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９月４日 ( 日 ) まで博物館で開催

　　海部刀の
　　光と影絵展
　　　　　　　　　　　　　　 ２６頁の関連記事もぜひご覧ください



～コロナ関連～

　海陽町元気プレミアム商品券は、新型コロナ感染症対策支援及び原油価格物価高騰対応として行う経済対

策支援事業です。皆様の海陽町内でのお買い物を応援します。

【お問合せ先】 海陽町商品券実行委員会　海陽町商工会 　☎ 0884-73-0350

プレミアム商品券8月8日(月)  発売開始！
1セット5千円で7千円分の商品券に！ 2,000 円のお得 !

海陽町元気プレミアム商品券

    お１人様４セットまで   購入可能！

【販売場所日時】

【商品券購入方法】

・海陽町からお一人様につき、４枚の「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」が配布されます。

・海陽町から送られてきた「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」と現金をご準備いただきご購入ください。

・「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」１枚につき１セット購入することができます。

・お一人様１セット５千円から、最高４セット２万円（２８，０００円分）までお買い上げいただけます。

＊＊＊ ご注意ください ＊＊＊

・「海陽町元気プレミアム商品券購入申込書」は郵送された「購入申込書」に記載されている購入対象者の方

　に限ります。

・購入できる方は、６月１日現在、海陽町に住所（住民登録）のある方のみです。

・先着順ではありませんので混雑しないよう３密を避けるご協力をお願いいたします。

・この商品券の購入期間は８月８日 ( 月 ) ～１２月２８日 ( 水 ) です。

★海陽町元気プレミアム商品券取扱店全店でご利用いただけます。のぼりが目印です。

商品券の使用期限は 令和5年1月31日(火) まで！
※有効期間を過ぎた券の使用と返金はできません。

 海陽町内での
 お買い物・飲食を
 楽しもう！

浅川漁業協同組合

海 陽 町 商 工 会
 （ 宍 喰 支 所 ）

海 陽 町 商 工 会
 （ 海 南 本 所 ）

販 売 場 所

８月　８日・９日・１０日

８月１２日～１２月２８日　※８月１５日は休業します

８月　８日・９日・１０日

８月１２日～１２月２８日　※８月１５日は休業します

８月　８日

９時～２０時

９時～１７時

１０時～１９時

１０時～１４時

９時～１２時

鞆浦漁業協同組合 ８月　８日～　８月１９日　※８月１５日は休業します １２時～１５時

宍喰漁業協同組合 ８月　８日～　８月１９日　※８月１５日は休業します １２時～１５時

海陽町内各郵便局
（浅川･海南･川上･海部･芝･宍喰）

８月　８日～　８月１９日 ９時～１６時

販売日時（土日祝日を除く）
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学生生活応援　海陽町特産たくさんふるさと便

【お申込み・お問合せ先】　海陽町教育委員会   ☎ 0884-73-1246　FAX 0884-73-3833

　　　　　　  　　　　　( 〒 775-0202　徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷 73 番地 )

　町外にお住まいの学生の皆様が、今後も学業を継続し、希望に満ちた学生生活を続けられるよう、特産品

を詰め込んだ『海陽町特産たくさんふるさと便』をお送りし、応援します。

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６年４月２日から平成１６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　　　　　　　　

　　　町の特産品等　 １０，０００円相当

申込期間　　　　　　　　

　　　８月１日（月）～１１月３０日（水）

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、

メール、電子申請により申し込んでください。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。( 学生証は撮影したものをメールで送って

いただくことも可能です )

　スマートフォンをお使いの方は右のＱＲコードを読み込んでいただくと、

　電子申請のページにアクセスできます。

　ふるさと便は、９月から順次発送します。

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。

　　（昨年度申し込んだ方も、再度申し込みできます。）　

　●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。

　●申請書類の不備や配達時不在の連絡等のため、こちらから連絡する場合があります。

～コロナ関連～

広報海陽  2022.8 № 196
3



【お問合せ先】 　「みんなで！とくしま応援割」事務局　☎ 088-623-7708 ( 平日 9:30 ～ 17:30)

「みんなで！とくしま応援割」の実施期間が延長されます！

～コロナ関連～
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～コロナ関連～

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

新型コロナワクチン集団接種「３，４回目接種」を行います！

　新型コロナワクチン集団接種「３，４回目接種」を、次のとおり実施いたします。

　ワクチン接種を希望される方は、予約受付期間に電話またはインターネットで

ご予約してください。（窓口での受付はできません。）

※ 集団接種は、モデルナワクチンを使用します。

※ 接種の予約時間は指定できません。先着順に順番をお取りします。

※ 医療機関に予約している方は予約できません。

　 集団接種実施日　＊３００名程度の方の接種を予定しています。

※直前（３回目接種の方は２回目、４回目接種の方は３回目）の接種を令和４年３月２８日までに終えられ

　ている方が対象です。

予約方法について

●電話で予約する場合

　予約受付期間に「海陽町新型コロナワクチンコールセンター」に電話をして下さい。

　連絡先はこの頁上段に記載しています。受付時間：平日８：３０～１７：３０

●インターネットで予約する場合

　右のＵＲＬまたはＱＲコードから新型コロナウイルスワクチン予約サイトに移動できます。

　必要事項を入力して送信してください。

　https://s-kantan.jp/town-kaiyo-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7586

