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９月１１日　海陽中学校で体育祭が行われました！



　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。

※　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。

　　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。

※　令和３年度に受給した世帯については対象外です。

　海陽町では、重症化はもとより、感染予防、発症予防の観点から厚生労働省の方針に基づき、オミクロン

株対応２価ワクチン接種を１０月３日より実施します。	 	 	 	

　接種は任意で、接種費用は無料となっています。	 	 	 	 	 	 	

　接種を希望される方は、接種券が届きましたら案内に従い、個人で直接予約をお願いします。

対象者

　初回（１・２回目）接種を完了した１２歳以上の全ての方が対象。

　　＊　最終接種から５ヶ月以上経過した方にワクチン供給及び接種予約の状況に合わせ

　　　　順次接種券を発送いたします。

　　＊　他市町村で１回目・２回目を受けた後、海陽町へ転入された方

　　　　海陽町で接種履歴が確認できないため、オミクロン株対応２価ワクチン接種を希望される方は接種

　　　　済証等を持参の上、海陽町福祉人権課で接種券発行手続きを行ってください。

使用するワクチン　　ファイザー社製　・モデルナ社製（各医療機関の接種日により異なります。）

オミクロン株対応２価ワクチンの効果	 	 	 	 	 	 	 	

　■		従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されます。

　　　　オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株（ＢＡ .1）の成分が含まれるため、従来

　　　型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果そ

　　　れぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。

　　　　そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が

　　　短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されます。

　■		２価ワクチンであることにより、様々な新型コロナワクチンに反応します。

　　　　異なる２種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応

　　　すると考えられます。そのため、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いことが期待さ

　　　れています。

オミクロン株対応２価ワクチンの安全性

　■		ファイザー社及びモデルナ社の２価ワクチンの薬事承認において、どちらのワクチンも従来型ワクチン

　　　とおおむね同様の症状が見られました。	

家計急変世帯への臨時特別給付金

新型コロナ オミクロン株対応２価ワクチン接種を実施します

【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

～コロナ関連～
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　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。

　本町では高齢者のインフルエンザ予防接種を徳島県内医療機関で次のとおり接種費用を助成します。

【対象者】海陽町に住民票があり、次の①または②に該当する方

　　	　　①６５歳以上の方（接種実施日の年齢）

　　　	　②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓 ･腎臓 ･呼吸器に重い病気のある方
　　　　　　　	※②の対象者には本人宛に予診票等を発送します。

【助成対象期間】	１０月 1 日～令和５年１月１５日	※ 医療機関により、接種開始日が異なる場合があります。

【個人負担金】	　１，６００円　（１人１回に限り）

【申込み方法】 　希望する医療機関（徳島県内に限る）に事前に予約してください。

※町外医療機関（徳島県内に限る）での接種をご希望の場合は、事前に、海陽町発行の「予診票」と「接種済証」

　を、各庁舎窓口まで受け取りにお越しください。

※徳島県予防接種（高齢者インフルエンザ）広域化契約に参加医療機関に限る。

　生活保護受給者及び住民税非課税世帯の方は個人負担金が全額助成されます

　①生活保護受給者の方　　手続きは必要ありません。

　②非課税世帯の方

　　町内医療機関での接種をご希望の方

　　　接種日までに各庁舎にて申請し、「軽減証明」を受け取ってください。

　　　（健康保険証等本人確認のできるものをご持参ください）

　　　※「軽減証明」が利用できるのは、町内の医療機関のみの取扱いとなります。

　　　（個人負担金支払後でも還付請求できます。方法は下記の町外医療機関の場合と同様です。）

　　町外医療機関（徳島県内に限る）での接種をご希望の方

　	　	接種後、各庁舎窓口にて、領収書（原本）、接種済証（写し）、振込口座がわかるものをご持参のうえ、

		　還付請求をしてください。

　〈還付請求期限：令和５年２月２８日〉

															＊＊	　高齢者以外の方の助成につきましては、11 月広報予定です		＊＊

新型コロナウイルスの自主検査の費用を助成します

令和４年度高齢者インフルエンザ予防接種の助成を行います

【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

～コロナ関連～
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令和４年度 戦没者追悼式を開催します
【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

　コロナ禍により延期しておりました令和 4 年度戦没者追悼式を次の日程で開催いたします。ご遺族の方に

つきましてはご参列賜りますようお願い申し上げます。

　 日時：１０月２３日（日）　１０：００から１１：００

 　場所：阿波海南文化村文化館ホール

　　※別室におきまして、町遺族会による戦没者資料展を予定しております。

学生生活応援　海陽町特産たくさんふるさと便の申込が始まっています
【お問合せ先・お申込み】　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　１１月３０日（水）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、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

