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今年も田植えが

始まりました！！

　　　（正梶地区）



◇３回目を接種していない１２歳以上の方（２回目接種完了から６ヶ月以上経過後に接種可能）

◇１回目・２回目を接種していない１２歳以上の方

　接種を希望される方は、この記事の上部に記載している町コールセンターまでお問い合わせください。

　接種人数がまとまりましたら海陽町内の医療機関で接種が出来るよう調整いたします。

　（ワクチンの種類：ファイザー社製・武田モデルナ社製）

　実施期間：９月３０日まで　接種を希望される方は、お早めにお電話をお願いします。

◇５歳以上１１歳以下の方

　海陽町内では、いしもとファミリークリニック・大里医院におきまして接種が可能です。接種を希望される方は、

県コールセンター　０１２０-００３-８２０（８：００～２０：００土日祝含む）までお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルスに関する各種支援

【お問合せ先】海陽町新型コロナワクチン接種コールセンター　☎ 0884-73-1322
                                                                                   ( 平日 8:30 ～ 17:30)

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

～コロナ関連～

新型コロナウイルスＰＣＲ検査等の費用を助成します

　　新型コロナウイルス感染への不安があり、自費で新型コロナウイルス検査（ＰＣＲ検査等）を受けた方に、　

　検査費用の一部を助成します。　※【検査可能医療機関】　・大里医院（７３－３１０２）・海南病院（７３－１３５５）

　　対象者　　次の要件を満たしている方

　　　　　　　・検査日現在、海陽町に住民登録があり、感染症の症状が無い方

　　　　　　　・４月１日から令和５年３月３１日の間に自費でＰＣＲ検査等をうけた方

　　　　　　　＊海陽町内の医療機関での検査に限る　（予約が必要です）

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

　　　　　　　＊年度内に１回限りの助成です。

　　　　　　　※検査費用が２３，０００円までの場合・・・・医療機関での支払額は３，０００円

　　　　　　　　２３，０００円を超えた場合・・・医療機関での支払額は検査費用から２０，０００円を差引いた額

　　　　　　　※陰性証明が必要な方は文書料が別途かかる場合があります

家計急変世帯への臨時特別給付金

　　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯（家計急変世帯）

　に対し、臨時特別給付金が支給されます。

　　●支給額　一世帯につき１０万円

　　●対象となる世帯

　　　①新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

　　　②令和３年度分住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税（均等割）非

　　　　課税水準以下であること

　　　※ただし、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金（１０万円）を受給している世帯を除き、同居親族が別世帯として同一住所に

　　　　住民登録されている場合（世帯分離）は同一世帯とみなします。

　　●申請期限　９月３０日

　　支給対象と思われる世帯の方は、福祉人権課までご相談ください。
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　マイナンバーカードを取得して、マイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービス

でチャージやお買い物をするとポイントが付与されるのが、「マイナポイント」の仕組みです。

　要件を満たせば、 国の「マイナポイント第２弾」に加え、徳島県内の対象店舗での決済サービスの利用に対して、

徳島県版プレミアムポイント第２弾（利用額の３０％、最大３，０００円分）を取得いただけます。

 実  施  期  間　  １２月２８日（水）まで

 対象になる方　 マイナンバーカード取得者（令和４年９月末までに申請）のうち、「徳島県版プレミアム

　　　　　　　　　　　 ポイント第 1弾（令和２年９月～令和３年２月末）」の未取得者（上限額３，０００円分に

　　　　　　　　　　　 達していない場合を含む）

 対象外となる方  　　「徳島県版プレミアムポイント事業第 1弾」で３，０００円分のポイントを取得済みの方

　　　　　　　　　　　 徳島県版プレミアムポイント第２弾に対応していないキャッシュレス決済サービスで国

　　　　　　　　　　　のマイナポイントに申し込んでいる方

　　　

 対象の           　☆楽天Ｅｄｙ　 ☆ａｕＰＡＹ　　☆ｄ払い　　☆ゆめか　　　☆楽天ペイアプリ

 キャッシュレス
 決済　　　　　　　

　　　　　　　  　　☆ｗａｏｎ　　　 ☆エフカマネー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※今後、追加の可能性があります。

　対象になる方は、「マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント

第１弾に申請していない方（これからマイナンバーカードを申請する方を含む）」です。

　また、マイナポイント第１弾に申請したものの、まだ最大５，０００円分までポイント付与を受けていない方は、

１月１日以降も引き続き、上限（５，０００円相当）までポイントの付与を受けることができます。

　なお、以下の第２弾マイナポイントの付与については未定ですので、情報が提供され次第ご案内します。

　・「マイナンバーカードを保険証として登録して７，５００円分のポイント付与（すでに登録された方を含む）」

　・「公金受取口座の登録で７，５００円分のポイント付与」

　　平日の８時３０分から１７時１５分　　

　　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

　　　・マイナンバーカードの申請

　　　　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

　　　　　　　　顔写真（３．５cm ×４．５cm）※役場でも撮影できます。

　　　　　　　　　　　　　   　　材料費に１００円いただいています。

　　　マイナポイント第２弾のご案内
【お問合せ先】住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

役場ではマイナンバーカードの申請をお手伝いしています。

国のマイナポイント第 2 弾は、1月1日からスタートしています。

徳島県版プレミアムポイント事業第２弾が４月１日から始まっています。
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　災害における避難者の安全確保及び避難所での 3 密回避を図るため、事前避難として「ホテル・旅館」を

活用する避難者に対し、宿泊費の一部を助成する事業です。

〈交 付 金 額〉

　避難者　１人１泊　上限５，０００円

〈補助対象者〉

　（１）居住要件　徳島県内在住で次のいずれかの区域に居住している者

　　　 　　　　　①土砂災害警戒区域

　　 　　　　　　②洪水浸水想定区域

 　　　　　　　　③高潮浸水想定区域

　　　　　　 　　※海陽町の防災のしおり等を参考にして下さい

　（２）属性要件　次のいずれかに該当する要配慮者と、その介助者として付き添う者

　　　　　　　　 （要配慮者１人に対して１人とします）

 　　　　　　　　①要介護認定３から５のいずれかの認定を受けている者

　　 　　　　　　②身体障害者手帳１級又は２級を所持する者

　　　　 　　　　③療育手帳Ａを所持する者

　　　　 　　　　④妊産婦及び乳幼児（満１歳未満）

　　　 　　　　　⑤その他町長が認める者

〈補助対象期間〉

　５月１日から１１月３０日までの台風及び大雨を対象として、警戒レベル３（高齢者等避難）以上の避難

情報が発令された場合

※対象となる宿泊施設やご自身が対象となるかの確認等、詳細は危機管理課へお問い合わせ下さい。

WITH・コロナ事前避難促進事業補助金のご案内
【お問合せ先】危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