接　　種　　日　　　８月２８日 ( 日 )

接　種　会　場　　　阿波海南文化村　海南文化館

予 約 受 付 期 間　　　８月１日(月)～８月１９日(金)８：３０～１７：３０　※土日祝は除く

【お問合せ先】 　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

感染拡大防止へのご協力をお願いいたします

　感染対策へのご協力、ありがとうございます。

　オミクロン株は感染拡大の速度が非常に速いのが特徴ですが、変異株に対しても基本的な感染対策が有効

です。コロナワクチン未接種の方は検討をお願いします。

　外出する際は、今一度、ご自身の体調をご確認いただき、発熱や倦怠感があった場合は、軽度であっても

外出や移動を控え、不安のある方は受診や検査をお願いします。

　ワクチン接種後もブレークスルー感染によって誰かに感染させてしまうケースも発生しています。高齢者

や基礎疾患のある方が感染すれば重症化するリスクも高まります。

　感染リスクの高い行動は控え、「マスクの着用」や「手洗い」、「３密（密接・密集・密閉）回避」、「換気」

など基本的な感染対策を徹底しましょう。１人１人の行動が、大切な人と私たちの日常を守ることにつなが

ります。
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～コロナ関連～

【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

「阿波踊りと民踊の夕べ」中止

「中里盆踊り」中止

　コロナ禍の影響から見物客や踊り子の皆様の安全を確保するために、８月１２日に実施を予定しておりま

した「阿波踊りと民踊の夕べ」を中止いたします。

　８月１４日に開催予定であった「中里盆踊り」はコロナ禍である現状を踏まえ、中止いたします。

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえ

た生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

　１．支給対象者 

　　①②の両方に当てはまる方 ( ※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く )

　　　①　令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童 ( 障害児の場合 ､ ２０歳未満 ) を養育する父母等

　　　　　( ※令和５年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

　　　②　令和４年度住民税（均等割）が非課税の方　または

　　　　　令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

　２．支給額 　　　　　児童１人当たり一律　５万円

　　支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。下表の支給手続きをご確認ください。

　３．給付金の支給手続き 

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

大切なお知らせ（ひとり親世帯以外分）

令和４年度４月分の児童手当受給者（※令和２

年中の所得の高い方）・特別児童扶養手当受給者

で住民税非課税者

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

少した方。なおかつ令和４年１月１日以降の収入

が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

不　要

必　要

必　要

対象者の方へは７月中旬に案内通知

を郵送。７月下旬に各手当の支給口

座に振込済です。

上記以外の住民税非課税の子育て世帯の生計中心

者（公務員受給者含む）

申請書は各庁舎窓口においてありま

す。

申請書は各庁舎窓口においてありま

す。申請者及び配偶者の給与明細等、

収入額のわかる書類が必要です。

対　象　者 支給手続き申請の要否

　申請後に非課税になった方も申請が必要です。申請受付期間は令和５年２月２８日までです。

■ 厚生労働省コールセンター　　☎０１２０－４００－９０３

　 （受付時間：平日９：００～１８：００）
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　☆選択したキャッシュレス決済サービスにマイナポイントが付与されます。

１　決済サービスでチャージやお買い物をすると　最大５，０００円分

　　＊国のマイナポイント第１弾を取得済みの方は対象外となります。

２　徳島県版プレミアムポイント　最大３，０００円分

　　＊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。

　　＊徳島県版プレミアムポイント第１弾でポイントを取得済みの方は対象外となります。

　　＊対象の決済サービス

　　　☆楽天 Edy　☆ auPAY　☆ d 払い　☆ゆめか　☆楽天ペイアプリ　☆ waon　☆エフカマネー

　　＊実施期間は１２月２８日（水）まで。

３　健康保険証としての利用申込みで　７．５００円分

４　公金受取口座の登録で　７，５００円分

　　＊２０２０年７月以降すでに申込済の方、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みや公金

　　　受取口座の登録が済んでいる方も、マイナポイントの申込みが必要です。

　　＊マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みとマイナポイントの申込みを一括で行うことが

　　　できます。

　◆ポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は９月末まで
　　となります。早めの交付申請がおすすめです。