にアクセスできます。

　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～

令和４年度 分館巡回人権学習会中止のおしらせ
【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-1246

　本年度の分館巡回人権学習会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況から、海陽町人権教育協

議会役員会で協議した結果、昨年度に引き続き中止と決定いたしました。

　町民の皆様には、ご理解いただきますようお願いいたします。
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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。

　◆マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和４年１２月末まで延長されました。

　◆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。

　　　　＊令和２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。

　◆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

合計　最大

　　　23,000円分

合計　15,000円分

｝
｝

マイナンバーカード平日夜間窓口開設（予約制）

　１０月３日（月）から１２月２８日（水）までマイナンバーカードについて窓口の対応時間を下記のとおり延長します。

　延長時間内に対応できるのは、予約された方のみとなりますので、希望される方は、来庁される日の午前中まで

にご連絡ください。

　　☆開設時間……月曜日～金曜日（祝日は除く。）　　１７：１５～１９：００

　　☆開設窓口……海陽町役場　海南庁舎　住民環境課　※ 海南庁舎のみの開設となります。

　　☆対応業務……マイナンバーカードの申請・交付、電子証明書の更新　　　　　　　　　

　　　　　　　　　＊海部地区・宍喰地区の方も、海南庁舎でマイナンバーカードの受取ができますが、

　　　　　　　　　　予約をしないで来られた場合、ご対応できません。

　通常の開庁時間に来るのが困難な方は、ぜひご利用ください。

【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152
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海陽町雨量観測システムの公開について

　海陽町では台風や集中豪雨などの緊急時に迅速な防災及び減災活動を実施するため、町内６箇所に雨量計

を設置し雨量を観測するシステムを整備しております。このシステムは雨量計設置箇所での１０分雨量・時

間雨量・累計雨量を、雨量に応じ色分け（白、水色、黄、赤）して確認できるものです。また、アメダスや

徳島県が設置した雨量計とも連携しており、町内の計１５箇所で雨量を観測できます。

　海陽町のＨＰでも公開しておりますので、避難等の参考にご覧下さい。

　【閲覧方法】　海陽町ＨＰから、もしくは次のＵＲＬからご覧下さい。

　　　　　　　　　　　　　http://kaiyo.tenki.ne.jp/

【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

緊急地震速報による訓練の実施について
【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

　次の日程で、消防庁による全国瞬時警報システム（Ｊ - ＡＬＥＲＴ）の緊急地震速報を使った全国一斉訓

練が実施されます。海陽町では、訓練当日にＪ - ＡＬＥＲＴの情報を受けて、防災行政無線ならびに各戸に

設置しております告知端末機を使用し、訓練放送を行います。ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

【訓練日および内容】

　１．訓 練 日　 １１月２日（水）　１０：００頃
　２．訓練内容　	国からの信号を受けて防災行政無線で訓練放送を行います。

　　　　　　　　	※放送を聞いたら、どう行動するか考えておくことが重要です。

　　　　　　　　	〔頭を保護し、机の下に身を隠すなどの行動をしてください〕

　３．放送内容

　　　（♪チャイム音♪）

　　　　こちら防災海陽町役場です。ただ今から訓練放送を行います。

　　　（♪緊急地震速報チャイム音♪）

　　　　※緊急地震速報　大地震です　大地震です

　　　　これは訓練放送です　

　　　　※３回くりかえし

　　　　こちら防災海陽町役場です。

　　　　これで訓練放送を終わります。

　　　（♪チャイム音♪）

J-ALERT 訓練

　通信衛星と市町村の同報系

防災行政無線を利用し、緊急

情報を住民へ瞬時に伝達する

システムです。

J-ALERT とは…

四国電力からのお知らせ
　【お問合せ先】　四国電力送配電阿南事業所　☎ 0120-410-199
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７日以上入院した消防団員には入院見舞金が支給されます

