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今年も竹ヶ島海域公園で
エダミドリイシサンゴが産卵を行いました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は 1 ７頁をご覧ください。



～コロナ関連～

　新型コロナウイルス感染への不安があり、町内の医療機関で新型コロナウイルス検査を受ける方に、検査
費用の一部を助成します。

自宅療養の期間はどれくらい？

　感染者の療養期間は、発症日から１０日間が経過かつ症状軽快日から３日間（７２時間）が経過するまでの

期間となります。

　濃厚接触者の自宅待機期間は最長５日間となっています。（詳しくは徳島県ホームページをご参照

ください。　https://www.pref.tokushima.lg.jp/tokuho/taisaku/5045415/　）

食品備蓄の第一歩は「ローリングストック」がおすすめです

　「日常食品」は，普段の食品を少し多めに買い足しておき，賞味期限を考えて古いものから使い，使った分を買

い足すことで，常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つ，「ローリングストック」をおすすめします。

　災害時用の備蓄は，炭水化物が多くなり，たんぱく質やビタミン類が不足するなど，栄養が偏りがちです。

栄養バランスを考えて日々の食品を選ぶことは非常時の備えとしても大切です。

食料品以外の備蓄もお忘れなく !

【感染防止用品】

　・体温計・マスク・うがい薬・使い捨てのビニール手袋・ゴーグル・消毒液・ビニール袋など

【日用品】

　・ティッシュペーパー・トイレットペーパー・ペーパータオル・生理用品・洗剤・石鹸など

【一般薬】

　・総合風邪薬・解熱剤・胃腸薬・消毒薬・水まくら、氷まくら、保冷材などの冷却材・絆創膏・持病で処方

　　された薬など

　　　　　　 　　　　　生活でお困りの方は、福祉人権課までご相談ください。

新型コロナウイルスの自主検査の費用を助成します

自宅療養や自宅待機に備えて、食料等の備蓄をお願いします

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313
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～コロナ関連～

Ｑ . 濃厚接触者の定義を教えてください。

Ａ . 濃厚接触者とは、陽性者と一定の期間に接触があった人をいいます。

　　一定の期間とは、症状のある陽性者では「発症日の 2 日前から療養が終了するまでの期間」に、症状の

　　ない陽性者では「検体を採取した日の２日前から療養が終了するまでの期間」となります。

　　この期間に、以下の条件のいずれかに当てはまる方が該当します。

　　　□　陽性者と同居している人

　　　□　陽性者と長時間の接触があった人

　　　　　( 車内、航空機内等での同乗の場合（航空機内は陽性者の同行家族が原則 ) を含む。）

　　　□　適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護又は介護していた人

　　　□　陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人

　　　□　マスクなしで陽性者と１ｍ以内で１５分以上接触があった場合

　ただし、これらはあくまで原則であり、感染状況や各地域の実情に応じて判断されます。

Ｑ . 濃厚接触者の接触者はどう対応すればよいのでしょうか。

Ａ . 濃厚接触者が陽性となった場合に、改めて濃厚接触者に該当するか判断されるので、それまでは特に行

　　動等について制限されることはありません。ただし、濃厚接触者については、感染している可能性もあ

　　るため、接触した場合には、十分に感染対策をして過ごしていただくことが重要です。

 療養解除・自宅待機について 

Ｑ . 療養解除について教えてください。

Ａ .【症状がある場合】発症日＝症状が出現した日から、１０日以上かつ症状軽快後７２時間経過後（また

　　は症状軽快後２４時間以上空けて２回ＰＣＲ等の検査を行い、陰性だった場合）に療養解除となります。

　　【症状がない場合】…検体採取日から７日経過後に療養解除となります。

　　【無症状者が途中症状が出た場合】…当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発

　　症から１０日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。※ 療養解除基準は変更

　　される可能性があります。

Ｑ . 陽性者の家族はいつまで自宅待機すればよいのでしょうか。

Ａ . 陽性者の同居家族は原則として濃厚接触者と判断されます。濃厚接触者は、発端となる同居の感染して

　　いる方が発症する等してから５日間の待機が必要となります。ただし、２日目と３日目に抗原定性検査

　　キットを用いた検査で２回続けて陰性が確認できた場合は３日目で待機解除とすることができます。上

　　記のいずれの場合でも、自宅待機の期間が終了した後も７日間が経過するまでは、自身による健康状態

　　の確認を行うことや会食を控える等の感染対策をお願いいたします。

Ｑ . 新型コロナウイルス感染症に感染した方のごみの捨て方について

Ａ . 新型コロナウイルス感染症に感染した方が使用したティッシュやマスクにはウイルスが付着しているた

　　め、ごみ箱にごみ袋を被せて入れるようにしてください。ごみがいっぱいになる前に出すようにし、ご

　　みに触れないように注意しながらしっかり縛りましょう。（気になる場合は 2 重にしましょう。）ごみを

　　出した後はしっかり手を洗いましょう。

Ｑ . 新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。

Ａ . 初回（１回目・２回目）接種、追加（３回目）接種にかかわらず、新型コロナウイルスに感染した方も

　　ワクチンを接種することができます。※感染後、体調が回復又は隔離解除後、接種を希望する際には、

　　その治療内容や感染からの期間にかかわらず接種が可能です。

新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ
【お問合せ先】厚生労働省　☎ 0120-565653 ( フリーダイヤル )
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～コロナ関連～

令和４年度 海陽町敬老会の中止のお知らせ

コロナワクチンＱ＆Ａ

【お問合せ先】　地域包括ケア推進課　（海部庁舎）   ☎ 0884-73-4312

【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
                  　受付時間 8：30 ～17：30（土日祝除く）