　◆マイナポイントの付与の申込期限は令和５年２月末までです。

　　マイナンバーカードでマイナポイント
【お問合せ先】住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

マイナンバーに関する休日相談のご案内
【お問合せ先】住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

と　き　　８月７日（日）  　【午前】９：００～１２：００　　【午後】１３：００～１７：００

ところ　　海陽町役場　海南庁舎
　　　　　　＊平日は、海南・海部・宍喰いずれの庁舎でもお受けできます。

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（ない方はお申し出ください。）
　　　　　　　　　　　本人確認書類（免許証・保険証・学生証等）
　　　　　　　　　　　顔写真（３．５㎝×４．５㎝）役場でも撮影できます。（材料費１００円）
　　　　　　＊マイナンバーカードは、公的な身分証明書として利用できます。
　　　　　　　　　　　免許証等顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、ぜひお作りください。
　　　　　☆マイナンバーカードの交付や更新手続き
　　　　　　＊おハガキで交付案内を差し上げている方は、今回に限り海南・海部・宍喰すべての地区
　　　　　　　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みのお手伝い
　　　　　　＊持ち物：マイナンバーカード
 　　　 　　　交付の際に登録した暗証番号（数字４ケタ）
　　　　 　　 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
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【お問合せ先】 　福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

知っておきたい　熱中症に関する大切なこと

●暑さを避けましょう

●のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう

●エアコン使用時もこまめに換気をしましょう（エアコンを止める必要はありません）

●暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう

高齢者、子ども、障がいをお持ちの方は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。

周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

　「熱中症」とは高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するな

どして発症する障害を総称した疾病で、重篤な場合、死に至る恐ろしい疾病です。

　令和３年の１年間、徳島県内では熱中症による死亡労働災害は発生していませんが、３１人が病院で治療

を受けています。そのうち当署管内（阿南市、那賀郡、海部郡）は１５人となっており、県内で最も多い人

数となっています。

確実に実施できているかを確認し、□にチェックを入れましょう！
 □ 暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の把握　ＪＩＳ規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を測りましょう。

管理者は、暑さ指数を確認し、巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

 □ 暑さ指数の低減対策は実施されているか

 □ 各作業者が暑さに慣れているか

 □ 各作業者は水分や塩分をきちんと取っているか

 □ 各作業者の体調は問題ないか

 □ 作業の中止や中断をさせなくてよいか

異常時の措置　～少しでも異常を感じたら～

・いったん作業を離れる

・病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ

・病院へ運ぶまでは一人きりにしない

【お問合せ先】 　阿南労働基準監督署　　☎ 0884-22-0890

熱中症予防対策の徹底を図りましょう
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【お問合せ先】 　経営戦略課（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4100

ふるさと納税返礼品「海陽町電子感謝券」加盟店募集説明会

　海陽町では、ふるさと納税のお礼の品として町内で食事や宿泊、レジャー、地場産品の購入などに利用できる

電子感謝券（地域限定の電子ポイント）を導入します。

　電子感謝券の取扱い事業者（加盟店）の募集にあたり、下記のとおり説明会を開催します。申し込み不要です。

お気軽にご参加ください。

　日時：８月２３日（火）１４：００～１５：００

　会場：海陽町役場海南庁舎３Ｆ大会議室

　内容：電子感謝券について、加盟店登録について　等

※加盟店の要件等詳細は、海陽町ＨＰでご確認ください。

▼電子感謝券について ▼加盟店の募集について

【お問合せ先】 　経済産業省四国経済産業局　　☎ 087-811-8900

６月から９月までの期間はエネルギー消費が増加する季節です

今夏の省エネルギー

　今年度は夏季と冬季の電力需給が厳しい状況にあり、夏季から省エネルギー・節電の取組を積極的に進めてい

くこととなりました。

　つきましては、より高効率な設備・機器の導入、ディマンドレスポンス契約の活用、電力需給ひっ迫時の連絡

体制や節電対策の準備を進めていただくなど、熱中症予防に留意しつつ、これまで以上に省エネルギー・節電に

ご協力をお願いします。

【お問合せ先】 　たけの花　　　　　☎ 0884-70-1615

　　　　　　　 海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

自分の作った竹あかりを大里八幡神社で灯しませんか

　９／１８( 日）世界竹の日に『みんなの想火』という全国４７都

道府県竹あかり同日点灯というプロジェクトが開催され、徳島県で

は海陽町の大里八幡神社にて次の日程で制作する竹あかりが並びま

す。

　今回は１節サイズ（約３０cm）の竹あかり約２００本と約３ｍ x

３ｍのモニュメントを制作予定で、１節サイズのものに関してはイ

ベント終了後に取りにきて頂ける方のみお持ち帰りいただけます。

　また、３ｍのモニュメントはイベント終了後、まぜのおかオート

キャンプ場に設置する予定となっています。

　皆さまのご参加お待ちしております。

竹あかりワークショップ
１節サイズ１本　材料費１，０００円　

　道具は２０台ぐらいありますが先着順となります。

　また、３ｍのモニュメントに穴を開けるボランティアを両会場で

募集していますので、ぜひお越しください！
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〈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）

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

８月の健診  ～特定健診及びがん検診を実施します～

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

※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。( 問診票を郵送いたします )

