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ＤＭＶ初の
オンレール走行
　　　　         　（阿波海南駅）



Kaiyo Town 町長室より

　日頃は町政の運営に対しまして、温かいご支援とご協力を賜り、心から御礼を申し上

げます。

　さて、昨年は２月よりコロナが出始め、緊急事態宣言に伴う移動の自粛や学校の休校、

更には宿泊施設の休業やイベントの中止など、今まで経験したことのない「未曾有の１

年」となりました。

　我が国のみならず世界中が大混乱となる中、海陽町はこの危機を「変革の時機」と前

向きに捉え、役場職員一同、常に今何をすべきかを考え取り組んできました。その中で

議員や町民の皆様方のサポートもあり、今回のことで同じ方向を見つめ進んでいくこと

の大切さを改めて実感したところです。

　今年の干支（えと）は「辛丑（かのとうし）」です。辛（かのと）というのは、痛み

を伴う幕引き。そして丑（うし）は、発芽直前の芽が種子の硬い殻を破ろうとしている

状態。辛丑は、辛いことが多いだけ大きな希望が芽生える年になることを示しています。

まさに今年、全世界が全く新しいことにチャレンジし、この辛いコロナを乗り切る転換

期になればと願います。

　海陽町も今こそ考えることを止めず、皆様方の不安解消はもとより未来に大きな希望

を持って「常にチャレンジ」し、今年の干支同様、ピンチをチャンスに変えていきたい

と思います。

　今年は世界初、線路と道路を両方走る「ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）」が

営業運行を開始します。「世界初！」で注目度が増し、これから海陽町にどんどん追い

風が吹いてくるのは間違いないと思います。この流れに乗って「呑牛之気（どんぎゅう

のき）」、全力で取り組んで参ります。

　結びに当たり、１日も早く穏やかな日々が戻りますよう心よりお祈り申し上げますと

ともに、本年が町民の皆様方、また海陽町にとりまして素晴らしい年になりますことを

祈念いたしまして、新年のご挨拶と致します。

　本年もどうぞよろしくお願いします。

令和３年
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～コロナ関連～

ＧｏＴｏ関連事業

１．GoToトラベル　　     　　　　  【お問合せ先】 コールセンター　℡ 0570-002-442

　・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。期間は令和３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　　           　　　　  【お問合せ先】 コールセンター　℡ 088-602-1250

　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。
　　・販売は令和３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
　　・期間中、予約サイトを経由して、飲食店に予約・来店した消費者に対し、次回以降に使用できるポイント
　　　が付与される制度です。現在は予算に達したため、ポイント付与を終了していますが、付与されたポイン
　　　トは令和 3 年 3 月31日まで利用可能です。

３．GoTo 商店街事業　　     　　  【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．ＫＡＩＹＯ似顔絵これくしょん
　　　　　阿波海南駅、海部駅、宍喰通りの商店集積地域の商店主の似顔絵スタンプ、シールをスタンプ帳に
　　　　集めると、抽選により景品が当たります。対象店は、ポスターを貼っています（約100 店舗あります）。
　　　　抽選は、イベント会場で行われます。開始日は令和 3 年1月20 日前後を予定。
　　２．郷土料理教室の開催
　　　　・郷土料理　1月 30 日（土）  ・魚貝料理　2 月 6 日（土）　 
　　　　・時間　午前10 時 30 分～午後12 時 30 分
　　　　・場所　阿波海南文化村　三幸館
※スタンプ帳配布場所、イベント会場、郷土料理教室申し込み方法等詳細は、海陽町商工会へお問合せください。

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

　徳島県内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  　【お問合せ先】 「冬のとくしま応援割」事務局 ℡ 088-623-7708

　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　　　     【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「四国みぎした５５フリー
　　きっぷ」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．「四国みぎした５５フリーきっぷ」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。

【お問合せ先】 コールセンター　℡ 088-602-1250

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

※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/

とくしま応援割→

とくしま
プレミアム交通券→

参加料無料
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～コロナ関連～

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】海陽町教育委員会　　0884-73-1246　FAX.0884-73-3833

申込期限

  間近！

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！

「第 15 回 海陽町新春ふれあい駅伝大会」の 開催中止 について

　毎年１月に開催予定で恒例となっておりました、「海陽町新春ふれあい駅伝大
会」ですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止と参加者及び関係者の健康・
安全を第一に考慮し、今年度につきましては、中止することになりました。
　何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

【お問合せ先】海陽町教育委員会　　0884-73-1246

【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4313

風邪症状での医療機関のかかり方

・病院に着いても中には入らず、到着した旨を電話かインターホン等で連絡してください。
・たとえ咳やくしゃみがなくても必ずマスクをつけてください
　【電話で事前に確認したいこと】
　　◆本人や同居家族の発症２週間以内で、県外・国外の流行地域を含めた移動・渡航歴の有無
　　◆周囲の感染患者や発熱患者との接触の有無
　　◆現在、治療中の病気の名前と薬の内容の書いた薬事情報・お薬手帳持参

発熱等の風邪症状で医療機関を直接受診されますと、
感染拡大のリスクがあります。
受診する場合は必ず事前に電話をして相談しましょう！

してください。

海陽町より
再度の
お願いです

海陽町より
再度の
お願いです

「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合は、「受診・相談センター」（電話 0570-
200-218）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。
その他の一般的なお問い合わせは、感染症・疾病対策室の電話相談窓口 0120-109-410（フリーダイ
ヤル・ 24 時間受付）にお電話してください。
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～コロナ関連～

【お問合せ先】税務課（海南庁舎）　　 0884-73-4153

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定程度減少した中小事業者等に対して、令和３年度に限り事業用家屋
及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

　                    令和３年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　中小事業者等の所有する事業用家屋（併用住宅可）及び償却資産
　　　　　　　　　　※土地及び事業用でない家屋は対象になりません。
　　　　　　　　　　※併用住宅等の事業用と居住用が一体となっている家屋については事業専用割合に応じた部分が軽減の
　　　　　　　　　　　対象となります。

　　　　　  １. 資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人
　　　　　　 ２. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人
　　　　　 　３. 常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人
　　　　　 　※次の法人は資本金が１億円以下でも対象とはなりません。

　　　　　 　(1) 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の２分の１以上を所有されている法人
　　　　　 　(2) ２以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の３分の２以上を所有されている法人

　　　　　　 令和 2 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する 3 ヶ月の事業収入が、前年同時期と比較して減少している場合、次の
　　　　　　　とおり軽減されます。

　　　　　　　　令和 2 年２月～10 月までの任意の連続する 3 ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率　　　  軽減率