～コロナ関連～

徳島県公式ＬＩＮＥアカウントが開設されました
【お問合せ先】危機管理課　（海南町庁舎）　☎ 0884-73-4163

○ LINE で「防災情報」を配信します
【配信内容】 ・避難情報（高齢者避難、避難指示）　

　　 　　　・気象情報（地震・津波速報、顕著な大雨に関する情報）　　　
           ・気象警報 
           ・土砂災害警戒情報
           ・高潮特別警戒水位情報
           ・河川水位警戒情報 ▼徳島県公式 LINE アカウント

　　　　　　　　　○基本メニュー

▼配信イメージ

▼県公式 LINE アカウント QR コード
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　部落差別の解消の推進に関する法律が平成２８年に施行されたのを受け、海陽町では県内に先駆け令和元

年６月に「海陽町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」の改正を行い、今年３月この条例で定められてい

る「部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画」を策定しました。また条例の第５条では、「町は、部落差別

をはじめ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。」としてい

ます。

　部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、海陽町人権相談員体制を令和４

年度から拡充し、隣保館との協力のもと相談体制の充実を図っております。

　人権相談日につきましては、福祉人権課までお問合せ下さい。

 ＤＭＶへは乗車予約で確実にご乗車いただけます。乗車予約は「発車オーライネット」からオンラインで予約

できるほか、宍喰駅、ホテルリビエラししくい、海の駅東洋町でも取り扱っております。また、予約がなくて

も当日、空席があれば直接運賃を支払って乗車することもできます。

　乗車時に座席番号とお名前を運転手にお伝えください。

　乗車する便の運転手に空き状況をご確認ください。運賃は後払いです。

　（宍喰駅では改札窓口で、その他は運賃箱へお支払いください。）

  ＊乗車予約されている方から順次ご乗車いただいております。

  ＊終点到着後は次の発車準備のため、ご案内までご乗車はご遠慮ください。

海陽町人権相談員について

空席があれば予約がなくても DMV に乗れます

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

乗車予約されているお客様

乗車予約されていないお客様
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健診のお知らせ  ～特定健診及びがん検診について～

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

●検診日：6 月 5 日（日）　＊申し込み：５月２０日（金）まで

●健診日：7 月 16 日（土）　＊申し込み：７月１日（金）まで

●健診日：7 月 1 日（金）　＊申し込み：６月１７日（金）まで

●健診日：7 月 24 日（日）　＊申し込み：７月１５日（金）まで

１．場所・受付時間

〈場所・受付時間〉

〈場所・受付時間〉

〈場所・受付時間〉

２．項目・料金　＊クーポン対象の方は、無料です。（骨粗しょう症を除く）

場　　所 受　付　時　間 項　　　　目

宍喰庁舎

海部庁舎

９時３０分～１１時

１２時～１２時３０分

１３時３０分～１４時３０分

マンモグラフィー・骨粗しょう症・大腸がん
※子宮頸がん検診は午後のみです。

マンモグラフィー・骨粗しょう症・大腸がん・子宮頸がん

場　　所 受　付　時　間

鞆浦漁業協同組合

海部庁舎

７時３０分～９時

１０時～１１時３０分

場　　所 受　付　時　間

ＪＡかいふ海部事務所 ( 野江 ) ８時３０分～１０時３０分

場　　所 受　付　時　間

宍喰庁舎

海部庁舎

７時３０分～９時

１０時～１１時３０分

項　　　　　目 料　　金 対　象　者

マンモグラフィー（乳がん検診）

骨粗しょう症検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診（午後からのみ）

乳房レントゲン検査

前腕骨レントゲン検査

便潜血検査（２日分）

子宮頸部細胞診検査

１，０００円

５００円

４００円

５００円

４０歳以上女性（２年に１回）
※クーポン対象の場合は
　ご利用いただけます

４０歳以上女性

２０歳以上の方

※電話での完全予約制です。２週間前までにお申し込みください。

  各検診の約１週間前に問診票・採便容器等をお送りします。

令和 4 年度から新たに前立腺がん検診のクーポンがはじまります！ 

　☆節目年齢対象者への無料クーポン配布事業の拡大⇒前立腺がん検診（血液検査）を追加します！

　　前立腺がんは、男性のがん罹患数の第１位！【がん情報サービス：がん罹患数の順位 ( ２０１８年 ) より】

　　今年度の無料クーポン対象の方は是非ご利用ください！！

    ( 無料クーポン対象でない方は、５００円で受けることができます )

　　※無料クーポン対象年齢の方には、６月上旬にクーポン券を郵送します。

この機会にいかがですか？

【婦人がん検診のお知らせ】

【総合健診のお知らせ】

＊健診機関：徳島県総合健診センター

＊健診機関：徳島県総合健診センター

＊健診機関：農村健康管理センター

・今年度より受診機会を増やすため、
　農村健康管理センターの巡回健診での
　受診が可能となりました。
・人数制限があります。
　ご予約はお早めにお願いします。
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【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

５月の母子保健事業のおしらせ

※混雑を避けるため、時間帯のご予約をお願いしております。

※各種相談のご希望やご不明な点等ございましたら、お気軽にお電話ください。

１歳６か月児健診
３歳児健診

げんきひろば
（乳幼児相談）

パパママ教室

助産師相談室

遊びの相談

問診・身体計測・小児科診

察・保健相談・幼児食相談・

歯科相談など

牟岐・美波町と合同で助産

師による骨盤・乳房ケア、

赤ちゃん抱っこや授乳方法

などを学ぶ集団教室

作業療法士による遊び方な

どの個別相談

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　程

〈項目及び料金〉　※クーポン対象の方は無料です。（胃がん検診を除く）

※新型コロナウイルス感染予防対策として、時間予約制とさせていただきますので、必ず予約をお願いいたします。
※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。

項　　　　目 料　金

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

わかいし健診：特定健診と同様
※１６歳から３９歳までの方が対象です。
※ピロリ菌検査も同時に実施できます。（１度も受けたことがない方のみ）

肝炎ウイルス検査：血液検査
※対象となる方　①昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれの方
　　　　　　　  ②①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

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 ※対象となる方：喫煙指数（１日のたばこの本数×喫煙年数）が６００以上の方が対象です。

海部庁舎

３階

げんき

ひろば

牟岐町

海の

総合文化

センター

５月９日（月）

５月２５日（水）

９：００～１０：３０

９：３０～１２：００５月１７日（火）

９：３０～１２：００

徳島県の小児救急医療体制（夜間・祝・休日）が変わります

　今まで徳島赤十字病院は隔日でしたが、４月１１日より全日受け入れ可能となりました。

　診療時間内はかかりつけ医を受診してください。夜間休日は＃８０００（徳島こども医療電話相談）もご

利用できます。受診の際には必ず事前に確認し、健康保険証と子どもあゆみ医療の受給者証をお持ちの上、

受診してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　医療とくしまホームページ　徳島県の小児救急医療体制について　より