　７７歳以上の方を対象に毎年９月に開催しておりました「海陽町敬老会」は、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、昨年度につづき【中止】とさせてい
ただきます。

　そこで、昨年度と同様に敬老会の開催にかえて、出席対象者の皆様に、記念品（商品券）

を送付させていただくこととなりましたので、よろしくお願いいたします。

厚生労働省のホームページにコロナワクチンに関する「よくある質問」が掲載されています。

詳しくはこちらをご参照ください。　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

令和４年度 第17回 海陽町共楽運動会中止のお知らせ
【お問合せ先】　教育委員会   ☎ 0884-73-3100

　１０月２日 ( 日 ) に開催を予定しておりました海陽町共楽運動会は、新型コロナウイルス感染拡大防止及

び町民の皆様や来場される方々の健康と安全確保を優先し、地域の関係者による話し合い等の結果、昨年度

に続き本年度も中止と決定いたしました。

　楽しみにされていた町民の方々には残念なお知らせですが、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

対　象　者 ：今年度７７歳以上の方（昭和２１年４月 1 日以前に生まれた方）

敬老記念品 ：２，０００円分の商品券（５００円券 × ４枚）

有 効 期 間 ：１０月１日～令和５年２月２８日
※商品券の発送につきましては、９月中旬以降準備ができ次第、発送させていただきます。

Ｑ．モデルナ製ワクチンの副反応が心配なので、ファイザー製を希望できますか？

　Ａ．　海陽町ではファイザー製ワクチンの国からの配分が少なく、ファイザー社製のワクチン接種のご希

　　　望に添えない状況です。

　　　　ただし、１２歳以上１８歳未満の３回目接種については、ファイザー社製のワクチンしか接種が認

　　　められていないため、ファイザー社製でのワクチン接種となります。

　　　　５歳から１２歳未満の１, ２回目接種についても、ファイザー社製のワクチンのみとなります。

　　　詳しくは、町コールセンター（連絡先は上部に記載）までお問い合わせください。　

Ｑ．１０月以降の接種について

　Ａ．　国の方で、早ければ１０月半ばから、オミクロン株に対応した新しいワクチンの接種が検討されて

　　　います。使用が予定されているのは、オミクロン株の派生型「ＢＡ ･ １」と従来型株由来の成分の２

　　　種類を含む２価ワクチンです。

　　　　対象者は少なくとも２回の接種を終えた全ての住民を想定されていますが、　接種間隔など詳細は未

　　　定です。詳細が分かりましたらお知らせいたします。

Ｑ．ノババックスが自治体に入らないのか

　Ａ．　県の大規模集団接種のみ接種可能で、海陽町にはワクチンの配分がありません。

　　　９月は２日（金）と２３日（金）に徳島市のアミコ東館で実施されます。

　　　　詳しくは、県コールセンター☎０１２０- ５６７- ５７１　受付時間 ８：３０～２０：００（土日

　　　祝含む）にお問い合わせください。
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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

　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！

　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。

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
　　◇　公金受取口座をあらかじめ登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申

　　　　請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要に

　　　　なります。

　　◇　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。

　たとえば・・・

　＜マイナポイント第１弾を取得していない方＞

　　①マイナポイント第２弾　　　　最大５，０００円分

　　②徳島県版プレミアムポイント　最大３，０００円分　　　　

　　③健康保険証利用申込　　　　　　　７，５００円分　　　　　

　　④公金受取口座登録　　　　　　　　７，５００円分

　＜マイナポイント第１弾を取得済の方＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　③健康保険証利用申込　　　　　　　７，５００円分　　　　

　　④公金受取口座登録　　　　　　　　７，５００円分　

　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。

　　平日の８：３０～１７：１５

　　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

　　　・マイナンバーの申請

　　　　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

　　　　　　　　　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。

合計　最大　23,000 円分

合計　　　　15,000 円分

｝
｝
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９月１日は「防災の日」です

早めの避難を！【水害・土砂災害の防災情報】

【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

　「防災の日」は、台風、津波や地震等の災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備

するためとして、１９６０年に制定されました。

　また、１９８２年からは、９月１日の「防災の日」を含む１週間（８月３０日から９月５日まで）が「防災週間」

と定められています。

この機会に、災害対策について見つめ直してみましょう。

　・非常用持ち出し品の確認

　・ハザードマップで避難場所の確認

　・食料、飲料の備蓄を確認する

◎もしもの時に備え、消火器の設置を！

　町内のホームセンターなどで購入ができます。処分の際には町内業者から処分できます。

◎住宅用火災警報器を設置しましょう

　家庭内での火災発生をいち早くキャッチし、知らせてくれる住宅用火災警報器。

　素早い避難や通報により、被害を最小限に抑えることが出来ます。

　日本では毎年のように大雨や台風などにより、各地で洪水や土砂崩れ、河川の決壊が起き、大きな被害が

発生しています。

　災害の危険度は、住民の皆さまが的確に避難行動ができるよう、避難情報や防災気象情報などを５段階の

警戒レベルで伝えることとなっております（令和３年５月２０日から下表のように見直しがされています）。

警戒レベルは災害の危険度に応じ数字が大きくなります。これらの違いをよく理解していただき、いざとい

う時に備えてください。

　また、自らの命は自ら守るという意識を持って、適切な避難行動をとってください。

◎「警戒レベル３」は高齢の方だけでなく、障がいのある方や避難を支援する方も含んでいます。さらに高

　齢者等以外の方も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり避難の準備をしたり、自主的に避難するタ