　　　　　　　　50％以上減少している場合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全額免除

　　　　　　　　30％以上 50％未満減少している場合　　　  　　　 　　　　　　  　　　　　　　　　  ２分の１軽減

　　           　               次の必要書類をそろえ、海陽町役場税務課まで提出して下さい。

　　　　　　　　　　 　・申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの）
　　　　　　　　　　　  ・収入減を証する書類（会計帳簿、青色申告決算書の写しなど）
　　　　  　　　　　　   ・対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書、収支内訳書の写しなど）
　　　　    　　　　　　※償却資産がある場合は、令和３年度の償却資産申告を併せて申告して下さい。

　申告書については、海陽町ＨＰ及び海陽町役場税務課にご用意しております。詳しい内容等につきましては、海陽町役場税
務課固定資産税担当までお問い合わせ下さい。

　　　　　　 　　　令和３年２月１日（月）まで

　                    　                    　                    　                    ◆対象年度

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　※土地及び事業用でない家屋は対象になりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　※土地及び事業用でない家屋は対象になりません。
　　　　　　　　　　◆対象となる資産

　　　　　  
　　　　　　 ２. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人
　　　　　  　　　　　  　　　　　  ◆対象者

　　　　　　 令和 2 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する 3 ヶ月の事業収入が、前年同時期と比較して減少している場合、次の
　　　　　　　と
　　　　　　 　　　　　　 
　　　　　　　と
　　　　　　 ◆軽減率

　　           　               　　           　               　　           　               　　           　               ◆申請及び必要書類

　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　  ・収入減を証する書類（会計帳簿、青色申告決算書の写しなど）
　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　  ・収入減を証する書類（会計帳簿、青色申告決算書の写しなど）
　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　  ・収入減を証する書類（会計帳簿、青色申告決算書の写しなど）
　　　　　　　　　　 　必要書類

　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　◆申告受付期間

海陽町税等 口座振替キャンペーンを延長します！

　新型コロナウイルス対策の一環として、海陽町税等の口座振替キャンペーンを実施しておりますが、キャンペーン期間を次
の期間に延長します。　先着 300 名に「ふるるんのミニトートバック」をプレゼントします。（無くなり次第終了します。）

              　令和３年３月２６日（金）まで
　　　　　　　口座振替のメリット
　　　　　　　　自動納付…引き落とし日に自動で口座引き落としが行われるため忘れずに納付することが出来ます。
　　　　　　　　時間短縮…納付書を持って金融機関等に支払いに行かずに納付出来ます。（コロナ３密対策）
　　　　　　　　毎年継続…一度の申し込みで毎年口座振替が出来ます。

　　　　　　　　・新規で対象となる町税等の口座振替登録をする方

　　　　　　　　　　　　・町県民税（普通徴収）　　　　・固定資産税　　・軽自動車税（種別割）
　　　　　　　　　　　　・国民健康保険税（普通徴収）　・後期高齢者医療保険料（普通徴収）
　　　　　　　　　　　　・介護保険料（普通徴収）　　　・保育所保育料　・住宅使用料　・水道使用料

　　　　　　　　　　　　・対象町税等の課税がない方　・給与や年金から特別徴収されている町税等
　　　　　　　　　　　　・すでに口座振替を利用している町税等を重複しての申し込み

　　　　　　　　　　　　　　・各取扱金融機関窓口で、口座振替依頼書に記入の上お手続きください。

　　　　　　　　　　　・阿波銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・徳島大正銀行（本店・各支店）　
　　　　　　　　　　　・四国銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・かいふ農業協同組合（本所・各支所）
　　　　　　　　　　　・徳島県信用漁業協同組合連合会（鞆浦・宍喰漁協）　  ・ゆうちょ銀行

　　　　　税務課（町県民税・固定資産税・軽自動車税（種別割））   ℡ 0884-73-4153

　　　　　福祉人権課（国民健康保険税・後期高齢者医療保険料）　 ℡ 0884-73-4313

　　　　　地域包括ケア推進課（介護保険料）　　　　　　　　　　 ℡ 0884-73-4312

　　　　　管財課（住宅使用料）　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡ 0884-73-4169

　　　　　上下水道課（水道料金）　　　　　　　　　　　　　　　 ℡ 0884-76-1514

              ○期間

　　　　　　　　・新規で対象となる町税等の口座振替登録をする方　　　　　　　　・新規で対象となる町税等の口座振替登録をする方○対象者

　　　　　　　　　　　　・町県民税（普通徴収）　　　　・固定資産税　　・軽自動車税（種別割）　　　　　　　　　　　　・町県民税（普通徴収）　　　　・固定資産税　　・軽自動車税（種別割）
　　　　　　　　　　　　・国民健康保険税（普通徴収）　・後期高齢者医療保険料（普通徴収）

○対象となる税等

　　　　　　　　　　　　・対象町税等の課税がない方　・給与や年金から特別徴収されている町税等　　　　　　　　　　　　・対象町税等の課税がない方　・給与や年金から特別徴収されている町税等
　　　　　　　　　　　　・すでに口座振替を利用している町税等を重複しての申し込み

○対象とならない方

　　　　　　　　　　　　　　・各取扱金融機関窓口で、口座振替依頼書に記入の上お手続きください。　　　　　　　　　　　　　　・各取扱金融機関窓口で、口座振替依頼書に記入の上お手続きください。○口座振替の申込方法

　　　　　　　　　　　・阿波銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・徳島大正銀行（本店・各支店）　
　　　　　　　　　　　・四国銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・かいふ農業協同組合（本所・各支所）
　　　　　　　　　　　・阿波銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・徳島大正銀行（本店・各支店）　
　　　　　　　　　　　・四国銀行（本店・各支店）　　　　　　　　　　　　・かいふ農業協同組合（本所・各支所）

○取扱金融機関

○口座振替についてのお問合せ先

中小事業者等固定資産税の軽減措置 について
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マイナンバーカードで便利に！お得に！
【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は顔写真付きです。
　様々な場面で「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。…令和３年３月スタート予定
　　※利用には事前登録が必要で、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局で利用できます。
・スマホやパソコンで確定申告や行政手続きをすることができます。

・「海陽マイナクーポン券」（1,000 円分のお買い物券）プレゼント中！
　　※クーポン券のプレゼントは、マイナンバーカードの交付時（令和 3 年 2 月 26 日 ( 金 ) まで）
　　※クーポン利用期限：令和 3 年 2 月 28 日 ( 日 ) まで
・「海陽町版プレミアムポイント」事業実施中！
　　※国、県のポイント事業に上乗せ、併せて最大 10,000 円分のポイント付与
　　・国のポイントはチャージをするかお買い物をすると付与されます。　　　　　
　　　　　25％分のポイント　最大 5,000 ポイント（20,000 円で 5,000 円が上限です。）　 
　　・登録した決済サービスで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　徳島県内でお買い物をすると
　　　　　30％分のポイント　最大 3,000 ポイント（10,000 円で 3,000 円が上限）　　　　
　　　　海陽町内でお買い物をすると
　　　　　20％分のポイント　最大 2,000 ポイント（10,000 円で 2,000 円が上限）
　　※実施期間：令和 2 年 10 月から令和 3 年 2 月 28 日（日）

