限定展示
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「作品を展示してみませんか？」
　海南・宍喰図書館ではロビーに展示す

る作品を募集しています。絵画・工芸・

書道・俳句などジャンルは問いません。

　展示ご希望の方は、各図書館までお問

い合わせください。
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海南荘職員募集のお知らせ！

　特別養護老人ホーム海南荘では、介護職員を募集して

います。『 介護の特別な資格 』は必要ありません。

　お気軽にお問い合わせください。

【 任用期間 】  令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日

　　　　　　 （勤務が良好な場合は、期間満了後に引き続いての任用も

　　　　　　 あります）

【 応募方法 】  募集内容の詳細及び応募・採用方法につきましては、

　　　　　　 「海南荘」までお気軽にお問い合わせください。

【 応募資格 】  地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当しない者

【お問合せ先】  海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘 
　　　　  　 ℡ .0884-73-2626（海部郡海陽町大里字松原 33 番地 3）

◆ 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・1 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 185,900 円～

　　　　　　　（処遇改善手当 20,000 円含む）

　・待　　遇　手当（退職手当、期末手当、通勤手当等）

　　　　　　　休暇（年次有給休暇、特別休暇）

　　　　　　　保険（社会保険、雇用保険）

　・募集人数　５名程度

◆ 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　時間額 932 円、期末手当（勤務条件による）

　　　　　　　通勤手当、雇用保険等あり

　・募集人数　２名程度