　イミングです。

◎「警戒レベル４」はこれまでの「避難勧告」と「避難指示（緊急）」から『避難指示』に一本化されました。

　高齢者等に限らず、全員が危険な場所から避難するタイミングです！

◎「警戒レベル５」は、すでに災害が発生・切迫しており、安全な避難ができず命が危険な状況です。緊急

　安全確保の発令を待ってはいけません！

　避難とは難を避けることです。災害の種類により、どこが危険な場所なのか、どこへ避難するべきか等、　

　防災のしおりやハザードマップでご確認下さい。
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　　　　　　　　海部消防組合からのお知らせ　

「 N E T119 緊急通報システム」のサービスをご活用ください。

　聴覚や発語に障がいがある方、音声による通報が困難な方が、携帯電話やスマートフォンのインターネット機能

を利用し、簡単な画面操作で１１９番通報ができる無料のサービスです（通信料が別途必要です）。

【お問合せ先】　海部消防組合 消防本部 警防課　　　0884-72-0600　 FAX 0884-72-2999
　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　syoubouhonbu@kaifu119-tokushima.jp

※ＮＥＴ１１９をご利用するには事前に

　登録が必要です。ご利用を希望され

　る方は、お問い合わせください。

※詳しくは「海部消防組合」のホーム

　ページでもご覧になれます。

◇聴力に障がいがある
　音声の聞き取りが難しい方

◇音声の発語に障がいがある
　発声が難しい方

3 年ぶりに放水訓練を行いました！
【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

　　　　　　　　　　　　　　　　　７月１７日（日）鞆浦地区にて火災に対する危機意識を高めるため、海部
　　　　　　　　　　　　　　　　地区消防団が放水訓練を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一昨年と昨年は新型コロナウイルスの関係で
　　　　　　　　　　　　　　　　開催が見送られていましたが、今年は３年ぶり
　　　　　　　　　　　　　　　　に放水訓練を開催しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　訓練では機械のトラブルやホースの破損など
　　　　　　　　　　　　　　　　のアクシデントもありましたが、消防団員の迅
                                速な対応により、予定通り放水を実施することが
                                 できました。
　鞆浦地区の住民の皆様、ご協力ありがとうございました。　　

在住外国人向け防災ワークショップを行いました！
【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

　７月３１日 ( 日 )、役場海南庁舎で、南海トラフ地震が起こった際に取るべき避難行動や避難所について、

海陽町在住の外国人の方と一緒に学ぶ「多文化共生型の減災社会づくり研修」を行いました。

　この研修はＪＩＣＡ四国等が主催した事業で、オンライン講座、フィールドワーク、ワークショップの３

回に分けて開催しており、今回集大成のワークショップを海部高校生が中心となって行いました。

　感染症対策のため適度な距離を取りながら、在住外国人の方と力を合わせて避難訓練やテントの組み立て

を行い、平時からの防災対策や地震が起こった際の避難行動の大切さを学びました。
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各種健診が実施されます！
【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

〈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

※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：10 月 3 日（月） ＊申し込み〆切り：９月１６日（金）

●健診日：9 月 25 日（日）　＊申し込み〆切り：９月９日（金）

〈場所・受付時間〉

〈場所・受付時間〉

場　　所 受　付　時　間

海部庁舎

宍喰庁舎
　７：３０～　９：００

１０：３０～１１：３０

【総合健診のお知らせ】

【婦人がん検診のお知らせ】

＊健診機関：徳島県総合健診センター

〈項目及び料金〉　※クーポン対象の方は無料です。（骨粗しょう症を除く）

場　　　所 受　付　時　間 項　　　　目

浅川漁村センター

海南庁舎

　９：３０～１１：００

１２：００～１２：３０

１３：３０～１４：３０

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

項　　　　目 料　　金 対　象　者

４０歳以上（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歳以上の方

２０歳以上の方

　 ５００円

１，０００円

 　４００円

　 ５００円

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

　９月７日（水） 海部公民館４階 ／ ９月２１日（水） 宍喰町民センター３階

９月の『マイトレ運動教室』

今月のテーマ：やさしい筋トレでシェイクプアップ！（軽めのダンベルトレーニング）＆ストレッチボールで疲労回復♪

 【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！
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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

９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合せください。

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　程

パパママ教室

げんきひろば
（乳幼児相談）

乳児健診

助産師相談室

遊びの相談

１歳６か月児健診
３歳児健診

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

海部庁舎
３階
げんき
ひろば

９：３０～１１：３０

９：３０～１２：００

９：３０～１１：３０

９：００～１０：３０

９月２７日（火）

９月２１日（水）

９月 ５日（月）

９月１２日（月）

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

開業助産師による骨盤ケアや乳房ケアなどの個別相談

作業療法士による遊び方などの個別相談

問診・身体計測・小児科診察・保健相談・乳幼児食
相談・歯科相談など

妊婦・産婦さんとその家族を対象に、牟岐・美波町
と合同で助産師による骨盤ケアを一緒に行います

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

がん検診について知ろう！
【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

～特定健診・がん検診の受診はお済みですか？
　特定健診の受診できる期間は、１１月３０日までです。医療機関での受診を希望される方は、１０月、
１１月になると予約が混み合い、受診できない場合があります。お早めに受診することをお勧めします。
　受診される場合は、必ずお電話でご予約のうえ、受診してください。
　受診券、無料券を紛失された方は、再発行できますので、福祉人権課　保健師までご連絡ください。

　第１弾；胃がん
　女性にも急増しており、がん死亡率２位のがんです。

　日本人に多く、死者は、肺がんに次いで２位ですが、年間約５万人の方が亡くなっています。

　食事や生活習慣の変化で若い世代に少なくなってきていますが、食塩を多く摂る地域に多いなど食生活と

深く関係しています。

 早期発見のために胃がん検診を !!