マイナンバーカードの申請から交付までは約１ヶ月
お得なサービスを受けるには１月中に申請しておくことがおすすめです。
１月の休日相談は、下記のとおりです。ご利用ください。
　と　き：令和 3 年 1 月 17 日 ( 日 )
　　　　　令和 3 年 1 月 31 日 ( 日 )　　※両日とも午前 9 時から午後 5 時
　ところ：海陽町役場　海南庁舎　
　　　　　　※休日相談は海南庁舎のみです。
　　　　　　※平日は、海南・海部・宍喰いずれの庁舎でも相談をお受けできます。
　内　容：・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。
　　　　　・マイナンバーカードの交付や更新手続き
　　　　　　　※お葉書で交付案内を差し上げている方は、休日に限り海南・海部・宍喰全て　
　　　　　　　　の地区の方が海南庁舎でお受け取りいただけます。
　　　　　・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

ご注意ください！ ☆マイナンバーカードの交付を受けただけでは、ポイントは付与されません。

　次の手順で手続き等が必要です。
　　①マイナンバーカードを取得
　　②マイナポイントの申込（希望するキャッシュレス決済サービスを申し込む）
　　③申込んだキャッシュレス決済を利用し、お買い物をするかチャージをする。

　　④マイナポイントを 受け取る。（決済サービスにより方法が違います。）

　　　　※ポイントの受取には期限があります。

マイナンバーカードで便利に！

マイナンバーカードでお得に！

　　　　　25％分のポイント　最大 5,000 ポイント（20,000 円で 5,000 円が上限です。）　 
　　・登録した決済サービスで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　30％分のポイント　最大 3,000 ポイント（10,000 円で 3,000 円が上限）　　　　
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　今後創業される方、新しく第２創業される方などを対象に、基本的な創業ノウハウから実践的なマー

ケティング、事業計画の立案まで、創業に必要な知識を全４回で講義します。

　全４回受講した方には受講修了証明を発行します。この証明書は各市町村による創業支援の対象要件

となることがあります。

　　【場　所】徳島県南部総合県民局　美波庁舎（オンライン参加も可能）

　　【時　間】18：30 ～ 20：40

　　【定　員】20 名（オンラインは無制限）

　　【参加料】無料

　　　　　　　　　　次の URL または QR コードからお申し込みいただけます。
　　　　　　　　　　　　https://www.our-think.or.jp/?mode=detail&p=311253

創業セミナーのご案内
【お問合せ先】公益財団法人とくしま産業振興機構　　　088-654-0101

※オンライン参加の場合、講義を録画したものを
　視聴していただく形式になりますので、
　当日都合がつかない方もご参加いただけます。

第１回 １月２９日（金） 「創業の動機と心構え」

第２回 ２月１２日（金） 「商品コンセプト・マーケティングの手法」

第３回 ２月２６日（金） 「創業事業計画作成のポイント」

第４回 ３月１２日（金） 「ビジネスの基礎知識およびプレゼンテーション」

美波庁舎 内　　　容

WAKAISHI  CAFEWAKAISHI  CAFE'

◆日　時：令和３年1 月29 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：先着 10 名様・完全予約制・1/25 ( 月 ) 〆切

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。
新年一発目のイベントです！ 第 27 回は墨を使った絵画の水墨画教室です。海陽町の水墨画家・長尾さんより
初心者の方にもわかりやすく基本から教えていただけます。みんなで挑戦してみましょう。どうぞお気軽にお
越しください！

WAKAISHI  CAFE とは…

第27回　はじめての水墨画教室

※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。

( 海陽町大里字北山下４- １)

第27回　はじめての水墨画教室第27回　はじめての水墨画教室
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【お問合せ先】税務課（海南庁舎）　　　0884-73-4153

申告納税相談のご案内

　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、雑、一時などの収入
　　　　　があった方
　　　　③令和 2 年中に就退職などにより年末調整をしていない方
　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・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を含む）
　６．無収入の方（失業中、学生など）

　　　 　申告の必要がない方
　　　　 　・確定申告書をすでに提出された方
　　　　 　・給与のみの収入で年末調整が済み、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
　　　　 　・公的年金のみの収入で、所得控除の申告をしない方

　◇印鑑（認印可）

　◇マイナンバーカード（顔写真付）またはマイナンバー通知カード　※ 原本
　　（マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書でも可　※ 原本）
　◇本人確認書類（免許証、保険証等）　　※原本
　◇令和 2 年中の収入（及び事業等収入の方は経費）を明らかにできるもの
　　＊帳簿、源泉徴収票、給与明細など
　◇国民年金保険料、その他の社会保険料等の領収書（納付証明書）
　◇生命保険料、地震保険料等の控除証明書
　◇障害者手帳等
　◇医療費領収書　※領収書は、人ごと、病院ごとに整理しておいてください。
　◇国外居住親族を扶養する場合…親族関係書類及び送金関係書類（※ 翻訳文の添付必須）
　　＊詳しくは国税庁ホームページを参照ください。
　◇その他、控除等に必要な書類

　◇ご家族の申告を代理でされる場合は、申告者本人のマイナンバーカード（またはマイナンバー通知

　　カード）及び申告者の本人確認書類（免許証、保険証等）のコピーを預かってきて下さい。
　　受付時に代理の方の本人確認をさせていただきます。代理の方は本人確認書類（原本）を提示願い
　　ます。
　◇配偶者控除、扶養控除の申告の方は、対象の方の氏名、生年月日、住所及びマイナンバーを記載し
　　ていただきます。ご準備をお願いいたします。（事業専従者についても同じです。）
　◆令和３年度（令和２年分）申告からの控除額等変更点
　　　給与所得控除・公的年金控除が一律 10 万円引き下げられました。
　　　ひとり親控除が創設されました。
　　　基礎控除額が 10 万円引き上げられました。但し、合計所得金額が２，４００万円を超える方は、
　　　その合計所得額に応じて控除額が変わります。