身体計測、保健・栄養・歯

科相談の中からご希望の物

を選択

開業助産師による骨盤ケア

や乳房ケアなどの個別相談
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【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4152
   　　　徳島南年金事務局　お客様相談室　☎ 088-652-1511

国民年金の手続き（種別変更）はお済みでしょうか？

　就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わったときは、１４日以内に手続きをすることが必要です。届出

をしなかったために、将来の年金額等に影響が出る場合がありますので、必要な手続きは早急に済ませましょう。

■国民年金の加入者は３つの種別に分けられます。

　　○第１号被保険者・・・自営業、学生など（第２号、第３号被保険者以外の方）

　　○第２号被保険者・・・会社員など厚生年金保険・共済組合等の加入者

　　○第３号被保険者・・・会社員など（第２号被保険者）に扶養されている配偶者

■種別が変わるときには届出が必要です。

【お問合せ先】　総務課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4151

第４次海陽町行財政改革プランを策定しました

　本町の行財政改革の推進に係る計画で

ある「第 3 次海陽町行財政改革プラン」

が令和 3 年度で満了することに伴い、住

民代表等で構成される海陽町行財政改革

プラン推進委員会での審議及び答申を経

て、新たな行財政改革プランを策定しま

した。

 このプランにおいては、「あたらしい未

来を築く持続可能な行財政基盤の確立　

～みらいへの改革に挑む～」を基本理念

とし、行政運営の効率化と住民サービス

の向上を図ることを目的に、持続可能な

町政運営を行ってまいります。

※本プランは、基本理念を実現

　するために取り組むべき方針

　として、4 つの基本方針を定

　め、この基本方針を効果的か

　つ具体的に実行するための取

　組事項を定めています。

あたらしい未来を築く持続可能な行財政基盤の確立
　　　　　　～みらいへの改革に挑む～基本理念

基本方針

推進項目

１．行財政
    基盤の
    確立

２．行政運営
　　体制の
　　効率化

３．行政
    サービス
    の充実

４．行政サー
　　ビス提供
　　の効率化

１．町税等の収
　　納率の向上

２．受益者負担
　　の適正化

３．未利用公有
　　財産等の活
　　用・処分

４．税外収入の
　　積極的確保

５．職員配置の
　　適正化

６．人事評価制
　　度の見直し

７．柔軟な働き
　　方改革の推
　　進

８．行政事務の
　　合理化

９．多様な主体
　　との連携

10．民の知恵と
　　活力を活用
　　した行政
　　サービスの
　　展開

11．スマート自
　　治体の推進

12．行政サービ
　　スの点検と
　　見直し

13．公共施設等
　　のあり方検
　　討

14．公営企業等
　　の経営健全
　　化
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【お問合せ先】 　住民環境課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4152

生ごみ処理機購入補助について

　　　　　　　　　　　　 　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） 

　 ・ 申請期間は 5 月 6 日 ( 金 ) から

○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。
　　　　　　　　 　　　　5 月 6 日 ( 金 ) から　（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。  

【お問合せ先】 　住民環境課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4152

犬・猫の避妊と去勢手術料の一部を助成します！

補助対象　 ・ 犬については、 海陽町で登録し、 助成申請年度において狂犬病予防注射を受けている犬の所有者

　            ・ 町税などの滞納がない方

助 成 金　 ・ 1 件につき 5,000 円

そ の 他　 ・ 手術を受ける前に、 申請してください。

　　　  　　　 ・ 申請者が多い場合は抽選となります。  

　この事業は、 「動物の愛護及び管理に関する法律第 20 条 （犬、 猫の繁殖制限） 犬又は猫の所有者は、 これらの

動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあると認める場合に

は、 その繁殖を防止するため、 生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」 に基づ

き、 動物愛護の普及啓発事業の一環として、 徳島県、 徳島県獣医師会、 海陽町が協力して行うものです。  

　   犬 ・ 猫の放し飼いはやめましょう。  犬 ・ 猫のフンは、 飼い主が責任をもって後始末しましょう。  

【申込み・お問合せ先】 　住民環境課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4152

太陽光発電システム設置補助金をご利用ください

　地球環境の保全やエネルギーの安定供給の確保等、 自然環境に優しい循環型の町づくりを推進するため、 自らが

居住する住宅に新たに太陽光発電システムを設置する経費に対して補助金を交付します。  

○補助概要

　  ・ 町内に住所を有する者又は見込みのある者

　  ・ 申請時において、 町税の滞納のない者

　  ・ 電力会社と電灯契約及び余剰電力の売電契約を締結できる者

　  ・ 太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が少なくともどちらかが１０kw 未満の

　     発電システムであること

○補助率

　  ・ 補助金の交付は、 １世帯につき 1 回限り

　　　補助金の交付額は、 １kw あたり４万円 （上限１６万円まで） 

○補助金申請受付期間

　　　令和５年１月３１日 （火） まで

　　※ただし、 予算がなくなり次第、 募集を締め切ります。  （およそ６件を予定しています） 

　　※必ず、 工事着工前に申請してください。  
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【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）     ☎ 0884-73-4156

『海陽町ふるさと創造戦略補助金』  補助対象事業の募集のお知らせ

【お問合せ先】管財課 地籍係　（海南庁舎）     ☎ 0884-73-4169

今年も地籍調査を行います

地域の課題解決を図るための事業経費について、 クラウドファンディングを利用した資金調達を行う個人、 法人
及び任意団体等に対し、 予算の範囲内で補助金を交付し、 その事業を支援します。
(1) 募集数　　２事業程度
(2) 補助率   10 分の 10 以内
(3) 対象となる事業　　地域の課題解決につながる事業
(4) 補助金の上限額　　20 万円
(5) 補助の対象となる経費等　　1. クラウドファンディング利用手数料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2. 出資者募集 ・ PR に係る経費
(6) 募集期間　　5 月 2 日 ( 月 ) ～ 10 月 31 日 ( 金 )　※ 先着順に審査いたします。

町内で起業する者に対して、 予算の範囲内で補助金を交付し、 その事業を支援します。
(1) 募集数　　3 事業程度
(2) 補助率　　２分の１以内
(3) 補助金の上限額　　　100 万円
(4) 補助の対象となる経費等　　1. 開業準備に関する経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2. 改修に関する経費
(5) 特記事項　　申請者は海陽町より特定創業支援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商工観光課 （0884-76-1513） へお問い合わせください。
(6) 募集期間　　5 月 2 日 ( 月 ) ～ 10 月 31 日 ( 月 )　※ 先着順に審査いたします。

●令和 4 年度の予定

　１． 対象地区　【浅川地区】　 浅川字加島の全部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅川字鍛冶屋、 別当、 栗浦口、 天神前、 柳内、 片山、 大砂、 大田、 イナの各一部