　役場で実施している集団検診では、バリウム検査（胃Ｘ線検査）を受診できます。

【胃バリウム検査とは？】
○バリウムをのんで、胃の形や粘膜などの状態や変化をＸ線写真で確認する検査です。発泡剤をのんで胃をふくらませます。

　～イメージ画像～

　　次回は、１０月３日（月）に予定しています。胃がん検診などのがん検診では、保険関係なく受診可能です。
　ぜひ、この機会に受けてみませんか？　※集団検診では、４０歳以上８０歳未満の方に推奨しております。

　　　　引用：公益財団法人　とくしま未来健康づくり機構（徳島県総合健診センター）ホームページより

【国保からのお知らせ】

十二指腸　胃食　道

徳島県総合健診センター検診車
では、鮮明なデジタル画像での
撮影ができます。
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【お問合せ先】 　地域包括ケア推進課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4312

地域包括ケアシステムづくりに向けて

認知症サポーター養成講座　～宍喰中学校・宍喰小学校～

　６月２３日に宍喰中学校の１年生、７月１２日に宍喰小学校の５年生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。海陽町社協の職員が講師となり、認知症予防に役立つ「コグニサイズ＊」を体

験してもらったり、認知症高齢者の方と孫とのやりとりの寸劇を見て、自分だったらどういった接し方をす

るか発表してもらいました。その後、認知症の方の気持ちを理解して適切な対応について学んでもらいました。

　＊コグニサイズとは頭で考える課題と運動を同時に行うことで認知症予防に効果がある体操です。

　現在、本町には１,７３４人のサポーターがいます。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時間程度を予定しております。

寸劇の様子　～担任の先生が熱演されました～

コグニサイズの様子 発表の様子

宍喰中学校１年生のみなさん 宍喰小学校５年生のみなさん
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【お問合せ先】 　地域包括ケア推進課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4312

地域包括ケアシステムづくりに向けて

やってみたい地域はありませんか？　～かいよう元気体操教室～

　５月２０日～７月２９日ま

で、鞆浦地区の６５歳以上の方

を対象に、週１回・合計１０回、

１時間程度の体操教室を、海陽

愛あいクラブの講師の指導のも

と開催しました。教室終了後も

２つのグループに分かれて鞆浦

福祉会館に集まり、週１回の体

操を続けていく予定です。やっ

てみたい方は、ふるってご参加

ください。

　今までに教室を開催した左記

の地区では、教室終了後も自主

的に週１回集まって体操を続け

られています。楽しく運動して

健康寿命を延ばしていきたいで

すね。

　新しく教室の開催をご希望の

地域の方は、地域包括ケア推進

課までご連絡ください。

～感想～

太ももの筋肉が固くなった。

身体を動かすと気持ちがいい。

集まるのが楽しかった。

　おもりを使った「いきいき百歳体操」

を中心とした筋トレやストレッチを行い

ます。教室終了後もみんなで集まって体

操ができるよう運動習慣を身につけてい

ただきます。

●かいよう元気体操教室とは？

鞆浦地区のみなさん
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コロナ対策

海陽町税等口座振替新規登録者にトートバッグをプレゼント！
【お問合せ先】　税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

　今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、次の期間に海陽町税等の口座振替登録を推進します。

　推進期間中に海陽町税等の口座振替を新規に申し込まれた方には、先着３００名様に「ふるるんの

トートバッグ」を進呈します。 

  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納め忘れがありません。

　　　　　　また、納付書を持って金融機関等に支払いに行かなくて良いので、

            時間短縮やコロナウイルス３密回避になります。

　【対象期間】

　　９月１２日（月）～１２月３０日（金）

　【対象者】

　　新規で対象となる町税等の口座振替を登録する方

　【対象となる科目】

　　・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

　【対象とならない方】

　　・対象町税等の課税が無い方

　　・給与や年金から特別徴収（天引き）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

　【口座振替の申込方法】

　　各取扱金融機関窓口で、口座振替依頼書に記入のうえお手続きください。

　【取扱金融機関等】

　　・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（本店・各支店）

　　・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

　【口座振替についてのお問い合わせ先】

　　海陽町役場　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

　～国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ～

国民年金保険料の追納をおすすめします
【お問合せ先】　徳島南年金事務所　お客様相談室　☎ 088-652-1511

　　　　　　　　　　　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る

年金額が少なくなります。

　将来受け取る年金を補うために、１０年以内であれば、後から保険料を納めること（追納）ができます。

　＊老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

　＊免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額

　　が加算されます。

　追納を希望される場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。

広報海陽  2022.9 № 197
12



【お問合せ先】 　管財課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4169

地籍調査の現地立会を実施します

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

　　　みます。

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

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

　　　　調査が完了したということではありません。

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

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

　　　※　例１）大掛かりな伐採をしなければ調査ができない場合

　　　※　例２）土地の筆界が全く分からない場合など

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

　　　プレートを取ったりしないでください。

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

　　　たします。

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

　　　　ま処理することです。

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

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

　　　　こととなります。

◎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致します。

　～あなたの土地を再確認～　☆子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！

令和４年就業構造基本調査へのご協力をお願いします
【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　総務省統計局（徳島県・海陽町）では、１０月１日現在で就業構造基本