※申し込み〆切を過ぎますと問診票が、郵送で届かない事がございます。

　その場合はお手数ですが各庁舎まで問診票を取りに来て頂きますのでご了承ください。

※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。

●健診日：8 月 25 日（木）　＊申し込み〆切り：８月１０日（水）

〈場所・受付時間〉

場　　所 受　付　時　間

浅川漁村センター

川上出張所

海部庁舎

　７：３０～　９：００

１０：００～１１：００

１３：３０～１４：３０

【総合健診のお知らせ】

＊健診機関：

　徳島県総合健診センター

　特定健診・特定保健指導実施率とも全国平均よりも高い自治体（町・村）の中で

海陽町は、９２６自治体中７位！！

　厚生労働大臣より、メッセージをいただきました。

　これからも、特定健診を受診し、健康管理に留意していきましょう！！

令和２年度

特定保健指導　実施率９３．３％！

全国の町・村の中で、

上位１０自治体入り！

【国保からのお知らせ】
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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

８月の母子保健事業

※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。
※各種ご相談の希望やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　程

げんきひろば
（乳幼児相談）

助産師相談室

１歳６か月児健診
３歳児健診

遊びの相談

まるまる体験会 海部庁舎

３階

げんき

ひろば

９：３０～１１：３０

９：３０～１０：３０

１０：００～１１：３０

８月２３日（火）

８月８日（月）

８月１０日（水）

作業療法士による遊び方な
どの個別相談

開業助産師による骨盤ケア
や乳房ケアなどの個別相談

問診・身体計測・尿検査・
小児科診察・歯科診察・心
理相談・保健相談・幼児食
相談・歯科相談など

身体計測、保健・栄養・歯
科相談の中からご希望のも
のを選択

赤ちゃん抱っこや寝かしつ
け、授乳方法など助産師に
よる赤ちゃんケア

８月３日（水） 海部公民館４階 ／ ８月１７日（水） 宍喰町民センター３階

８月の『マイトレ運動教室』

 今月のテーマ：夏バテ防止にゆるトレ＆ストレッチボールで姿勢改善♪

 【時 間】１９：３０～２０：３０

 【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！

【お問合せ先】 　建設課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4159   FAX 0884-73-4160

家具の固定で地震からわが身を守りましょう！

海陽町が家具固定のお手伝いをします

　近い将来、発生する確率が高いと言われる南海トラフ大地震に備え、ご家族の安全のためにも、ぜひ家具

の固定を実施しましょう。

　団体向け【家具固定専門員派遣制度】

　●防災活動の一環として、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ます。

　　　　自主防災会で多数の方 ( ５戸以上 ) をとりまとめて申し込みください。

　　　　全世帯が対象です。３家具まで無料となります。

　○４家具目からは、実費負担８，０００円程度で実施します。

　○申込期限：１２月２７日（火）まで

　○なお、これまでに実施した自主防災会からの申請は１件からでも受け付けます。

《ご注意ください！》

　○申込みは自主防災会代表者からに限ります。個人からはできません。

　○キャンセル等により実施する戸数が５戸を下回った場合は、派遣が中止される場合があります。

　○申し込みの受付は、予定件数に達し次第終了いたします。

　申込書は
役場建設課に
　あります。
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【お問合せ先】 　阿南税務署　個人課税部門　　☎ 0884-22-0416

消費税インボイス制度等説明会について

阿南税務署からのお知らせ～事業者の皆様へ～ 要事前予約
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【お問合せ先】　総務課　（海南庁舎）　　　☎ 0884-73-4151
　　　　　　　阿南市消費生活センター　☎ 0884-24-3251（9:30 ～ 16:30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  休館日：土・日・祝日・年末年始
   消費者ホットライン　☎ 188   （お近くの消費生活センターに繋がります）

消費生活　困ったときの相談窓口

ＳＮＳ上に通常約６千円のシャンプーが初回５００円で購入できるとの広告があり、

クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い同じ広告を見たところ、注

文を確定する画面の上方に、細かい文字で「５回継続購入」の記載が一部分だけ見え

ているのに気付いた。画面をスクロールしなければ全体が表示されず、前回は気が付

かなかった。事業者に解約したいと伝えたが「５回継続購入の条件は明記されている」

と言われ断られた。

【事例１】夫と草刈りをしていたところ、夫が振り返った際、動いたままの刈払機 

　　　　 がふくらはぎに当たり受傷した。手術を要し、約２週間の入院となった。

【事例２】刈払機を使用中に、誤って手を巻き込んだ。左人差し指を切断し、手の

 　　　　甲に切り傷を負い、入院となった。

本当にお得？　注文確定の前に契約内容をしっかり確認

刈払機で事故発生！　注意して使用しましょう

●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件

　が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらい

　ことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。

●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場

　合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。

●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければ

　ならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取

　り消せる可能性があります。

●刈払機を使用する前は必ず取扱説明書を読み、注意事項を確認してから正しく使  

　用しましょう。

●作業するときは長袖、長ズボンの作業服を着て、ヘルメットや保護メガネなどの保

　護具を身に着けましょう。

●刈払機で作業する際は、飛散物や障害物などによって跳ね返った刈刃が当たる恐れ

　があるので、周囲の人から１５メートル以上離れて作業しましょう。

●刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ず刈払機を止めてから行ってください。

今月の納税

【お問合せ先】 　税務課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4153

８月は町県民税・固定資産税の第２期分の納期です

　期限までにお近くの金融機関、コンビニエンスストア、スマホ収納または役場窓

口に納付してください。なお、納税通知書に金融機関等の口座情報がある方につい

ては、口座振替日の前日までにご準備をお願いいたします。

【納期限】８月３１日 (水 )　【口座振替日】８月２５日 (木 )
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【お問合せ先】 　管財課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4169