　◎ 譲渡所得・山林所得・贈与税・消費税の申告は、直接阿南税務署へご相談ください。

町県民税・国民健康保険税の申告が必要な方　令和３年１月１日現在、海陽町に住所を有する方

ご持参いただくもの

その他
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令和３年度（令和２年分）

　本年の申告納税相談を次の日程で予定しております。関係書類の準備をお願いします。

○　この申告は、町県民税の賦課のほか、多くの公的な手続きの基礎資料となります。
　　申告がないと、町県民税の各種控除が受けられないほか、不利益が生じる場合もありますのでご注意ください。

【公的手続きの主な例】

　・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定
　　世帯に一人でも未申告者がいると、軽減判定が受けられず高額療養費の自己負担限度額や入院時の
　　食事の自己負担額が高くなる、といった 不利益が生じる場合 があります。
　・児童手当などの各種手当の算定
　・保育所の入所、就学援助等各種行政サービス手続き　
　・所得証明等税務証明書の発行　など

※申告会場では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として以下の取り組みを実施します
　のでご理解・ご協力、お願いいたします。　

　　・検温の実施（咳など風邪の症状のある方、また３７．５℃以上の方は入場をご遠慮下さい）
　　・ご来場時はマスクの着用をお願いします。
　　・手指消毒、常時換気、距離の確保に務めます。　
　　・混雑時は入場を制限させていただく場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため換気した中で行いますので暖かい服装でお越し下さい。

** 申告会場へお越しいただくことが困難な状況の方は、電話等で税務課にご相談ください。**
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所 在 地　阿南市富岡町滝の下４番地４　阿南税務署（３階大会議室）　　

設置期間　令和３年２月 16 日（火）～ ３月 15 日（月）　（土・日及び祝日等を除く。）

受付時間　 8：30 ～ 16：00　【相談開始は 9：00 から】

ご 注 意　①確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

　　　　　②確定申告会場設置期間前は、申告相談を行っておりません。

　　　　　③駐車場が大変混雑しますので、極力、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　④ご来場の際は、密を避けるため、できる限りお一人でお越しください。

感染リスク軽減のため以下の取組を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

◎入場整理券が必要です
　確定申告会場の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。

　入場整理券の配付方法には、２通りあります。

　①確定申告会場で 当日配付
　　入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

　　配付状況は国税庁ＨＰから確認できます。

　②オンラインで 事前発行（来場を希望される日の２営業日前までに発行してください。）

　　　　　　　　　LINE アプリで国税庁公式アカウントを

　　　　　　　　　友だち追加してください。　　　　　　　　　　　　
友だち追加はこちらから！

◎感染症対策のお願い

　来場の際は、マスクを着用していただき、入場の際の検温の実施にご協力をお願いいたします。

　37.5 度以上の発熱が認められる場合等は、入場をお断りさせていただきます。

　申告に関するご質問や必要な書類の確認などは、お電話で問い合わせることができます。

　最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しておりますので、相談内

容に応じて該当の番号を選択してください。

◎阿南税務署　（電話）0884-22-0414

　　・所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び
　　　地方消費税の確定申告に係るご質問やご相談　　　　　

⇒『０番』

　　・確定申告以外の国税に関する一般的なご相談やご質問　⇒『１番』

　　・阿南税務署からのお尋ねや納付に関するご相談など　　⇒『２番』

　　・消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談　　　　⇒『３番』

阿南税務署から 確定申告に関するお知らせ

【お問合せ先】阿南税務署　　　0884-22-0414

◆確定申告会場のご案内

◆確定申告会場への来場を検討されている方へ

◆税務相談などに関するお問い合わせについて
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◆お得１⇒ 口座振替で 2 年分・1 年分・6 カ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。

 

※令和 3 年度分 6 カ月前納（10 月～翌年 3 月分）のお申し込みの締切日は、令和 3 年 8 月末です。
※当月末振替（５０円割引）および翌月末振替（割引なし）はいつでも申込できますが、手続完了までに約２ヶ月かかります。

■納付書およびクレジットでも 2 年／1 年／６ケ月前納ができますが、口座振替で納付されると割引額が最も大
　きくなります。
■現在、口座振替により納付中の方であっても申込期限までにお手続きをされると令和３年４月分からご希望の
　振替方法へ変更できます。
■前納期間の途中で厚生年金保険等に加入した場合は、加入後の保険料は返金されます。

◎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』を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。

口座振替による納付のご案内

日本年金機構からのお知らせ

年金相談 ･ お手続きの際は「予約相談」をご利用ください

住民環境課（海南庁舎）　　0884-73-4152

住民環境課（海南庁舎）　　　0884-73-4152

国民年金保険料を納付書で納付されている方へ

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＊＊＊

６カ月前納（４月～９月分）　　          99,240 円→  98,110 円　 割引額：  1,130 円

　１年前納（４月～翌年３月分）　  　198,480 円→ 194,320 円　 割引額：  4,160 円

　２年前納（４月～翌々年３月分）  　397,800 円→ 381,960 円　 割引額：15,840 円

口座振替方法 保険料額（令和２年度の場合） 割　引　額

申込期限：令和３年２月２６日（金）

【お問合せ先】日本年金機構 徳島南年金事務所　　088-652-3114

【お問合せ先】日本年金機構 徳島南年金事務所　　088-652-3114

　　ご予約いただくと… ①お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます。
　　　　　　　　　　　　②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します。

　　〈予約相談の実施時間帯〉　８：３０～１８：００（月  曜  日）
　　　　　　　　　　　　　　８：３０～１６：００（火～金曜日）
　　　　　　　　　　　　　　９：３０～１５：００（第 2 土曜日）

　　※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に１８：００まで予約相談を実施しています。　　　
 ★予約の申し込みは「日本年金機構予約受付専用電話」へ！　℡ 0570-05-4890
   　　　　　　  < 予約受付専用電話の受付時間＞　月～金（平日）8：30 ～ 17：15 

　　 　　○予約相談希望日の 1 カ月前から前日まで受付しています。
　　 　　○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書のご準備をお願いします。
　　 　　○オペレーターに相談を希望する年金事務所をお伝えください。
　　 　　○お近くの年金事務所でも受付しています。

■ 保険料の納付は口座振替による〔２年前納〕がおススメ！
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　現農業委員・農地利用最適化推進委員の令和3年7月19日での任期満了
に伴い、次期の農業委員・農地利用最適化推進委員の募集を行います。
　尚、農業委員は、農業委員会全体の活動を、農地利用最適化推進委員は、地区を担当して農地の集積
や耕作放棄地の解消などの活動を行います。