　２． 作業内容　　地籍調査 【現地立会調査】

　３． 調査期間　　9 月～ 12 月 （現地調査予定）

※現地立会調査とは、 一筆毎の土地について、 土地所有者の皆さんと立会を行い、 所有者、

　 地番、 地目、 境界を確認し、 境界標識を設置する調査です。

1. 住民負担はありません

    地籍調査で必要な経費は、 国 ・ 県 ・ 町で負担し、 海陽町が実施するので住民負担はありません。

2. 関係者の皆様へ

    関係者の皆様には、 現地調査に先駆けて、 説明会のご案内は 8 月中旬頃、 立会依頼のご連絡を 9 月中旬頃、

    差し上げますので、 ご理解、 ご協力下さいますようお願いいたします。

                      ～あなたの土地を再確認～  ☆子や孫に 「悔い」 を残さず、 「杭」 残そう！

　現在の土地登記簿、 公図は明治の初めにできたもので
あり、 当時の測量技術の未熟さや、 長い年月の経過によ
り、 現況と必ずしも一致していない場合が多くあります。
　土地の境界を最新の測量技術と精密な調査によって、
皆さんの大切な財産を明確にし、 その権利を保護できる
ものにしなければなりません。

土地の権利の明確化や境界紛争の防止に役立ちます。

現地と図面が一致するため土地の売買や分合筆が容易になります。

地震 ・ 津波等の災害が起きても元の位置を正確に復元できます。

財産の管理及び保全として、 後継者にもわかりやすくなります。

★なぜ、 地籍調査が必要なの？　　　　　　　　　　　　　　　★地籍調査の効果は？

　町の活性化又は地域の課題解決を目的とする 『令和 4 年度海陽町ふるさと創造戦略補助金』 の補助対象事業
を募集します。

・ ・ ・ ・ ・ 補助制度の詳細、 応募手続きについて ・ ・ ・ ・ ・
　補助制度の詳細については、 町ホームページでご確認いただくか、 担当課までお問い合わせ
ください。
　応募する場合は、 所定の企画提案書に関係書類を添えてご提出ください。 応募用紙は事前に
担当課窓口でお受け取りになるか、 町ホームページからダウンロードして使用してください。

補助制度詳細
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【お問合せ先】　税務課（海南庁舎）　（軽自動車）　　　　☎ 0884-73-4153

　　　　　　　東部県税局自動車税庁舎（普通自動車）　☎ 088-641-2323

自動車税（種別割）の納付は 5 月 31 日まで！

　４月１日現在、軽自動車等（原動機付自転車等を含む）を所有する方へ５月中旬までに軽自動車税 ( 種別割）
の納税通知書を送付します。お近くの金融機関、役場窓口またはコンビニエンスストア等でお納めください。

※口座振替の手続きをされている方は、納税通知書に記載の指定された金融機関等の口座から自動振替され
　ます。前日までに納税額を口座にご用意ください。

 今年度の自動車税種別割の納期限は５月３１日（火）です。納税通知書の裏面に記載されている金融機関、
コンビニエンスストア等で納付できます。納期内にお納めください。

【お問合せ先】　牟岐警察署　☎ 0884-72-0110

牟岐警察署からのお知らせ

　春の行楽期における山岳遭難を防止するため事前の準備をしましょう！

　1. 身体の準備

　　　 ▽  体調万全で臨みましょう

　　　 ▽  準備運動やストレッチ等をして身体を痛めないようにしましょう

　2. 山の情報

　　　 ▽  登山道での傾斜のきつさや岩の尾根（よじ登らなければ通りにくい箇所）の確認をしましょう

　　　 ▽  山間部では、気象状況が変化しやすいので、十分に注意しましょう

　登山をするための携行品の例

　□ 雨具（傘、合羽）

　□ 登山地図

　□ 磁石（コンパス）

　□ 懐中電灯

　□ 防寒具

　　□ 携帯電話（無線機）

　　□ 非常食

　　□ 予備電源（充電器や電池）

　　□ 目立つ色のタオル〔※救助ヘリへの合図に効果的〕

【お問合せ先】　商工観光課　（宍喰庁舎）　　☎ 0884-76-1513
　　　　　　　徳島県立工業技術センター　☎ 088-669-6369

特定計量器定期検査が実施されます

　取引や証明に使用する「はかり」は計量法に基づく「定期検査」を受けることが義務づけられています。

検 査 日 検 査 場 所

　　　５月２０日 （金）
海陽町海部公民館

　　　５月１９日 （木） 海陽町宍喰庁舎

海陽町海南庁舎

受 付 時 間

　９時～１１時まで

１３時～１７時まで

１２時～１５時まで

納 付 期 限

口座振替日

お問合せ先

５月３１日 ( 火 )

５月２５日 ( 水 )

海陽町役場　税務課

納 付 期 限

お問合せ先

５月３１日 ( 火 )

東部県税局自動車税庁舎

軽自動車を利用されている方

普通自動車を利用されている方
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【お問合せ先】　建設課　（海南庁舎２Ｆ）　☎ 0884-73-4159   FAX0884-73-4160

家屋耐震、空き家・ブロック塀の解体、
家具固定等を補助します！

木造住宅耐震化補助制度

海陽町老朽住宅解体費支援事業

海陽町ブロック塀等撤去事業

家具固定専門員派遣制度

　 町内にある木造住宅の耐震診断や耐震改修、 耐震シェルターの設置等に要する費用の一部を補助しています。

申込期限 ： 12 月 23 日 （金） まで

　 住宅の所有者等が老朽化 ・ 廃屋化した空き家を解体するとき、 その費用の一部を助成します。  

申込期限 ： 12 月 23 日 （金） まで

助成金額 ： 解体にかかった経費 2/3 以内、 最大 60 万円を助成します。  （それ以上は個人負担となります。） 
※施工業者は海陽町建設工事指名登録業者に工事を発注して頂きます。  

　 補助金交付申請の書類等、 詳しくは上記連絡先までお問い合わせください。

　 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による災害の防止及び津波からの円滑な避難を確保するため、 撤去事

業を実施する方に対し、 補助金を交付します。

申込期限 ： 令和 5 年 1 月 27 日 （金） まで

補助金額 ： 撤去にかかる見積額と基準額 （1 ㎡あたりに 9,000 円を乗じた額） のいずれか少ない額の５分の４

　　　　　　　 以内。  

対象となる工事 ： ブロック塀、 石塀、 レンガ塀等で道路または多数の人が歩行する通路に面していること。

　　　　　　　　　　　延長が 1 ｍ以上、 かつ高さが 1 ｍ以上のもので基礎部分を除き全てを撤去すること。  

申請できる方 ： ブロック塀等を所有、 管理する方で、 ブロック塀を撤去される方。  
※土地の販売を目的としてブロック塀を撤去する場合は、 補助対象外となります。  