調査を実施します。

　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とす

る調査であり、政府の重要な調査として統計法に定められた基幹統計調査

です。

　調査結果は、雇用政策、経済政策などの企画・立案のための基礎資料と

して活用されます。

　調査対象は、統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の約５４万世帯

（１５歳以上の世帯員約１０８万人）です。

　９月下旬から、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の

趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

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

広報海陽  2022.9 № 197
13



【お問合せ先】　総務課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4151

消費生活　困ったときの相談窓口

クラウドファンディングサイトで、レーザー工具の製造会社に約１０万円の支援をした。

リターンとして送られるはずの製品が期日を２カ月過ぎても届かない。

サイトの運営業者に問い合わせても、製造会社に連絡するように言われただけだった。

【事例１】クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプ

リなので面倒で見ていなかった。

確認すると、申し込み時からリボ払いで、１００万円近い残額があることが分かった。

【事例２】解約したクレジットカードの請求が来るので不審に思い、カード会社に尋ね

ると「リボ払いになっており、支払う必要がある」と言われた。

知らずにリボ払いになっていたことに納得がいかない。

●クラウドファンディングとは、プロジェクトを立ち上げた事業の実行者が、イン

ターネットを通じて資金提供を呼び掛け、賛同する支援者から資金を調達する仕組

みですが、支援者に対価（リターン）として商品などを提供する「購入型」で、商

品が届かないなどの相談が寄せられています。

●支援を行う前に、プロジェクトの説明やクラウドファンディングサイトの規約を

よく読み、不明な点は実行者やサイト管理者に確認しましょう。実行者の住所、名称、

連絡先、リターンの提供時期なども確認しましょう。

●トラブルの際は、原則当事者同士で解決することになります。実行者にリターン

の提供や返金を求めましょう。当事者で解決ができない場合は、サイト管理者に協

力を依頼しましょう。

●リボルビング払い（リボ払い）は、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した

一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑

えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなどの点に注意が必要です。

●初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードも

あります。申し込み時には、よく確認しましょう。

●利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が

少ないなどの場合はリボ払いが考えられます。不審に感じたらすぐにカード会社に

確認しましょう。

●　阿南市消費生活センター　　TEL：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　  　　 TEL：188

　　　　お近くの消費生活センターに繋がります。

リターンが届かない　クラウドファンディングのトラブル

意図せぬリボ払い　利用明細は必ず確認
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【お問合せ先】　徳島県農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課　☎ 088-612-2262

　ニホンザルによる被害問題の解決および適正な管理に向け、徳島県ではニホンザルの生息状況調査（地域

への聞き取り調査）を以下の要領で実施します。

　つきましては、当事業に対するご理解とご協力を承りたくお願い申し上げます。

●実 施 主 体：徳島県農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課

●事業受託者：株式会社 野生動物保護管理事務所

●目　　　的：聞き取り調査によるニホンザルの出没・被害状況の把握

●期　　　間： ９月中旬 ～ １０月上旬 

●場　　　所：海陽町およびその周辺地域

●内　　　容：期間中、専門の調査員が地域を巡回し、皆さまからサルの出没や被害に関する情報をお聞き

　　　　　　　します。調査員は名札と腕章を身に着けています。調査車両には「野生動物調査中」のステッ

　　　　　　　カーが貼ってあります。ご協力をお願いいたします。

生息状況調査の概要
　皆様のお住まいの地域に調査員が伺い、

出没するニホンザルについて聞き取りを

させて頂き、群れの数や個体数、被害の

程度などを調査します。

　本調査は、ニホンザルが出没した日時、

場所、被害状況の情報から、どこにどの

ような群れがいるかを明らかにします。

また、被害状況や人馴れ状況などから群

れごとの加害性（レベル）を推定します。

　これらの情報を基に、今後どのような

対策に取り組めば被害を軽減でき、適切

にニホンザルの群れを管理することがで

きるかを検討します。

徳島県事業　ニホンザル生息状況調査のお知らせ

【お問合せ先】　（株）野生動物保護管理事務所　☎ 0848-37-1593

調査協力のお願い
　この度、ニホンザルの生息状況を調べるため、調査員が巡回し、地域の方々にサル被害について、お話を

お伺いする事となりました。

　調査の際には、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温の実施、マスクの着用、３密（密閉、密集、

密接）の回避、社会的距離の確保に努めるなどの対策を徹底いたします。

　また、予定時の新型コロナウイルスの感染拡大状況次第では実施を見送る事もありますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

広報海陽  2022.9 № 197
15



第 17 回 海陽町文化祭のお知らせ
【お問合せ先】　教育委員会　☎ 0884-73-3100

　コロナ禍の状況ですが、教育委員会では、「海陽文化の継承と発展」をテーマに、感染対策を十分取りなが

ら、第１７回目となる海陽町文化祭を次のとおり開催いたします。創意工夫を行い、作品展示や３年振りの

開催となる芸能大会を実施いたしますので、皆様方のご参加とご来場をお待ちしております。

※詳細は後日募集要項にてお知らせいたします。

※芸能大会一般の部は、文化館ホールのみで行うため、宍喰地区へはバスで送迎いたします。

※なお、新型コロナウイルスの感染状況により、内容の変更もしくは中止する場合もありますので、ご了承ください。

　皆様方にはご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

芸能大会

作品展示

一般の部 阿波海南文化村 文化館ホール

阿波海南文化村 文化館ホール

海部公民館 ４階大会議室、海部庁舎 ３階

阿波海南文化村 文化館・工芸館・いきいき館

宍喰町民センター ３階大ホール

１０月３０日(日)

学生の部 １１月　５日(土)

１１月３日(木･祝)～１１月６日(日)