　　　◆募集期間　令和 3 年 2 月 5 日 ( 金 ) から令和 3 年 3 月10 日 ( 水 ) まで
　　　◆募集定員　農業委員：14 名、　農地利用最適化推進委員： 9 名
　　　◆募集方法　個人からの推薦、団体からの推薦、及び一般募集
　　　◆任用期間　農業委員：令和 3 年 7 月 20 日～令和 6 年 7 月 19 日（3 年間）
　　　　　　　　　農地利用最適化推進委員：令和 3 年 8 月 1 日～令和 6 年 7 月 19 日
　　　◆報酬 ( 年額 )　農業委員：156,000 円、　農地利用最適化推進委員：141,000 円
　　　◆資格要件　・海陽町に住所を有し、税等の滞納のない方
　　　　　　　　　・海陽町の職員でない方
　　　　　　　　　・暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有しない方　等

　募集要領及び申込書は、海陽町ホームページをご覧いただくか、海陽町農業委員会事務局までお問合

せ下さい。

【お問合せ先】海陽町農業委員会事務局　　　0884-73-4170

海陽町農業委員及び農地利用最適化推進委員
を募集します

【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4313

「児童扶養手当」が 変わります

ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ

令和3年3月分（令和3年5月支払い）から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の

算定方法が変更されます。

　１．児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

▲

これまで、障害基礎年金等 ( ※１) を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回
　る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和３年３月分の手当以降は、児童扶養手当の額
　が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになり
　ます。　
　( ※１）国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。▲

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方（障害基礎年金等は受給していない方）（※ ２）は、
　今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を
　下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
　（※２）遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金（３級）のみを受給している方。

　２．支給制限に関する所得の算定が変わります

▲

児童扶養手当制度には、受給資格者 ( 母子家庭の母など ) と受給資格者と生計を同じくする民法上の
　扶養義務者 ( 子どもの祖父母など ) などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り
　扱い（※３）があります。
　（※３）支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。▲

令和３年３月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する 「所得」
　に非課税公的年金給付等（※４）が含まれます。　（※ ４）障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

　 ＊児童扶養手当は、18 歳まで（＊障がいがある場合は 20 歳未満）の子を持つひとり親等の児童
　　の養育者に支給されます。手当の月額は所得額および支給対象となる児童数により決まります。
　 　該当する方は、児童扶養手当の認定請求を行うことができます。

ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

川
かわ

　島
しま

　智
ち よ こ

代子  さん   旧海部町出身（大阪府在住）　

　徳島県交通安全協会及び海部郡交通安全協会による優良運転者表彰の候補者を推薦いたしますの
で、つぎの条件に該当し、希望される方は、ご申請ください。

【優良運転者推薦の条件】

　　15 年以上・20 年以上・30 年以上の無事故・無違反者で、その間交通規則をよく守り、常に安全
　運転を心がけ、他の運転者の模範となる方（無事故・無違反の計算は令和 3 年1月31日現在の年数
　で計算してください）。

【申 請 先】　申請場所　海陽町役場   危機管理課（海南庁舎）   電話 73 － 4163
　　　　　　　　　　　                 福祉人権課（海部庁舎）　電話 73 － 4313
　　　　　　　　　　　                 商工観光課（宍喰庁舎）　電話 76 －1513
　　　　  　申請方法　上記、各庁舎にて、表彰内申書に必要事項をご記入ください。
　　　　　                 ※ 印鑑と運転免許証を、ご持参ください。

【申請期間】　令和 3 年1月15 日（金）から令和 3 年1月 27日（水）まで

優良運転者の表彰について

　先日、新聞に“ホクロ”についての投稿が

載っているのを目にしました。額のホクロを

友人にからかわれたが、父親の一言で取らな

かったお話でした。私も何歳からあったのか

はっきりしませんが、口元のあたりにホクロ

がありました。

　私自身、そのホクロが嫌で、つい手でホク

ロを触ったりしていました。ある時、「その

ホクロ、取ったら綺麗になるぞ」と今は亡き

父にそう言われました。私は父が後押しして

くれたように感じて、そのあと皮膚科でホク

ロを取ってもらいました。しかし、父に「取

ったよ」と見せても、父は私の顔にホクロが

あったことも忘れたかのような、気のない返

事をするだけでした。結局、父にとっては何てこともない小さな事だったのかもしれません。父が生き

ていれば、その時の話も出来たことでしょう。

　令和 2 年は新型コロナで明け暮れ、私達の生活がこれまでとはずいぶん変わりました。ふるさと海陽

町に、好きな時に帰ることも出来ず、たとえ帰っても行動が限られました。会える時に会っておこうと

いう私の持論は口に出来なくなりました。

　明けて間もない新しい年は、新型コロナウィルスに怯えることなく、誰もが自由に行き来が出来て、

会いたい人に会える日常が戻ってくることを祈ります。

日の出（鞆浦）

【お問合せ先】危機管理課（海南庁舎）　　　0884-73-4163
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　12 月に海部郡の郵便局員のみなさんを

対象に認知症サポーター養成講座を開催し

ました。普段の講座では、認知症の方との

やりとりを寸劇で紹介し、自分だったらど

ういった接し方をするかグループワークを

通して考えてもらいますが、今回は新型コ

ロナウイルス感染防止に留意して、寸劇の

代わりにビデオを見てもらい講義形式でお

こないました。海陽町内に認知症の方への

適切な接し方を学ぶ人が増えることで、認

知症の方やそのご家族が安心して暮らしや

すい地域づくりに繋がります。

　養成講座の受講を希望される地域・事業所・団体の方は、地域包括ケア推進課までご連絡く

ださい。講座は無料で、１時間程度を予定しおります。

地域包括ケアシステムづくりに向けて
【お問合せ先】地域包括ケア推進課（海部庁舎）　　　0884-73-4312

認知症サポーター養成講座　～海部郡郵便局～

鳥インフルエンザについて
　【お問合せ先】 　農林水産課　　　0884-76-1511（宍喰庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　 0884-73-4161（海南庁舎）

　11月5 日以降、四国の養鶏場において、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）

○人への感染について

○死亡野鳥を発見した場合について

地域・事業所・団体での講座開催依頼を
お待ちしています。
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【お問合せ先】宍喰駅　　0884-76-3700

　令和 2 年11月30 日、地域のみなさまに惜しまれつ
つ、「しおかぜ」、「たかちほ」は、ラストランを終える
ことができました。

　同日、上り・下りの最終便で行いました海部駅、
甲浦駅の勇退セレモニーでは、夜間、寒い中にも関わ
らず、たくさんの方々にお出迎えやお見送り、温かい
お声をかけていただき、有終の美を飾ることができま
した。ご支援いただき、本当にありがとうございました。
　“あさてつ”が地域のみなさまに愛されていたこと
をあらためて実感することができました。
　「しおかぜ」「たかちほ」は勇退しましたが、今後と
も“あさてつ”をよろしくお願い申し上げます。