注意事項 ： 補助制度を利用する場合は、 事前の手続きが必要となります。  工事着手前に建設課までお問い合わせ

　 　 　 　 　 ください。  申し込みの受付は、 予定件数に達し次第終了いたします。

　 自主防災会で家具固定に取り組む場合に家具固定専門員を派遣し、 お家の家具を固定し地震に備える制度です。  

対　  　象 ： 5 戸以上の申し込みがある自主防災会 （一度でも実施したことがあれば、 1 戸から実施可能） 

申込期限 ： 令和５年 1 月 27 日 （金） まで

申込方法 ： 自主防災会で 5 戸以上をとりまとめて申し込みください。  

※申し込みは自主防災会代表者のみ、 個人からの申し込みはできません。  

※家具は 3 つまで無料で固定しますが、 4 つ目からは、 1 つ当たり 8,000 円程度の実費負担になります。  

※申し込みの受付は、 申込期間に関わらず、 予定件数に達し次第終了します。  

※申込書は役場建設課にあります。  申込、 詳細等は上記連絡先にお問い合わせください。

スマート化 　　　　  【補助金額】
上限額 30 万円、補助率 3分の2
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【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

空き家を有効に活用しませんか？

　海陽町では、町内の空き家の賃貸又は売却を希望する所有者から提供された物件の情報を、ホームページ

や役場窓口等にて情報提供を行う『海陽町空き家バンク』制度を行っております。古い物件でも、改修が必

要な物件でも、利用を希望される方は沢山おられますので、ぜひお問い合わせください。

　　　　　　＊物件登録数：１０６件（累計）　　＊令和３年度成約件数：１５件

■海陽町空き家バンクのしくみ

■空き家バンク登録の流れ

　登録を希望される方は、物件の登録申込が必要です。また、申込後、徳島県住宅供給公社から派遣された

空き家判定士による建物の調査（現地調査）をさせていただきます。

１．調査日　　希望日をお聞きしたうえで日程を調整いたします。

２．調査内容　家屋内部調査（間取り等の建物情報）

　　・外観及び内部の写真撮影も行います。

　　・建物の中に入り、調査する必要がありますので、所有者又は代理者の立会をお願いします。

　　・調査に要する時間は、半日程度を予定しています。

３．申込締切　令和５年１月３１日（火）※先着２５件まで

　　締切日以降のお申し込みについては、お問い合わせください。

４．費用　無料

　　※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、　　　　　　　　　　　　　

　　　まち・みらい課までお問い合わせください。　　　　　　　　　　　

空き家バンク 空き家改修支援補助金
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♬ 第４２回　モルックを体験しよう ♬
WAKAISHI   CAFE

'

　今回はフィンランドの伝統的なスポーツ「モルック」をみんなで体験します♪
　モルックとは、地面に立てられた木のピンにモルックという木の棒を投げ、獲得した点数
を競うスポーツです。皆さんぜひご参加ください。

■日 時：５月１５日 (日 )　１３：３０ 遊遊ＮＡＳＡ芝生広場　集合（１５：３０ 解散）
■参加費：５００円（保険料込）
■ご予約：参加を希望される方はＱＲコードの予約フォームからお申込みください。
■予約〆切：５月１２日（木）
■持ち物：飲み物、タオル、動きやすい服装でお越しください。

　雨天時は城山荘にて１３：３０から「蜜蝋ラップづくり」に変更します。
　変更の場合は前日までにご連絡いたします。

　※蜜蝋ラップとは、繰り返し使える財布にも環境にもやさしいラップです。

　新型コロナウイルス感染対策として手指消毒、マスク着用、検温にご協力ください。
　発熱、体調不良等の症状がある方は参加をお控えください。

予約フォーム

【お問合せ先】　教育委員会　　☎ 0884-73-3100   FAX 0884-73-3833

Global（グローバル）Kaiyo（海陽）からのメッセージ

　５月から、 海陽町のグローバル活動について情報を発信しているＨＰ上で、 海外からのグローバル ・ スタッフ
が海陽町のいろんな場所を訪れ、 その感想を “Ｉ went to…” 「海陽で行ってみた！」 シリーズに載せること
にしました！
　初回は、先日のアンケートで海陽町の児童生徒が 「海陽のおすすめスポット」 １位に選んだ 「松原海岸」 ！！！
　他にも、 阿波海南文化村での体験やイベント情報、 子ども向け教育教材 （クイズやゲームなど）

も up 予定！そして同時に、 世界中に海陽町のことを発信していきます。

　是非、 ＨＰをご覧くださいね。   リンク先 ： https://www.globalkaiyo.com/　QR コードでチェックしてねー　→

【お問合せ先】
わかいしプロジェクト事務局
海陽町役場まち・みらい課
☎ 0884-73-4156

【お問合せ先】　教育委員会　　☎ 0884-73-3100   FAX 0884-73-3833

ENGLISH おしゃべりクッキング

　海外料理の作り方と繋がる豆知識を楽しく学ぼう！今回のクラスではオーストラリアなど各国のビーチサイドで
よく食べられている 「Fish and chips」 （フィッシュアンドチップス） を紹介します。 料理初心者も大歓迎です。

　対 　象 ： 一般 （中 ・ 高生含む）
　　　　　　 ※小学生は保護者同伴の場合可
　　　　　　 ※ファミサポに託児をお願いできるので小さいお子さまをお持ちの方も安心して参加できます。

　定　 員 ： １２名
　場　 所 ： 三幸館調理室 （阿波海南文化村）
　日　 程 ： 5 月 29 日 ( 日） 午前 10:00 ～ 11:30　(90 分 )
　申込締め切り ： 5 月 20 日 ( 金 )
　指導者 ： Sean Green ( ショーン ・ グリーン ) （オーストラリア出身の国際交流員）
　協力者 ： NPO あったかいよう ・ かいようファミリーサポートセンター
　参加費 ： 300 円 （保護者一人につき、 小学生以下一人は無料）
  　※持ち物 ： マスク、 エプロン、 持ち帰り用のタッパー

　■注意点 ： 今回の料理には卵 ・ 牛乳 ・ 小麦を使用します。

　■申込方法 ： 電話、 FAX、 電子申請にて、 ①参加者全員の氏名　②住所　③連絡先　④託児希望
　 　⑤必要食数 〔参加者数 （託児含む） 以上の食数は提供できません〕 をお知らせください。
　　　※アレルギーなどにより、 食材の詳細を知りたい場合はお問合せください。

　■申込先 ： 海陽町教育委員会　

　海陽町の電子申請サービスからお申込みできます。 右の QR コードをスキャンしてください。 →
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【お問合せ先】 　総務課　（海南庁舎）　　　0884-73-4151