令和４年度　海陽町地籍調査推進委員募集

　◇地籍調査推進委員とは

　　　地籍調査推進委員は、地籍調査事業を円滑に推進するため、地元の中で土地に詳しく、また

　　所有者との連絡協調がスムーズにおこなえる人望のある方にお願いしております。

　　　調査時には地元の代表として同行して頂き、境界確認において、第三者的な立場から助言い

　　ただきます。

　◇業務内容

　　○現地調査にあたり、公図だけでは現地を把握することができない場合や、所有者間で異議等

　　　が生じた場合に、過去の土地の状況などがわかるようであれば助言をお願いします。

　　　但し、個人間の境界を決定する権限を有するのは土地の所有者であり、地籍調査推進委員に

　　　はありません。

　　○受付補助（出席者声かけ、お茶の配布）

　　○立会補助（ポール持ち、テープ張り、立会者への声かけ、写真撮影、草刈り等）
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【お問合せ先】 　管財課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4169

地籍調査立会いのながれ

１．説明資料送付
　　　９月上旬に対象者の方へ地籍調査事業についての説明資料を送付いたします。

２．現地調査（立会い）のご案内
　　　１日ごとの作業量を検討し、スケジュールをたて、現地調査に立会いしていただく方

　　全員へご案内します。ご案内した日程ではご都合がつかない場合、事前にご連絡ください。

３．現地調査（立会い）の実施
　　　主に、現況地目および隣接土地との筆界の確認を行います。事前に隣接する土地所有者同士で境界等

　　を確認していただいておくと、作業がスムーズになります。

　　　現地調査の当日、「調査票」への記入と押印をいただきますので、印鑑（認印）をご持参ください。ま

　　た、代理の方が出席される場合には、委任状が必要です。（委任状は現地調査のご案内に同封いたします。）

４．その他
　　　地籍調査に先立ち、調査区域及びその周辺にて、事前に地形の確認や準備測量を行う必要があり、受

　　注業者が敷地内に立ち入ることがありますのでご理解とご協力をお願いします。

《確認対象地区・確認場所》
●海南地区【浅川・四方原地区の一部】
　　　海陽町役場　浅川出張所　１階　会議室

　　　《時間》９時から１７時まで

　　　※先月の広報誌に載せていた時間は誤りです。

　　　　（誤：８時３０分から１７時まで）→（正：９時から１７時まで）

　　　まだ確認がおすみでない方は、８月９日までに必ず確認し、地図（案）及び台帳（案）

　　に誤りがないか必ず確認してください。なお、確認及び訂正の申し出には印鑑（認印）が

　　必要となりますので必ず、ご持参くださるようお願いいたします。

　　※確認いただけない場合は、手続きが進まないため、皆様のご協力をお願いします。

　　※筆界未定防止のため、確認に参加願います。

　～あなたの土地を再確認～　☆子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！

 昨年度地籍調査による地図と台帳のできあがり結果をご確認ください！  

８月は「電気使用安全月間」です
　夏は水を使う機会が多いうえに、暑さで汗をかきやすくなるため感電事故が多く発生しています。

  ぬれた手でプラグやスイッチをさわると感電するおそれがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気製品を扱う時は、忙しい時でも、手をよくふいてから取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り扱う習慣をつけましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★電気安全のご相談は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お気軽にこちらまで→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご連絡ください。
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【お申込み・お問合せ先】　農林水産課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4161
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【お問合せ先】 自衛隊徳島地方協力本部　阿南地域事務所　☎ 0884-22-6981

令和４年度 自衛官採用試験のご案内

　詳しくは、自衛隊徳島地方協力本部　阿南地域事務所（上記の連絡先参照）へお問い合わせください。なお、
事前に予約していただければ、土日祝日も説明対応いたします。

　【自衛官候補生】
部隊を支える若い力

 　　　 【一般曹候補生】
部隊の中核を担うスペシャリスト

  　     【航空学生】
大空を舞台に活躍するパイロット

１８歳以上３３歳未満の男女
空：高卒、２１歳未満の男女
海：高卒、２３歳未満の男女

９月２７日まで

１０月２～４日の内１日

９月５日まで

１次試験　９月１６～１７日の内１日

９月８日まで

 １次試験 ９月１９日

応募資格

受付期間

試 験 日

すマ第 19-138 号

特別養護老人ホーム『海南荘』職員募集
【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

◆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 １８８，９００円（処遇改善手当 ２３，０００円含む）
　募集人数：５名程度

◆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

【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】 　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