　現在、バスによる代行運行や沿線での整備工事、
習熟に向けた DMV（デュアル・モード・ビークル）の街中走行など、地域のみなさまにはご
不便をおかけしております。阿佐海岸鉄道では世界初となる DMV の本格営業運行に向けて、
社員一同鋭意準備をすすめているところです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　  「しおかぜ ASA-101」

平成４年、阿佐海岸鉄道開業にあわせて、新潟鐵工所（現・新潟トランシス）
が T-8000 型をベースに製造されたステンレス製 18 メートル級の気動車で、車
内は転換クロスシートを採用している。

「しおかぜ」の愛称で、29 年間に渡り、阿佐海岸鉄道を支え続け、イベントでも
活躍した。

ありがとう「しおかぜ」、おつかれさま「たかちほ」
阿佐東線連絡協議会　阿佐海岸鉄道株式会社

「たかちほ ASA-301」

平成元年、新潟鐵工所（現・新潟トランシス）製造の 16 メートル級の気動車で、
宮崎県の高千穂鉄道で活躍していたが、その後同線が廃止。
平成 20 年不慮の事故により廃車となった「あさしお」の代替えとして阿佐海岸
鉄道へ無償譲渡された。
導入時には、塗装、内装、表記に至るまで高千穂鉄道時代のまま「高千穂復刻列
車」として話題となった。

　線路も道路も走る夢の車両、DMV に関するクイズに正解した人の中から、抽選で賞品をプレゼントします！

今月は、3 名様に「あさてつ DMV プチぷるぷる」をプレゼント！　応募締め切り：令和 3 年 2 月15 日 ( 月 )

ハガキまたは下記 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
 URL: https://s-kantan.jp/town-kaiyo-u/

DMV わくわく！ プレゼントクイズ
【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

問題：現在 DMV のデザインは「青」「緑」「赤」の３色がありますが、色を塗る前は何色だったでしょう？

　　　　　①きいろ　②くろ　③しろ　　 ヒント：100 － 1

　線路も道路も走る夢の車両、DMV に関するクイズに正解した人の中から、抽選で賞品をプレゼントします！
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１．健診日　令和３年２月 28 日（日）
　　　　　    ＊ 2 月 19 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。

○総合健診

２．場所・受付時間

～ 特定健診及びがん検診について ～

【お問合せ先】 　福祉人権課（海部庁舎）　　　0884-73-4311

１．健診日　令和３年２月７日（日）
　　　　　    ＊ 1 月 29 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

場　　所 受　付　時　間

宍喰庁舎

海部庁舎

午前 7 時３０分～ 9 時

午前10 時 30 分～12 時

２．場所・受付時間

３．項目・料金・対象者

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

　 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

健診のお知らせ

場　　所 受　付　時　間 項　　　　目

海部庁舎

宍喰庁舎

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

項　　　　目 料　　金

乳房レントゲン検査 40 歳以上女性（2 年に1 回）○マンモグラフィー

子宮頸部細胞診検査 20 歳以上女性○子宮頸がん検診（午後からのみ）

便潜血検査（２日分）○大腸がん検診

前腕骨レントゲン検査
40 歳以上の方

1,000 円

500 円

○骨粗しょう症検診

400 円

500 円

対　象　者

項　　　　　目 料　　金 対　象　者

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。

  受診券・無料券は再発行します。

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

前立腺がん検診：血液検査

胃がん検診：胃バリウム検査

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

40 歳以上
国民健康保険
加入者

40 歳以上で
今まで検査され
ていない方

20 ～ 39 歳の方

喫煙指数
600 以上の方

40 歳以上の方

40 歳以上の方

大腸がん検査：便潜血検査２日分　　＊クーポン対象の方は無料です。
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【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） までお越しください。

受診される方へのお願い

婦人がん検診、総合健診とも今年度最後の集団健診です。
特定健診以外は、加入保険に関係なくどなたでも受診できます。対象年齢以外の方は、ご相談ください。

　　受診されていない方は、必ず受診してください。

無料クーポン対象年齢の方へ！　クーポン券の利用はお済みですか？

大腸がん・婦人がん検診、歯周病検診の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。
＊超音波検査の申込みも行っていますので、お早めに申込みください。

【受診前】
新型コロナウイルスの感染防止のため、次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、あるいは 37.5 度以上を目安）、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。＊＊＊

保健師からのお知らせ 受けよう！大腸がん検診　便を２回とって提出するだけ！

★１年に１回で早期発見のチャンス！毎年、検診を受けることで死亡リスクが 60 ～ 80％減ります。

大腸がんのことを気にする
　　必要があるの？

症状が無いから自分は大丈夫！

がんが見つかったら怖い…

大腸がんは、急増しています。働き盛りの 40 歳くらいからかかる人が

増え、がんによる死亡数のうち、大腸がんは女性１位・男性３位です。

大腸がんは進行するまで自覚症状がほとんどありません。症状が出た

時にはすでにがんが進行していることもあります。

早期発見・早期治療で 95% 以上が治ります！身体的にも経済
的にも負担がずっと軽くなります。そのためには、症状のない健康なとき

から１年に１回の検診を受けることが大切です。

  【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）

  ※申し込み不要！参加無料！
　   どなたでもご参加いただけます！

1 月の マイトレ運動教室のお知らせ

１月  6 日（水）海部公民館４階
１月 20 日（水）宍喰町民センター３階

 【時間】午後 7 時 30 分～ 8 時 30 分
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　行政の予算は４月から３月までを一年間として、その年度内に予算の

執行を完結させる「単年度主義」を原則としていますので、道路や橋な

ど新たな社会資本の整備、災害で壊れた施設の修復といった「公共工事」

について、新年度が始まる４月以降、設計書を作ったり、入札を行った

上で実際に工事を行う時期は秋口から３月末に集中し、年度前半の４月

から６月は工事が少ない、といった傾向にあります。

　また、バブル期には個々の建設事業者のスタッフの皆さんの数も多

かったので、短期間で工事を完了できる余力もありましたが、バブル崩

壊以降、事業者数の減少、従業員の皆さんの減少、高齢化が進んでいま

す。近年、国の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」な

ど公共工事予算が増額される中、工事の品質確保や入札の辞退、また、

それに伴う雇用の問題など、日本の社会資本を守っていくうえで単年度

予算の課題が浮き彫りになってきています。

　そこで、国や県では公共工事の発注の時期を分散させる「平準化」や、

単年度主義にとらわれない余裕を持った「工期の延長化」の設定など、

新しい方針を定めており、この度、海陽町も取り組んでいきたいと考え

ております。

　工期が今までより長くなり、完成の時期が遅くなる分、住民の皆様方

にご不便をお掛けする場面があるかもしれませんが、海陽町民全体の社

会資本を守るうえで重要な施策でありますので、ご理解くださるよう、

お願い致します。

　なお、今年度は試行的に行ない、事業精査や運用の

仕方などについても慎重に確認する中で新たな要領を

制定し、来年度からは本格的に運用を始めて参ります。

　　　　　　　　　　　　海陽町公共工事担当課

　　　　～知っておいていただきたい～

公共工事 の平準化・工期延長化 の試行

会資本を守るうえで重要な施策でありますので、ご理解くださるよう、
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　四国の右下観光局では、令和３年『世界初！！ＤＭＶ本格営業運行』にむけて、宍喰駅周辺の観光コ