海陽町職員管理職人事異動のお知らせ

◆新規職員紹介

　令和４年４月１日付けで、 管理職の異動がありましたのでお知らせいたします。 　※ 〈　〉 内は旧職名

◆参事兼総務課長 （会計管理者兼出納課長事務取扱兼務） ・ 行財政改革推進本部長

　　浦　川　光　弘 〈参事兼総務課長 ・ 行財政改革推進本部長〉

◆福祉人権課長兼地域包括ケア推進課長

　　大　崎　浩　一 〈福祉人権課長〉

◆農林水産課長 （農業委員会事務局長併任）

　　乃　一　圭　司 〈農林水産課長〉

◆徳島県南部総合県民局県土整備部 【美波】 課長補佐

　　岩　佐　和　人 〈建設課主幹〉

◆建設課主幹

　　原　田　幸　典 〈徳島県県土整備部河川整備課主査兼係長〉

原
は ら だ

田　幸
ゆきのり

典 （建設課） 徳島県から派遣

　徳島県から海陽町に派遣されまし

た原田といいます。 宍喰地区地域防

災公園整備など、 海陽町における

事業が円滑かつ安全に進捗できるよ

う、 県と町との調整を行うなど精一   

　　　　　　　　　　杯努力していきたいと思いますので、

　　　　　　　　　　よろしくお願いいたします。

戎
えびすだに

谷　鮎
あ ゆ み

美 （商工観光課）

　まだまだ至らぬ点はあると思いま

すが、 一日でも早く海陽町の皆様の

お役に立てるように一生懸命頑張り

ます。 よろしくお願い致します。

亀
か め い

井　瑠
る い

唯 （福祉人権課）

　新社会人として、 地域の皆様のお

役に立てるように精一杯頑張りたい

と思います。 宜しくお願いいたしま

す。

芝
しばもと

本　祐
ゆ う じ ろ う

治郎 （危機管理課）

　今年から海陽町役場の一員として

働かせていただくことになった芝本

祐治郎と申します。 分からない部分

が多くご迷惑をおかけすると思いま

すが、 一生懸命頑張りますのでよろ

　　　　　　　 　　　しくお願いします。

谷
たに

　采
あ や か

伽 （総務課）

　総務課に配属になりました谷です。

地域の皆様のお役に立てるように精

一杯頑張ります。 どうぞよろしくお

願いいたします。

堀
ほりかわ

川　真
ま な お

奈央 （住民環境課）

　住民環境課に配属となりました堀

川です。 責任感と協調性をもって

日々業務に取り組んで参ります。 よ

ろしくお願いいたします。

由
ゆ ら

良　岳
た け と

斗 （農林水産課）

　農林水産課に配属となりました由

良です。 海陽町のために一生懸命頑

張りますので、 よろしくお願い致し

ます。

上
う え の

野　真
ま き こ

紀子 （海南病院看護師）

　海南病院に配属となりました上野

です。 どうぞよろしくお願いいたし

ます。 患者さまの心に寄り添い、 信

頼される看護師を目指し、 日々精進

してまいります。
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

川  島  智代子
かわ　  しま       ち   よ   こ

（旧：海部町出身）

　最近、徳島の民話に触れる機会があった。

　民話の中には、狐や狸が度々登場してくる。狐も狸も人間に悪さをしたり、化かしたりだが、最後にはこ

らしめられるといった話が多いようだ。

　徳島には、狐よりも狸がでてくる話が多いらしいが、私が祖父から聞いた地元海陽町の話は、狐が人間を

化かすというものだった。詳しい内容は、なにしろ時間が経ち過ぎて忘れてしまったが。

　私が、小学生の頃の通学路には、片側が山のところもあった。その山肌にはくぼみがいくつかあって、い

かにも何かの巣穴のようだった。

　ある夕方、同級生と帰宅途中、茶色の四本足の動物とすれ違った。すると一人が、「今のは狐や !」と言っ

たのだ。信じられなかった私に、「絶対、まちがいない」と同級生は強く言い切るのだった。

　本物の狐を見たことがなかった私達は、うす暗くなりかけた通学路を逃げるように帰ったのだった。そこ

には、小さい頃聞いた、狐に化かされた話が心の底にあったように思う。

　今は、かつての通学路も、きれいに整備されて、車だとに 2、3 分で走り過ぎてしまう。いっそ、ゆっく

り歩いてみたらどうだろう。

　今も人間を化かそうとして、狐が現れるだろうか。

　それとも、狸が巣穴でコロナの収まるのを、じっと待っているだろうか。

　思いばかりが海陽町の空をかけめぐるこの頃である。

　「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ご紹介ください。

【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→

令和４年度の年会費は無料です。

来年度以降は未定 （年会費 2,000 円） です。

※交流会等には別途参加費が必要です。
「会員募集中です！」

海陽町関西ふるさと会 入会のご案内！
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【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

海陽町で「移住」をサポートしています !!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨今のコロナ禍の影響で、 都会から地方へ移住を検討する方が増え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海陽町では、 移住を検討する方へ 「移住体験施設」 や 「空き家バンク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度」、 「求人情報の提供」 などの移住支援や情報提供を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回のインタビューは、海陽町と共に「移住」をサポートしている「NPO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人 あったかいよう ※1」 の家中孝夫 （いえなか　たかお） さんと長尾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早苗 （ながお　さなえ） さんにお話をうかがいます。