　令和 4 年 7 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。

　◆参事 （危機管理課長事務取扱） ・ 命を守るまちづくり推進本部長                       ※ 〈　　〉 内は旧職名
　　　　谷　岡　　　 恒　〈海南病院事務長〉

　◆参事兼総務課長 ・ 行財政改革推進本部長
　　　　浦　川　光　弘　〈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〉

　◆会計管理者兼出納課長 ・ みらい行政推進本部長
　　　　中　野　耕　次　〈まち ・ みらい課長〉

　◆管財課長
　　　　奥　原　浩　司　〈危機管理課長〉

　◆まち ・ みらい課長
　　　　中　内　康　雄　〈管財課長〉

　◆福祉人権課長
　　　　大　崎　浩　一　〈福祉人権課長兼地域包括ケア推進課長〉

　◆地域包括ケア推進課長
　　　　北　村　佳　之　〈まち ・ みらい課課長補佐〉

　◆海南病院事務長
　　　　川　野　和　彦　〈海南病院事務長補佐〉
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【お問合せ先】　教育委員会　☎ 0884-73-3100　FAX 0884-73-3833

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

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

海陽町ＣＩＲ ( 国際交流員 ) からのお知らせ

新国際交流員のご紹介

グローバルカフェで楽しく英語を学びませんか

おしゃべりクッキングを開催しました！

８月より、海陽町へ新しい国際交流員が着任されます！
町のグローバル事業発展のため、ご活躍いただきます。
町で見かけた際は、ぜひよろしくお願いいたします。

　６月２６日（日）に、阿波海南文化村にて「English おしゃべりクッキング」

イベントを開催しました。オーストラリア出身の国際交流員（CIR）ショーンさん

がシェフとして講師を務め、Fish and chips 「フィッシュアンドチップス」と手

作りタルタルソースを作りました。オーストラリアでは海を見ながら外でよく食

べられているそうです。他にも、ショーンさんや ALT のサラ先生から、日本と海

外の文化の違いを教えてもらいながら和気あいあいと楽しむことができました。参加者の皆様、笑顔で参加してい

ただいてありがとうございました。

　レシピは教育委員会が運営している HP「Global Kaiyo」に掲載しております。

是非 QR コードをスキャンして自宅でも作ってみてください。

（URL: https://www.globalkaiyo.com/）

※感染症対策を十分に講じて開催しております。

　海陽町ではオーストラリアのようにチップスをよく奪いに来るカモメが

いないので心配せずに外で食べてください！

　　　　　　　　【Gwenafaye McCormick グウェナフェイ・マコーミックさんからのメッセージ 】

　　　　　　　　皆さんはじめまして！

　　　　　　　　　アメリカのアラバマ州から来ました「グウェン」です。８月から海陽町で国際交流員として

勤めることになりました。綺麗な海がある海陽町での生活はもちろん、国際交流のイベントを通してみなさんと

お話しできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします！

　ネイティブの講師が英語を楽しく教えます。初心者から上級者まで大歓迎です。
　カフェに行くような気分で、気軽に英語の学習・英会話を楽しみましょう！！

期　間：９月～令和５年１月（毎月 第１火曜・第３火曜）　※９月６日 (火 )から開始します。
場　所：海部公民館１階（English Room）
参加費：５００円 ( 半年分 ) 　※お試し参加１回分は無料
定　員：Ａ・Ｂコース１０名・Ｃコース１５名

○１９：００～（５０分）  Ａコース  アドバンス (上級 )クラス 　※高校生レベル
　記事等を読んだり、動画を使って話し合う上級の英会話講座です。

○１９：００～（５０分）  Ｂコース  ビギナー (初級 )クラス 　※中学生レベル
　基礎の英語を使って、コミュニケーションを楽しみながら学ぶ講座です。

○２０：００～（５０分）  Ｃコース  英会話クラス
　新しい表現の説明を受けてから英会話に挑戦する講座です。

　※Ａ・Ｂコースは同じ時間帯に別の講師が実施します。
　※ご希望がある場合は複数のコースを選択できます。
　※詳細はＨＰをご覧下さい（ＱＲコードから閲覧できます）。

　( 申込方法 )　
　電話またはＱＲコードより、①氏名 ②住所 ③連絡先 ④希望コースをご連絡ください。
　申込先：海陽町教育委員会（担当 ジェフ・沼島 ）　☎ 0884-73-3100 　締切日：令和４年９月２日（金）
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＊月いちウォーク　８月はお休みいたします。
　 次回は、 ９月１０日 （土） を予定しています。

８月お盆期間の営業について
８月１３日 ( 土 ) ～１５日 ( 月 ) は休館日となります。
８月１０日 ( 水 ) ～１６日 ( 火 ) は全ての教室を休講させていただきます。