ンテンツ開発に取り組んでいます。今回は、観光庁事業を活用し、下記のナイトタイムコンテンツ及び

駅裏フラワーパークの実証調査を行います。宍喰地区の皆様におかれましては、花火の騒音等、ご迷惑

をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。また、誰でも無料で参加できますので、

コロナウイルス感染症対策（マスク着用等）を徹底したうえで、お楽しみください。

　※参加後、アンケートにご協力いただける方には、ＤＭＶグッズ（ボールペン or プチぷるぷる）の

　　プレゼントがありますので、次までお問い合わせください。

◆令和2年12月1日より徳島赤十字病院の小児夜間救急の受け入れが再開します。

　診療日時は月曜日、水曜日、金曜日の 22：30 ～翌日 9 時までです。

◆かかりつけ医の紹介文なしに受診した場合、昼間の受診料と同様に選定診療費

　5500 円が必要となります。

◆日曜・祝日の子供の救急搬送の受け入れは徳島県立中央病院が最寄りとなります。

※詳しくは「医療とくしま」のホームページをご覧ください。

　https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/2012081600367/

こどもの 救急医療体制が変わります
【お問合せ先】徳島県保健福祉部医療政策課　　　088-621-2732

プロジェクションマッピングテーマ

『馬車からＤＭＶへの進化ストーリー』
　　　　　　　　　　　　　　　(１回上映約５分間 )

【お問合せ先】
（一社）四国の右下観光局　　　　　　　　　0884-70-5880
海陽町観光協会　　　　　　　　　　 　　　0884-76-3050
ホテルリビエラししくい（午後６時以降）　　0884-76-3300

宍喰駅プロジェクションマッピングのご案内
観光庁：誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証調査事業活用

★プロジェクションマッピング　　　　  時間：１９時～２１時（約 5 分間）　場所：宍喰駅裏（駅舎へ投影）

★だんじり竹灯り和風イルミネーション　時間：１９時～２１時　場所：八坂神社境内に設置

★花火鑑賞　　　　　　　　　　　　 時間：１９時２０分～（約５分間）　場所：宍喰漁港堤防

６日間の宍喰駅周辺ナイトタイム周遊コンテンツ

次の日程に合わせて、ナイトタイムコンテンツを実施いたします。

１月１６日(土)

１月１７日(日)

１月２３日(土)

１月２４日(日)

１月３０日(土)

１月３１日(日)

花火テーマ「陽炎」

花火テーマ「お魚天国」

花火テーマ「幻想イルミネーション」

花火テーマ「和火　伝統の灯」

花火テーマ「Sing ☆ sing ☆ sing」

花火テーマ「黄金の光 輝く未来へ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※駐車場は、道の駅宍喰温泉・町民プールをご利用ください。

　  ＊＊＊ お楽しみ！宍喰駅裏フラワーパークプロジェクト（２月～３月　菜の花 開花予定）＊＊＊
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　9 月から宍喰浦字那佐及び浅川鯖瀬地区の一部で実施しておりました「令和２年度現地調査」につきましては、１２月中
旬に完了いたしました。調査に立ち会ってくださいました皆さまには、特段のご理解とご協力をいただき誠にありがとうござ
いました。来年度以降につきましても、地籍調査の主旨をご理解いただき、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

　　現地調査で皆様に確認していただいた土地は ､3 月頃まで現地測量を行います。測量に際して、
　皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
　　また、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、併せてご了承ください。

　　測量結果をもとに面積を計算し、正確な地図（地籍図）及び地籍簿を作成します。
　　作成された地籍図と地籍簿は、令和３年度に土地所有者の方 に々閲覧のうえ ､ご確認いただきます。
　　もし、結果に誤り等があった場合には、閲覧期間中に訂正を申し出てください。
　　ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
　※閲覧期間はおよそ 20 日間です。期間や場所等、詳細は別途通知いたします。

　　地籍調査の成果（地籍図と地籍簿）は、その写しが法務局に送られます。
　法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまであった地図の代わりに地籍図が法務局備え付けの
　正式な地図として活用されていきます。

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

【お問合せ先】管財課（地籍係）（海南庁舎）　　　0884-73-4169

令和２年度  地籍調査 ( 現地調査 ) 完了のお知らせ

１．土地の測量（現地測量）

２．地籍図・地籍簿の作成および成果の閲覧

３．法務局へ送付・登記簿及び地図の更新

◆ 今後の 地籍調査 のながれ

～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！

　「ＪＡかいふ」と徳島県が連携し、「浸水被害の軽減対策」として、徳島県が実施している「海部川の

樹木伐採」で発生する竹の有効活用策として、竹パウダーを地元へ配布する実証実験を行います。

竹パウダー（堆肥）の無料配布について
【お問合せ先】ＪＡかいふ南部経済センター　　　0884-73-1947

【対　　象】  海陽町住民
【配布場所】ＪＡかいふ　海南集出荷場
【日　　時】  令和３年２月１日（月）から
　　　　　  無くなり次第終了
　　　　　  午前 9 時～午後 4 時まで
　　　　　  （日曜・祝日は除く）

【配 布 物】竹パウダー（60L 袋詰め）
      　        1 人あたり5 袋まで

＜竹パウダーの特徴＞　堆肥として土に混ぜると、発酵力が強くて腐りにくく、有益菌を分解・増加させ、土の団粒化を
　　　　　　　　　　　促進する。（成分：おおよそ窒素 0.2%、リン酸 0.05%、カリウム 0.07%、C/N 比 80% です。なお、
　　　　　　　　　　　成分数値は、竹の種類・年数により異なる。）

徳島県 住民等

 樹木伐採
竹パウダー化

JAかいふ

保管 ･ 配布 田畑等に活用

竹パウダー

利用形態等

竹パウダー

利用形態等

持続可能な河川の維持管理を確保 優良農地の保存・確保

 広報海陽  2021.1 № 177
20



オンラインレッスンのご案内

【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。 

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。

  無料体験
予約受付中！

１レッスン

500円

予約受付中！

★パーソナルトレーニング★
個人の体力や目的に合わせてマンツーマンでトレーニングを行います。
姿勢改善・筋力アップ・腰痛、膝痛改善などにオススメです。初心者歓迎です！