部　門 日　　時 場　　所

　民法の一部を改正する法律の施行に伴い、４月１日から成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられて

おります。本町においては従来通り２０歳を迎える方を祝う式典として、「海陽町２
は

０
た

歳
ち

を祝う会」を開催

することといたしました。

　開催日 ： 令和５年１月２日（月）

　時　間 ： １３：００～

　会　場 ： 海南文化館ホール

　 対象者 ： 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日に出生された町内在住者及び

　　　　　　 小・中学校卒業時に居住していた者

令和５年から「海陽町２
は た ち

０歳を祝う会」を開催します
【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-3100
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WAKAISHI   CAFE
第４６回　秋の天体観測カフェ

■日　時：９月９日 ( 金 )　１９: １５～２０: ３０ ( １９: ００～受付 )

　　　　　　【天候により延期又は中止となります。当日１５時に判断し、ＳＮＳにてお知らせしますので、

　　　　　　 参加される方は下記のＱＲコードからご確認下さい。】

■場　所：まぜのおかオートキャンプ場 ( 海陽町浅川西福良４３)

■参加費：８００円

■対象者：年齢制限なし

※予約不要、当日参加Ｏ K ！

※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、検温にご協力下さい。

※発熱、体調不良等の症状がある場合は参加をお控え下さい。

※飲食時等マスクを外す際は他の方と距離を取って下さい。

　海陽の「わかいし ( 若者 )」たちが、ゆる～く何か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。
　今回は天体観測カフェ！天体望遠鏡でしか見られない星空の世界を一緒に観察しませんか。
月のクレーターや土星の輪っかをスマホで撮影できるかも？
　徳島海南天文台の丸岡一洋さんの星空のお話を聞きながら、海陽町のお菓子を茶菓子にゆっ
たりと天体観測を楽しみましょう♪

【お問合せ先】　商工観光課　（宍喰庁舎）　☎ 0884-76-1513

　竹ケ島海域公園のエダミドリイシサンゴの産卵が、新月の７月２５日にありました。

　２１時頃から始まり約１時間続く大規模の産卵で、海中観光船ブルーマリン号の船底にある展望室から見

るオレンジ色のサンゴの卵が海中で無数に漂う様は「スノーホワイト」と言われるように、海の中で雪が舞っ

ているような神秘的な光景でした。

　エダミドリイシサンゴの産卵は、本体の「ポリプ」から、精子と卵が

複数入った「パンドル」と呼ばれるオレンジ色の小さなカプセルを海中

に放出する「放卵放精型」で、年に１度この時期にしか行いません。

「パンドル」が海面で弾けて交じり合うことで受精が行われ、大規模な

産卵ともなると海面がオレンジ色で染まることが有ります。

　大量に放出される卵は食物連鎖により、多くは成長することなく魚た

ちの餌となってしまいます。サンゴの産卵は、生き物たちにとっても一

大イベントなのです。

　生き残った受精卵は、幼体となり海底の岩盤等に定着し、サンゴに成

長します。

　サンゴは、海流や光の条件、紫外線の量など周りの環境で成長の速度

は異なりますが、今年生まれたエダミドリイシサンゴが何百年と生き続

けられるように、１１月には小学生によるサンゴの移植活動が予定され

ており、磯焼け対策やサンゴの保全活動など海洋環境を守る活動を今後

も続けていけたらと思います。

WAKAISHI  CAFE とは…

竹ヶ島海域公園自然再生協議会

　　　　　エダミドリイシサンゴの産卵
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　徳島県のコロナ感染が日々増える記事を見る度、我が故郷はどうかなぁと心配している昨今です。

　早く、コロナの話題が無くなるのを願っております。

　さて、吾輩５０年程前の小学５，６年の出来事です。

　若干記憶が曖昧なところもありますが……。

　友達（同級生）１０名程で、学校行事の遠足をサボり大里のみかん山に入園料を払い入りました。たくさ

んの果実を前にし、なんだか幸せな気分になり、１個２個といただきました。そのうちお腹も膨れ、みかん

山の持ち主がいないのをいいことに、遊び半分でみかんを誰かのからだに投げたのをキッカケに、みかん山

合戦が勃発したのです。

　みんな面白くて一心不乱にみかんを投げ合い、あれよあれよと言う間に実っていたみかんがほとんど無く

なり、地面に無残な姿で散乱していました。

　その後我々一行はまだ遊び足らずテンマ船で出羽島に向かい、もう少しで上陸と言う時に、櫓
ろ

が流され、

船が沖へ沖へと流され途方に暮れていたところ、出羽島の漁師さんに助けられ浅川まで牽引してもらいまし

た。

　翌日、みかん山の持ち主の方が学校に苦情を言いに来られ、我々と親も職員室に呼び出されました。

　親父にどつかれ一言「人に迷惑をかけるな !!」　 おふくろに一言「食べ物を粗末にするな !!」

　後になって、みかん農園の方に大変ご迷惑をかけた事反省しつつ、両親に申し訳なく思った次第です。吾輩、

わんぱく時代の若い思い出のひとつです。来年、古希を迎える歳になり昔の事が懐かしいかぎりです。

　関西ふるさと会会員様の幼い頃の体験話、エピソード等がありましたら是非紹介して欲しいものです。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

「みかん山合戦」

髙 橋  明 良
たか  はし　  あき   ら

（旧海南町出身）関西ふるさと会
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久尾集落が徳島県「アクティブシニア集落」
に認定されました！