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 ３, ０００円補助も継続中！ （先着１５０名）

　領収書をお持ちいただくと３, ０００円キャッシュバックいたします。

　愛あいクラブでも５, ５００円の血圧計を販売しております。

アクアビクス＆ウォーク

身体に無理なく運動したい方お勧めです。 顔はつけないので泳げない方でも受講可能です。

昼のクラス（ウォーキング中心の初心者向けのクラス）
　日程：毎週（木）　９／１５・２２・２９、１０／６・１３（計５回）

　時間：１３：１５～１４：００（４５分間）

夜のクラス（ジャンプやアクアビクスも取り入れた中級者向けクラス）
　日程：隔週（木）　９／１５・２９、１０／１３・２７、１１／１０（計５回）

　時間：１９：１５～２０：００（４５分間）

　場所：Ｂ＆Ｇ海南海洋センター

料金：各クラス３，０００円（入場料込）国保対象特定健診結果で動機づけ、

　　　積極的支援対象の方に発行している運動利用券で参加できます。

「クラブ発！スポーツによるまちづくり」推進事業
 秋から始めるアクアレッスン
まだまだプールが恋しい季節！
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小　川　　裕
お　　 がわ　　　 ゆたか

（旧宍喰町出身）

　２０２１年３月２日から３月２４日まで、日刊スポーツの連載「監督」に阪急ブレーブスを率いてリーグ

優勝５回、日本一３回の華々しい実績を残した上田利治氏（海陽町【旧宍喰町】出身）の記事が載りました。

　色んなエピソードが紹介される中、やはり圧巻は１９７８（昭和５３）年、日本シリーズ第７戦（阪急 VS

ヤクルト）の「１時間１９分の猛抗議」です。そう、ヤクルト大杉のレフトポールギリギリの打球をホーム

ランと判断され、４年連続日本一の夢を断たれた試合。当時３０歳の私もＴＶを観ていましたが、映像では

よく分かりませんでした。でも、後に知られたところでは、レフトスタンドの観客（ヤクルトファンも居た）

が皆「あれはファール」と口にしていたそうです。記事を読み続けて思ったのが、海陽町の人々の気質の中

に上田さんが監督生命を掛けて抗議した原点があると感じました。あの頃、私も尊敬する社長から「今のビ

ジネスマンに必要なのは FFC だ」とよく言われたのを思い出します。

　Ｆ（フロンティア・スピリッツ：開拓者精神）、Ｆ（フレキシビリティ：柔軟性）、Ｃ（コンシステンシー：

首尾一貫性）、つまり、「柔らかい考え方と勇気を持って、新しいことに立ち向かえ！そして、一旦腹

を決めたら決してあれこれ迷わず己が信ずることに邁進せよ！」ということでしょうか。

　その社長の言葉と上田監督の姿が重なりました。海陽町に生まれ、豊かな自然と尚武の気風に育まれ、そ

のまま都会へ出て行った私もその熱さゆえか、随分周囲から叩かれ涙したこともあります。でも、７４歳の

今も情熱を失わず同じ心で活きています。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

「阪急ブレーブス　上田監督の思い出」
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～ 第１２回 文化部合同定期公演会 開催 ～

　 第 39 回全国商業高等学校

～英語スピーチコンテスト徳島県予選　第２位！～

　英語， 発表， 暗唱， ３つの力を必要とされるレシテーション部門で，

課題「Plastic in Our Water」により，１年生の小寺心史朗さんが，

第２位となりました。 惜しくも全国大会出場は逃しましたが， 来年に

期待して下さい！

お詫び ： 広報 「海陽」 ７月号にて， ワープロ競技個人の部で全国大会への出場権を獲得した藤川茂大さんのお名前が間違ってお　

　　　　　　りました。 ご本人をはじめ， 関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。 この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　６月１９日（日），阿波海南文化村において，文化部による合同定期公演会が開催されました。例年３月に

行っている公演会ですが，６月への延期開催となりました。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から，学校関係者のみへのご案内となりましたが，１３１名の皆様にご来場いただき，生徒たちも生き

生きとした発表の機会となりました。本当にありがとうございました。

ボランティア ・

　　　　JRC 部

郷土芸能部 文芸 ・ 演劇部

器楽部

茶道部

美術部 書道部 写真部
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　古
こ

 川
かわ

　誠
せい

 二
じ

　内科医師

　はじめまして。

　７月から月２回（第２・第４金曜日）、内科の外来診察を

担当することになりました。

　どうぞよろしくお願いいたします。

　古川　誠二　医師プロフィール

　昭和５１年３月　久留米大学医学部卒業

　昭和５１年４月　徳島大学医学部第一内科学教室

　昭和５６年４月　徳洲会病院

　昭和６３年 4 月　与論町国保直営診療所

　平成　３年１月　パナウル診療所

　令和　４年６月　協立病院

～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

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

◆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。

　森
もり

 本
もと

　佳
か

 奈
な

　内科医師

　はじめまして。

　７月から月１回（第１金曜日）、内科の外来診察を担当する

ことになりました。専門は糖尿病です。

　お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

　森本　佳奈　医師プロフィール

　平成２５年　３月　徳島大学医学部医学科卒業

　平成２５年　４月　徳島大学病院初期研修医

　平成２７年　４月　徳島大学病院　内分泌・代謝内科

　平成２９年　４月　阿南共栄病院　内科

　平成３０年１０月　徳島県立中央病院　糖尿病・代謝内科

海南病院ホームページ

　海南病院ホームページでは、外来診療予定表、休診日、バスの時刻表、予防接種、

健康診断、入院情報、在宅医療などの情報を掲載していますので、ぜひご活用くだ

さい。
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～海南病院だより～
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