☆田中　亜弥
　< 経歴・資格 >　USJ ダンサー
　　　　　　　　　東急オアシススタジオインストラクター
　　　　　　　　　東急オアシスパーソナルトレーナー
　　　　　　　　　MDFT ルーム TMCC パーソナルトレーナー

　< 空き状況 >  　（水）（木）…午前、（木）…夜間

☆仁木　哲哉

　< 経歴・資格 >　徳島大学院　人間自然環境研究科修了
　　　　　　　　　 メックアクタス入社
　　　　　　　　　 海部高校野球部トレーナー
　　　　　　　　　 健康運動指導士
　　　　　　　　　 介護予防運動トレーナー

　< 空き状況 >   　（火）　午後

初回に限り

500円

トレーナー紹介

【場　　　所】　海部公民館３階　NPO法人 海陽愛あいクラブトレーニングジム内
【料金プラン】　１回 60 分…30 分トレーニング・30 分有酸素運動
　　　　　　　 回数券…４回 8,000 円、８回 13,000 円　 初回体験…１回 500 円
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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

　寒いこの季節は狭心症、心筋梗塞、脳卒中等の心臓や脳の血管病が多発する危険な時期です。こうした病気

の原因としては次のように考えられています。寒いと血管が収縮し血圧が上昇します。血圧の上昇で血管の壁が傷

つき血液の塊（血栓）が生じて付着し、血液の通り道を狭めたり、閉塞させたりします。

　狭心症は完治可能な病気ですが、放置すると心筋梗塞を発症し生命の危機を生じます。狭心症は、“心臓が狭

くなるように感じる病気”という病名由来からも分かるように、その症状から病気の診断が可能です。

　胸苦しい症状があれば次の点を自己チェックし、少しでも当てはまるようであれば受診して下さい。

１)　胸の症状：締め付ける、圧迫感等の不安を伴う違和感。心臓の筋肉の痺れを反映するので “痛い”場合

　　は否定的。

２)　持続時間：30 秒から５分位まで。一瞬や 30 分以上続く場合は否定的。

３)　症状を感じる範囲：手を広げた以上の広さ。指で押さえるような小範囲は否定的。

４)　医師が処方するニトロペンを口中で溶かすと直ちに劇的な効果がある。

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。

あなたのその胸の違和感、狭心症では？
海南病院健康ミニコラム【その４】

【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だより海南病院だより海南病院 だより

　１２月３日、海南消防署の消防隊・救助隊の協力のもと、入院・外来患者様を早く安全に避難させる

手順やルートの確認、また取り残された方の救助を想定した避難・救助訓練を行いました。                            

　今後も火災や地震等の災害に備え、患者様の安全を守るため、訓練を重ねていきたいと考えています。

避難・救助訓練

①最期を迎えたい場所
　自宅、介護施設、ホスピス等の病院、家族に任せる、など。

　※当院では、自宅での療養を希望する方や、通院が困難な方のために、訪問診療

　　や訪問看護、訪問リハビリを可能な範囲で行います。

②救急処置について
　心臓や呼吸が停止した時、自然に看取るか。心肺蘇生をするか。人工呼吸器

　をつけるか。

③食事を口から食べられなくなった時
　点滴や、鼻から管を入れたり、胃ろうを造り、水分や栄養をとるか。

“自分の終末期医療の希望を家族は知っていますか？”（自分らしく終える）

　“ 高齢の人に限らず、病気になってからではなく、元気なとき（今）から、家族と話し合っておきましょう。”
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海南病院経営改革を策定しました

　昨年から海陽町立海南病院改革検討委員会で議論を重ねて参りました「海南病院経営

改革（案）」が、令和２年 11 月 24 日（火）に開催された第６回検討委員会で承認され

ました。委員の皆さまには、計画策定にあたり貴重なご意見・ご提言をいただきありが

とうございました。

　また、町議会においても、今後の海南病院のあり方についてのご意見もいただき、ご

提言を加えたうえで、ご承認をいただきました。

　当計画では、海南病院の今後の重点的な取り組みをとりまとめ、令和２年度から令和

４年度までのそれぞれの取り組みについて数字目標をたてており、取り組みの実績、評

価については評価委員会（仮称）を設置して、検証を行っていくこととしております。

【お問合せ先】町立海南病院　　　0884-73-1355

　「人とのつながり　寄り添う医療」を実践するため、次

の項目を海南病院改革の柱として取り組んでいきます。

　① 看取りに係る長期入院ができるよう可能な限り

　　 病床を確保する。

　② 訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ等、在宅医療

　　 を充実させる。

　③ 地域連携室を設置することで、他の医療機関施設・

　　 役場・地域包括支援センター・社協などと連携を

　　 さらに強化する。

　④ 第 5 世代移動通信システム（5G）を活用した、

　　 遠隔医療などの医療連携ネットワークの構築に

　　 ついて関係機関と協議を進める。

　海南病院職員一丸となり改革に取り組み、

健全な経営を目指すとともに、地域から

信頼される病院を目指します。

今後の重点的な取り組みについて
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　　　0884-22-0361

1 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 １9 日 ( 火 ) 13:00 ～17:00
２２日 ( 金 ) 13:00 ～16:00
２6 日 ( 火 ) 13:00 ～17:00

【お問合せ先】海陽町立博物館　　　0884-73-4080

令和３年２月の 海陽町立博物館 イベント情報

中世文書や近世文書の読み方とともに、
背景にある郷土の歴史も学べます。

〈受講料〉　無料（申込不要）

〈定　員〉　２０名

〈場　所〉　阿波海南文化村　大会議室

古文書の読み方講座
開催日程
第一回　２月　６日（土）
             午後 1 時 30 分～午後 3 時
第二回　２月２０日（土）
             午後 1 時 30 分～午後 3 時

〈観覧料〉　無料
〈休館日〉　月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）
〈展示開催期間〉　２月９日（火）～３月１４日（日）

展示開設＆ワークショップ
第一回　２月１４日（日）
第二回　２月２８日（日）

　徳島県立博物館の展示品が海陽町へやってきます。

県南の自然を紹介する展示や、エドモントサウルス

やアンモナイトのハンズオン展示、県南の海岸に流

れ着いた漂着物のコレクションなどが展示されます。

特定最低賃金 時間額 効力発生日

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

令和 2 年
12 月 21 日

同上

同上
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海陽町社会福祉協議会正規職員募集について
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特別養護老人ホーム事務組合海南荘では、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。

◆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 ･ 祝日勤務有）
【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

◆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

【任用期間】　採用日 ～ 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
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