　高齢化が著しく進む過疎地域等の条件不利地域において、

高齢者が地域の多様な活動へ積極的・主体的に参画し、地

域活性化に貢献している集落を認定する制度です！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久尾集落（旧宍喰町）が、徳島県から「アクティブシニア集落」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に認定され、勝野美江副知事から認定証が交付されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回、認定証の授与式に出席した、石本アケミさん（８５歳）に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お話をお伺いしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「先が見えん中で、地域のた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めに、自分を励ましながら今

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで頑張ってきたんよ。農業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や農産物加工品づくりの活動　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が収入につながって、この久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾集落で住めるようになって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と、この一心やったな。おか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げでいろんな人との繋がりも

できたわ。知識もいろいろもらったりして。今は、人もおらんようになっ

て、自分も体力もない中で、なんとか頑張ってこれた。」と石本さんは語

ってくれました。

　石本さんに仕事のやりがいをたずねると

　「今は、季節にもよるけんど、寒茶の生産をしよるんと、近くの加工場

でお味噌とお菓子、ちょろぎの漬物、日曜日だけお寿司とお餅をすぎの

こ市場に出しよるんよ。加工場では、４人で楽しく話しながら仕事がで

きる。みんな７０歳から８０歳代の久尾の仲間ばかり。これがないとさ

みしいわ。これがやりがいやなあ」と笑いながら答えてくれました。

　８５歳になっても、現役で活躍する元気な石本さん。その秘訣を尋ね

ると

　「身体にやさしいものを食べて、無理をしないことやな（笑）。私は、

小さい頃は身体が弱かったんよ。でも大人になってからは、入院も大き

な病気もしたことない。これは、久尾でなるべく自然のものを食べて、

自分の作った野菜を食べて、最後は仕事を一生懸命することやな。自然

の中で仕事が趣味、これが健康の秘訣やな。今まで私以上に、寒茶が好

きな人や、見たことないもんなあ（爆笑）」。

　「不便なところや」と言いながら、生まれ育った久尾集落を愛する石本

さんが、とても印象的でした。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　「アクティブシニア集落」認定制度って？

勝野副知事から認定証を贈呈される

石本さん
「アクティブシニア集落」に認定
された久尾集落の風景 ( 旧宍喰町 )

「私より寒茶が好きな人は
  見たことないわ（笑）」

「美味しい寒茶を作るには
  日々の手入れが大事」
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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

◆看護アシスタント（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。

海南病院からのお知らせ

【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以降の受付は予約者のみ

◇脳卒中・認知症外来 １４：００～１７：００　※完全予約制

　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。

【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355
海南病院 外来診察案内

診　療　科

内　　　科

整形外科

外　　　科

脳 外 科

月 火 水 木 金

午　前

午　後

午　前

午　後

午　後

午　前

午　後

午　前

日浅 芳一

日浅 芳一

神澤 　 賢 神澤 　 賢神澤 　 賢 神澤 　 賢

堀　  太貴

堀　  太貴

神澤 　 賢

神澤 　 賢 神澤 　 賢神澤 　 賢 休　　　 診

細木 美苗

細木 美苗

休　　　 診

　　 － 徳島大学病院医師　　 － 　　 －　　 －

　　 － 徳島大学病院医師　　 － 　　 －　　 －

　　 － 　　 －　　 － 　　 －　　 －

　　 － 　　 － 　　 －
 影治 照喜
第１ ・ ３火曜日
   ※要予約

 岡　  博文
   ※要予約

日浅 芳一

林    宏樹

宮本 和明

宮本 和明 渡邊 美恵

森本 佳奈

西村 明儒

古川 誠二

休　　　 診

古川 誠二

古川 誠二

西村 明儒

古川 誠二

森本 佳奈

渡邊 美恵
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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

　当院では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の取り組みを行っています。

①　手指消毒

　　正面玄関をはじめ、自動手指消毒器や消毒剤をいたるところに設置することで、感染

　　防止のため基本的な対策を行っています。

②　院内消毒

　　除菌クロスを用いて机、手すり、ソファー等、施設内の消毒を定期的に行っています。

③　検温

　　正面玄関に自動検温機を設置し検温してもらい、その後自動検温サーマルカメラの前を通過することで、

　　発熱者を事前に察知するため二重のチェックを行っています。

④　専用診察室

　　発熱者・感染症疑い者の専用診察室を設置しています。

⑤　密にならない

　　マスク着用の徹底、飛沫飛散防止フィルムカーテン設置、椅子やソファーの距離確保、定期的に換気を

　　行うなど、密にならない工夫を行っています。

⑥　面会禁止

　　原則面会は禁止させていただいていますが、状況に応じてＷＥＢ面会を実施しています。

【重要】  発熱等の症状のある方は直接来院せず、受診前に必ず電話でご相談ください。

感染症対策の取り組み

日浅芳一医師が、世界のベストドクターに認定されました！

　当院の日浅芳一医師が、２０２０年－２０２１年に引き続き、

２０２２年－２０２３年も米国ベストドクターズ社より医師同士の

評価によって選ばれる The Best Doctors in Japan に選出されまし

た。

　ベストドクターズ ® 事業は、ハーバード大学医学部教授により

１９８９年に開始されました。２００２年に日本にも進出し、現在

は米テラドックヘルス社のもと病状に応じた適切な治療やセカンド

オピニオン取得のための名医紹介などの事業を世界各国で行ってい

ます。

　日本でも多数の医師を対象に「もしあなたやあなたの家族が

あなたの専門分野の病気にかかった時、治療をどの医師にお願

いしますか？」とアンケート調査しその中で治療能力、研究結

果、最新医療情報の精通度などを考慮したうえで高評価を得た

医師を名医（Best Doctors）と認定しています。

　世界でベストドクターとして認定されている医師は約５３, ０００

名です（２０２０年３月時点）。今回認定（再認定含む）されたのは、

徳島県で眼科医、整形外科医、呼吸器内科医など３２名、日浅医師

が専門とする循環器内科では全国で２９６名でした。
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ひだまり