Ｑ、 「NPO 法人 あったかいよう」 では、 町と協働で移住希望者のサポートをしているとおうかがいしました。

　　　どのようなサポートをしているのでしょうか？　

Ａ、   　海陽町に住みたい方に対して、様々なサポートをさせて頂いています。昨年度は、空き家案内・移住相談が３３件、

　　　空き家の片付けサポートが２７件ありました。 その他にも、 空き家調査、 お試し住宅 「いもちの家」 への移住希

　　　望者の受け入れや移住研修 ・ 移住フェアへの参加なども行いました。 また、 移住された後のアフターケアにも力

　　　を入れています。 移住後、困っていることはないか、また自然に地域に溶け込めるようなお手伝いができるように、

　　　折に触れて声をかけさせてもらっています。

Ｑ、 不安な移住希望者に、 そのようなサポートをしていただけるのは心強いですよね。 最近は、 どのようなご相談が  

　　　多いですか？

Ａ、   　コロナ禍が２年以上になりました。 働き方が変化しリモートワークできるようになったので、 自然の近くでのんび

　　　り暮らしたい、 という方も最近は増えています。 また、 サーフィンや釣りがしたい、 農業がしたいなど、 目的をもっ

　　　て来られる方も多い印象です。 また、 一軒家に住みたい、 という希望の方も多いのですが、 住む家が無い、 とい

　　　う問題もあります。 空き家は多いのですが、 貸してくれなかったり、 すぐに住める状態ではなかったりします。

Ｑ、 やはり、 住まいは移住者にとって大切なことですよね。 　「あったかいよう」 では空き家の調査や片付けサポート

　　　も行っているとおうかがいしましたが、 教えていただけますか？

Ａ、   　家主さんが高齢だったり、 町外に住んでいたりで、 なかなかご自分で片付けができない、 という方は多いです。

　　　そういう場合、 あったかいようで実費だけ頂いて、 片付けをさせてもらっています。 片付けることで、 空き家の

　　　活用ができ、 家主さんも移住希望者も両方が喜んでくれます。 そういう意味では、 片付けサポートはとてもやり

　　　がいのある仕事だと思っています。 また、 今年度は空き家調査にも力を入れて取り組んでいく予定です。

Q.  最後に、 お二人から 「海陽町の魅力」 と 「移住希望者」 へメッセージをいただきました。

Ａ．  　海陽町は 「海 ・ 山 ・ 川」 すべてが美しい町です。 また、 なにより 「人が優しい」 町でもあります。 あったかい

　　　ようでは、 海陽町に住む人が楽しくいきいきと暮らせるように、 移住支援以外にも様々な活動を行っています。

　　　　移住希望の方、 ぜひあったかいように一度ご相談ください！

空き家の片付けをする
家中さん

　　※ 1  「NPO 法人 あったかいよう」 って？

　海陽町に住む人たちが、 自分たちの未来をより

良いものにするために立ち上げた団体です。 イベン

ト開催から、 町の賑わいを伝えるための人材育成、

移住支援や多世代交流の支援まで、 地域を元気に

するための取組みを行っている NPO 法人です。

移住サポートのお問い合わせは、

NPO 法人あったかいよう　☎ 0884-70-1413 までお問い合わせください。
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～海南病院からのお知らせ～ 新任医師のご紹介
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

　はじめまして。徳島大学病院から、毎月第 3 金曜日に診療支援に来ています。

　普段は検死・検案・司法解剖を中心に警察のお手伝いをしています。第 2 火曜日には西祖谷診療所、毎週土

曜日には民間病院で総合診療を担当しています。

　皆さんの健康のお役に立てればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

　現在、小松島市の碩心館病院で内科を中心に総合診療をしています。

　趣味は、海外・国内旅行です。どうぞよろしくお願いします。

　はじめまして。普段は徳島県立海部病院で勤務しており、診療支援医師として隔週で木曜日に海南病院でお

世話になります。

　これまでは血液疾患を中心に診療していましたが、内科医として様々な

疾患をカバーできるよう精進したいと思います。よろしくお願いいたします。

　西村　明儒　医師プロフィール

　昭和６２年　３月　 滋賀医科大学医学部卒業

　平成　４年　３月　 神戸大学大学院医学研究科修了

　平成　８年　４月　 滋賀医科大学・助教授・医学部（法医学）　

　平成１３年１０月　 横浜市立大学・助教授・医学部（法医学）

　平成１７年　４月　 公立大学法人横浜市立大学・準教授・医学部（法医学）

　平成１９年　４月 　公立大学法人横浜市立大学・准教授・医学部（法医学）

　平成２０年　４月 　国立大学法人徳島大学大学院ＨＢＳ研究部・教授（法医学）

　平成２７年　４月 　国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部・教授（法医学）

　（学位）

　博士（医学）　神戸大学（平成 4年 3月）

　宮本　和明　医師プロフィール

　昭和５９年　 和歌山県立医科大学卒業

　平成２４年　 馬服医院

　平成２８年　 碩心館病院

　堀　太貴　医師プロフィール

　平成２９年　 徳島赤十字病院研修医

　令和  元年　 徳島大学病院　血液内科

　令和　２年　 ＪＡ徳島厚生連阿南医療センター　内科

　令和　４年　 徳島県立海部病院　内科

西
にし

村
むら

　明
あき

儒
よし

  内科医師

宮
みやもと

本　和
かずあき

明  内科医師

堀
ほり

　太
た い き

貴  内科医師
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受付時間　午前診察　  ８：３０～１１：３０

　　　　　午後診察　１３：３０～１６：３０

◇毎月第１月曜日午後の内科外来１３：３０～１８：００ （１６：３０以降の受付は予約患者のみとなります。）

◇毎月第１火曜日の午後内科外来日浅医師の診察になります。

◇木曜日の内科外来は堀医師・細木医師の隔週交代での診察になります。

◇毎月第３金曜日の午前は西村医師の診察、それ以外の金曜日の午前内科外来は休診になります。

◇毎月第３金曜日の午後は西村医師の診察、それ以外の金曜日の午後内科外来は渡邉医師の診察になります。

◇毎週火曜日・木曜日の午後整形外科は休診になります。

◇脳卒中・認知症 外来１４：００～１７：００　※完全予約制　連絡先はこの記事上部に記載

　毎月第１・３火曜日　影治照喜 医師 ／ 毎週金曜日　岡　博文 医師

海南病院 外来診察案内

海南病院ホームページ
kainanhp.jp →

　はじめまして。徳島県立海部病院から隔週で木曜日に診療支援に来ています。

　糖尿病を中心に内科診療に携わっています。

　海部郡の医療に貢献できるよう努力してまいりますので、よろしく

お願いします。

　細木　美苗　医師プロフィール

　平成２９年 　徳島赤十字病院初期臨床研修医

　平成３１年　 徳島赤十字病院　代謝・内分泌内科

　令和　２年 　徳島大学病院　内分泌・代謝内科

　令和　３年 　ＪＡ徳島厚生連阿南医療センター　内科

　令和　４年　 徳島県立海部病院　内科

細
ほ そ き

木　美
み な

苗  内科医師
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血圧計を一家に一台プロジェクト！ （コロナに負けない体づくり事業）

　　　　　　　　　　　　　　この機会に 「血圧測定習慣」 をつくりませんか？
●血圧測定スタンプラリー開催中！

　①血圧計を受け取ります。 （愛あいクラブ又は海部庁舎福祉人権課でお渡し ・ アプリもＯＫ）

　②血圧計を毎日測定し、 １ヶ月後に愛あいクラブ又は海部庁舎福祉人権課へ記録を提示いただくと減塩

　　 商品等をお渡しします。 保健師さんの血圧相談も随時開催中です。

　　＊引き続き３ヶ月、 ５ヶ月後も商品をお渡しします。

●血圧計購入 ３０００円補助も継続中！ （先着１５０名）

　領収書をお持ちいただくと３０００円キャッシュバックいたします。

　愛あいクラブでも５５００円の血圧計を販売しております。

今月の 月いちウォーク
◇日時　　5/14　第２土曜日　９: ３０スタート　

◇場所　　ピクニック公園　大里松原コースを予定しています。

◇料金　　無料　　＊どなたでもご参加ください！

＊事前のご予約は要りませんので マスク着用 でお越しください。

＊雨天中止

キッズレクスポーツ 「2022 年度生募集！」

第１・３  土曜日  １０ ： ００～１２ ： ００　

◇場 　 所　　海南小学校体育館

◇対 　 象　　小学生　＊就学前は保護者同伴

◇指 　 導　　悦田　真由美

◇年会費　　２，０００円 （保険代８００円）

＊お友達とペア入会の場合は２００円引きいたします。

◇持 　 物　　室内用シューズ ・ 飲物

５月７日　ラダーゲッター

５月２１日　ボッチャ

などのニュースポーツを行います。
子どもの体力に応じて楽しく体を動かします。

ボールあそび、 かけっこ、 ニュースポーツ、

野外活動など

無料体験受付中！
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～ 令和４年度　海部高校入学式 ～

～ 着任 ･ 新任式および始業式をリモートで実施 ! ～

　４月８日 （金）、 令和４年度の着任 ・ 新任式および始業式、 入学式が行われました。
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【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