　高温多湿の時期となり、当院でも、マダニやムカデにかまれた患者様が時々来院されるようになりました。

　マダニは野外の草むらにいて、人にとびかかるのをじっと待っています。かみやすいところを探してウロ

ウロし、かみつくと数日間吸血します。屋内にいるダニとは種類が違います。

　一部のマダニはウイルスを持っており、感染するとかまれてから２週間の間に発熱や発疹、下痢などの症

状が出ることがあります。

　マダニが媒介する感染症は、重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）や日本紅斑熱があります。

　マダニにかまれたら、無理に引っ張ると、ダニの一部が皮膚に残ってしまうため、皮膚科で取ってもらっ

てください。

　当院では、専用の除去器具（ティックツイスター）で取っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 皮膚とマダニの間にティック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ツイスターを差し込む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② くるくると回転させながら上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に持ち上げる

　　　かまれた後に発熱等の症状が出たら、早めに内科受診しましょう。

・草むらに入る時は、皮膚の露出をさけ、表面がさらっとしたナイロン素材の

　ものを着用しましょう。

・地面に座る時は、ビニールシートなどを使用しましょう。

・帰宅後は、ダニがついていないか確認しましょう。

マダニに注意！

マダニってどんなダニ？

マダニが媒介する感染症

マダニにかまれたら？

マダニにかまれないためには

【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

８月 女性のための生き方なんでも相談

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
  ２日( 火 ) 13:00 ～17:00
  ９日( 火 ) 13:00 ～16:00
１２日( 金 ) 13:00 ～16:00
１９日( 金 ) 13:00 ～16:00

２０日( 土 ) 13:00 ～15:00
２３日( 火 ) 13:00 ～16:00
２６日( 金 ) 13:00 ～16:00
３０日( 火 ) 13:00 ～17:00

【要予約】

８／１６( 火 ) 振替→８／１９( 金 ) 
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【お問合せ先】　教育委員会　☎ 0884-73-3100　FAX 0884-73-3833

阿波海南文化村へ
遊びに来てね！

　ＤＭＶの終起点として、新しく生まれ変わった阿波海南文化村。

　現在、その文化村では、次の催しを開催しています。夏休みの

思い出に、ご家族揃ってお越しください。お待ちしています。

【海部刀の光と影絵】

　博物館で「海部刀の光と影絵」を展示（９月４日（日）まで）を

開催しています。

　展示室一帯に広がる影絵の世界と、影絵の世界の中にある海部刀

をじっくり鑑賞してください。

【関船展示館】

　博物館館長お手製顔出しパネル展示中！関船をバックに記念撮影を

どうぞ！

　中に入ると、祭りを思い出させる「とあるＢＧＭ」が流れています。

是非お立ち寄りください！

【工芸館】

　藍染や木工体験、ワークショップなどが行えます。みなさんも夏休

みにものづくり体験をしてみませんか？

　予約等は、お問い合わせください。

【三幸館】

　三幸館は、名前の由来である「海・山・川」三つの幸
さち

が楽しめるを

コンセプトに、徳島県の名産である半田そうめんと季節の食材を召し

上げっていただける場所として営業をしております。野菜、肉、魚など

様々な食材を、和洋中様々な味付けで楽しんでいただけます。

　ぜひ、三幸館へお越しください。

　営業時間は１０時～１６時まで。

　お食事は１１時～１４時まで。

　定休日は月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）です。

詳しくはこちら↑

関船展示館

すだちとわかめの香りが自慢！

暑い時期にぴったり！

　　　　すだちわかめそうめん

ワークショップでの作品

藍染体験も

できるよ！
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【お問合せ先】　博物館　☎ 0884-73-4080

【お問合せ先】　博物館　☎ 0884-73-4080

博物館にて特製クリアファイル販売中！

海部自然・文化セミナーが行われます！

　現在、海陽町立博物館で９月４日（日）まで開催中の、郷土が誇る海部

刀と、影絵師 川村亘平斎による影絵の異色のコラボ展示「海部刀の光と

影絵」展オリジナルデザインのクリアファイルを博物館にて販売しています。

　価格は３００円で入館料と一緒に購入される場合は割引適用で

１５０円となりますのでぜひ皆さまお買い求めください！

　令和４年度 第３回 海部自然・文化セミナーを次の内容で実施いたします。

●徳島における江戸時代以降の刀鍛冶紹介
　【日　　時】　８月２１日（日）　１３：３０～１５：００

　【開催場所】　海南文化館大会議室

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、中止・延期をする場合がございます。

　お気軽に海陽町立博物館までお問い合わせください。
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