日時 ： ９/ １０　第２ （土）　９ ： ３０スタート

場所 ： 海老ヶ池外周　ピクニック公園の海老ヶ池に集合してください。

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。

今月の月いちウォーク ＊雨天中止
４ヶ月ぶり♪

★９月 ･ １０月は無料体験月間です！ 気になる教室を選び ☎７３－３９６０ までご予約ください♪

■下期会員 （２０２３年３月末まで）

大人 ・ 高校生　3,000 円→ 1,500 円　　小 ・ 中学校　2,000 円→ 1,000 円

幼児　1,000 円→ 500 円　　家族 6,000 円→ 3,000 円

＊高校生以下の会員はトレーニングジム ・ 教室無料 （キッズダンスは除く）

■トレーニングジム

営業 ： 　９ ： ００～２１ ： ００　　（日） は１７ ： ００まで　　土 ・ 祝日休館日

料金 ： 　会費 200 円　　一般 500 円　　中 ・ 高校生 300 円 （会員は無料）

クラブ年会費が９月より半額になります！

詳しくは下記の
ＱＲコードから
ＨＰをチェック！
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～ 四国インターハイ 総合開会式が開催！ ～

～ 地域連携 ＤＭＶのＰＲイベントへ参加しました！ ～

　７月２８日（木），全国高校総合体育大会 ( インターハイ ) 「躍動の青い力 四国総体２０２２」の総合開

会式が本県（徳島市のアスティとくしま）では５１年ぶりに開催されました。

　秋篠宮ご夫妻を迎え、各都道府県選手団や関係者ら約１, ８２０人が参加，大会の盛り上げ役としてＰＲ

活動などを担ってきた県高校生活動推進委員を代表し、委員長の松島海七美さん（本校３年生）が「推進委

員は心に残る大会を目指し、活動に取り組んできました。選手の皆さんも自分と仲間を信じ、努力の成果を

存分に発揮して下さい。」とあいさつをしました。

　約２年間におよぶ委員長としての大役，本当にお疲れさまでした。

　８月６日（土），公共交通利用促進ＰＲイベント「ＤＭＶとはたらく

のりものフェスタ」（主催：阿佐海岸鉄道株式会社，徳島県）がイオンモー

ル徳島１階ＵＺＵコートで開催されました。郷土芸能部が「海南太鼓」

によるＤＭＶモードチェンジを表現した演奏と阿波踊りを披露，多く

の方に楽しんでいただくことができました。今後も地域連携を進め，［世

界初］が走る町，海陽町の PR を担っていければと思います。
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

９月 女性のための生き方なんでも相談

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

  ６日( 火 ) 13:00 ～17:00

  ９日( 金 ) 13:00 ～16:00

１３日( 火 ) 13:00 ～16:00

１７日( 土 ) 13:00 ～15:00

２０日( 火 ) 13:00 ～17:00

２７日( 火 ) 13:00 ～16:00

【要予約】

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

◆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

　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

　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（試用期間１ヶ月）～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、給与条件など詳細については海南荘までお問い合わせください。

　　　　　※試用期間もありますので、お気軽にお問い合わせください。
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牟岐警察署　☎７２－０１１０
相　談　窓　口

ストーカー･ＤＶ･悪質商法･薬物･けん銃･廃棄物･性犯罪・
交通関係等様々な相談に応じます。
●♯９１１０（プッシュ回線のみ）    ☎０８８－６５３－９１１０
●犯罪被害者相談・心のケア　　  ☎０８８－６５６－８０８０
●子どもたちの悩み事相談　　　　☎０８８－６２５－８９００
●子どもたちのいじめに関する相談　 ☎０８８－６２３－７３２４
●運転免許に関する相談　　　　　☎０８８－６９９－０１１０

大里駐在所 ☎ 73-0867   宍喰駐在所 ☎ 76-2029
浅川駐在所 ☎ 73-1064  奥浦駐在所 ☎ 73-0878駐 在 所 だより

〈事件・事故は 110 番〉

７月中の海陽町内 事件・事故発生件数

※このコーナーは、注意喚起のため地域で発生し
　た事件・事故をお知らせするものです。
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9 月 1 日より
「海陽もっと満喫キャンペーン」を
実施します！
海陽町内のキャンペーン対象宿泊施設や、観光施設、
アクティビティ体験施設をご利用された方、また、
阿佐海岸鉄道等で 「四国みぎした５５フリーきっぷ」を
購入された方等に、町内で利用できる観光券や飲食券
を配布します。

配布場所
【観光券（５００円分）】

海陽もっと満喫キャンペーン事業に登録された海陽町内の宿泊施設

※宿泊施設に宿泊された方が対象（幼児等の宿泊料無料者は対象外）

【飲食券（１, ０００円分）】

①海陽もっと満喫キャンペーン事業に登録された観光施設やアクティビティ体験施設等

※体験料金１, ０００円 / 人以上のプランを利用された方が対象

②「四国のみぎした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

利用可能店舗
海陽町内のアクティビティ体験施設・観光施設・飲食店で、取扱店舗として登録された店舗

（詳しくは、海陽町観光協会のＨＰをご覧ください。）

有効期限
令和５年１月３１日（期間後は無効）

                  【お問合せ先】海陽町観光協会　℡０８８４ -７６ -３０５０ 海陽町観光協会
 ホームページ