【お問合せ先・申込先】 　海陽町商工会青年部事務局　　☎ 0884-73-0350

【お問合せ先】 　博物館　　☎ 0884-73-4080

母川ほたるまつりのお知らせ！

母川ほたるまつり出店募集！

海陽町立博物館 春の特別企画展

と　き … ６月４日 （土） ～１１日 （土）　２０ ： ００～２１ ： ３０

ところ … 母川河川敷 （海陽町高園）

内　容 … 高瀬舟、 笹舟づくり教室など

　　　　　　　初日のみ夜店あり （１８ ： ００～）

　　　高瀬舟乗船料　　一般　　　　 　５００円

　　　　　　　　　　　　　　小 ・ 中学生　２００円

※乗船定員のため、 乗船券の販売数を１日あたり１００枚に制限させていただきます。

※高瀬舟は、 天候 ・ 河川の状況により予定を変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

https://www.kaiyo-kankou.jp/

　６月４日 （土） に限り、 海陽町商工会青年部主催で夜店の出店を行います。

　次の内容に賛同できる出店希望団体は商工会青年部事務局までお申し込みください。

　　 ・ 海陽町内の公的団体

　　 ・ 祭りの景観、 雰囲気を壊さない団体

　　 ・ 商工会青年部に小間料３、 ０００円 （１小間２．７ｍ） を納め、 かつ全権を委任できる団体。

【申込締切】 ５月１３日 （金）　１７ ： ００まで

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、
　 内容の変更または中止する場合があります。 変更があった場合は、
   海陽町観光協会ＨＰ （https://www.kaiyo-kankou.jp/） でお知らせしますのであらかじめ、 ご了承ください。
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特別養護老人ホーム『海南荘』職員募集のお知らせ
【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

◆事務職員（会計年度任用職員）

　勤　　務：原則、週５日（月～金）・７時間４５分勤務（８：４５～１７：３０）
　業務内容：介護事務業務全般及び利用者の食事介助補助業務など
　給 与 等：月額 １５６，３００円
　募集人数：１名

◆栄養士（会計年度任用職員）

　勤　　務：原則、週５日（月～金）・７時間４５分勤務（７：３０～１６：１５）
　業務内容：利用者の栄養管理、水分補給、食事介助及び給食委託業者との調整業務など
　給 与 等：月額 １８７，４００円（処遇改善手当 １０，０００円含む）
　募集人数：１名

◆介護職員（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、早出・遅出、土・日・祝日勤務あり）
　業務内容：施設での介護業務全般
　給 与 等：月額 １８５，９００円（処遇改善手当 ２０，０００円含む）
　募集人数：５名程度

【待　　遇】  期末手当（６月・１２月）、退職手当、通勤手当、年次有給休暇、社会保険等あり
【応募資格】  地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当しない者
【任用期間】  採用日～令和５年３月３１日
　　　　　　（勤務成績が良好な場合は、期間満了後も引き続いての任用あり）
【応募方法】  随時受付していますので、お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】 　教育委員会　　☎ 0884-73-3100

海陽町文化協会祭のお知らせ

　海陽町文化協会祭を次の日程で開催いたします。

　　【日時】　５月３日 （火・祝） ～５月８日 （日） まで　　　　　　　　　【時間】　９時～ 17 時 ( 最終日は１５時まで )

　　【場所】　阿波海南文化村 文化館 ・ 工芸館 ・ いきいき館　 　　【内容】　海陽町文化協会会員の作品展示

※芸能発表会は、 コロナ禍の現状を鑑みて見送らせていただきます。 感染対策をしたうえで開催いたします。

　 多数の方々のご来場をお待ちしております。

海南病院職員の募集
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

海陽町でお仕事しませんか？

地域医療に関心のある方、温暖な気候と海・山・川など豊かな自然にあふれる

暮らしを検討されている方、大歓迎！　まずはお気軽にご相談ください。

内科医師
　募集

◆臨床検査技師（会計年度任用職員）

　募集人員：１名
　待　　遇：１８２，４００円～２２１，７００円、賞与年２回（６月・１２月）
　　　　　　通勤・特殊勤務手当あり、社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり
　　　　　　臨床検査技師免許必須

◆看護師（会計年度任用職員）

　募集人員：若干名
　待　　遇：１７０，３００円～２３７，７００円（３交代制）、賞与年２回（６月・１２月）
　　　　　　通勤・特殊勤務手当あり、社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

◆看護助手（会計年度任用職員）

　募集人員：若干名
　待　　遇：１４７，９００円～１７２，７００円（１日７時間勤務）、賞与年２回（６月・１２月）
　　　　　　勤務手当あり、社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

※上のいずれの職種も短時間就労が可能です。勤務時間については、ご相談ください。
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

【要予約】

日 時　　間 場　　所

１０日(火)

１３日(金)

１７日(火)

２１日(土)

２４日(火)

２７日(金)

３１日(火)

阿南市役所５階相談室

ウィメンズカウンセリング徳島（オンライン）

阿南市役所５階相談室

１３：００～１６：００

１３：００～１６：００

１３：００～１７：００

１３：００～１５：００

１３：００～１６：００

１３：００～１６：００

１３：００～１７：００

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

  相談日 

女性のための生き方なんでも相談５月
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海陽町役場の各課電話番号のご案内
　　　 ～直通電話のご利用をお願いします～

●海南庁舎 ●海部庁舎

●宍喰庁舎

●川上出張所

●浅川出張所

●海南文化館

【電話番号】㈹ 0884-73-1311
【所在地】〒 775-0395 海陽町奥浦字新町 44 番地

【電話番号】㈹ 0884-76-3111
【所在地】〒 775-0595 海陽町宍喰浦字宍喰 364 番地 1

【電話番号】㈹ 0884-73-1001
【所在地】〒 775-0101 海陽町浅川字川ヨリ東 26 番地

【電話番号】㈹ 0884-75-2001
【所在地】〒 775-0413 海陽町神野字高尾 56 番地

【電話番号】㈹ 0884-73-1246
【所在地】〒 775-0202 海陽町四方原字杉谷 73 番地

各課直通電話番号に

お掛け頂くと、

取り次ぎが少なくなり、

スムーズに

お話しできます。

【電話番号】㈹ 0884-73-1234
【所在地】〒 775-0295 海陽町大里字上中須 128 番地