安全運転を心がけましょう

　消防団に所属している皆様にお知らせです。消防団に加入している方は公務中・公務外に関わらず７日以

上の入院に対し、１日あたり１，５００円（１２０日限度）の入院見舞金を支給する制度があります。

　基本的には７日以上の入院をした方に支給されるものですが、新型コロナウイルスに罹患し自宅療養を７

日間以上行った方に対しても支給されます。※但し、令和４年９月２６日以降に感染症と診断された場合は、

入院を要する方、６５歳以上の方など「重症化リスクの高い方」が給付対象となりましたので詳しくは危機

管理課までお問い合わせ下さい。また請求期限は支払事由が生じた日の翌日から３年間まで対象となります

のでこの点にもご注意ください。

　支給条件を満たしている方は危機管理課までご連絡ください。

　徳島県は人口 10 万人当たりの交通事故での死亡数が全国 1 位

になる等、全国でも悪い意味でも目立つ存在となっています。

　安全運転 5 原則を常に頭において、

安全運転を心がけましょう。

【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

本町消防団員の報酬が改定されます
【お問合せ先】　危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

（令和４年４月１日より適用）

（令和４年４月１日より適用）

　消防団は市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は他の本業を持ちながら、権限と

責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づき、消防防災活

動を行っています。

　今年度より海陽町消防団の報酬額が年額報酬・出動報酬ともに改定することが決定しましたのでお知らせ

します。詳細は以下の表になります。

　海陽町では現在消防団員を募集しております。是非この機会に消防団に加入してくださいますようお願い

申し上げます。入団希望の方は危機管理課までご連絡ください。お問合せ先は上部に記載しております。
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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

※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。

〈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）

●健診日：11月20日（日） ＊申し込み〆切り：１１月４日（金）

〈場所・受付時間〉

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

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】

１０月５日（水） 海部公民館４階 ／ １０月１９日（水） 宍喰町民センター３階

10 月の『マイトレ運動教室』のお知らせ

今月のテーマ：前回に引き続き！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）

	【時　間】１９：３０～２０：３０

	【持ち物】シューズ、タオル、飲み物

	【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！

※健診機関

　徳島県総合健診センター

広報海陽  2022.10 № 198
8



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

10 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

げんきひろば
（乳幼児相談）

まるまる体験会

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

９：３０～１０：３０

　９：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

１０月２４日（月）

１０月１８日（火）

１０月１２日（水）

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

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

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

保健師からのお知らせ  ～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

　第２弾；肺がん
　女性にも急増しており、1988 年以来、がん死亡率 1 位のがんです。

　最も死亡者数の多いがんで年間約 7 万人もの方が亡くなっています。

　喫煙との関係が深いことが科学的に証明されていますが、非喫煙者にも発症します。

 年に１回、肺がん検診を受診し、早期発見・早期治療へ !!

　【肺がん検診とは？】

　役場で実施している集団検診で受診できます。

　●胸部Ｘ線検査

　　・胸のＸ線撮影を行う検査です。全体を写すため、大きく息を吸い込んで

　　　しばらく止めて撮影します。

　　・喫煙指数 (１日に吸うたばこの本数×喫煙年数 )が６００以上の方は、喀痰検査の対象となります。

　　・痰の中のがん細胞の有無を調べる検査です。

　　・喀痰検査では、３日間の朝の痰を同じ容器へ入れて提出していただきます。

　次回は、１１月２０日（日）に予定しています。肺がん検診などのがん検診では、加入している

　保険に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？

　							　　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

　　　　　							　公益財団法人　がん研究振興財団　やさしいがんの知識

※イメージ

子育て講演会のお知らせ
●日時　１０月１１日（火）　１０：００～１１：３０

●場所　海陽町役場海部庁舎３階げんきひろば

　　　　（ご自宅からｚｏｏｍで参加することも出来ます。）

●対象　子育て中の方、子どもに関わる方

●講師　作業療法士	山本真理子	先生（「遊びの相談」担当）

●演題　子どもと、どう遊ぶ？	～	子育てのその疑問に答えます～
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【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

10 月は里親月間です。

子どもたちの健やかな成長のために 里親になりませんか

　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。

　ところが今、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。子どもたちを迎え入れ、

温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。

　「里親」は、児童福祉法で規定されている制度です。里親というと特別な方というイメージを持つ方がい

るかもしれませんが、そんなことはありません。実際の里親は、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、

お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんです。

様々な事情により家庭と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育
する里親です。

養育里親のうち、非行、虐待などの理由により専門的な援助を必要とする
子どもを養育する里親です。

実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、祖父母などの親族が
子どもを養育する里親です。

養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。

里親とは

里親の種類

里親委託まで

養育里親

養子縁組里親

親族里親

専門里親

相談 登録 里親委託
　研修
家庭訪問

子どもとの
　出会い

児童の委託を受けた里親には委託費が支給されます。また、医療費は県で負担します。

里親についての情報は
　　　　こちらを検索してください→ とくしまはぐくみネット　里親

　今までに関心を持ちながら、一歩を踏み出せなかった方や、もう少し話を聞いてみようと関心をもた
れた方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

　　　[ 相談窓口 ] 　●中央こども女性相談センター　☎ ( ０８８) ６２２- ２２０５
　　　　　　　　　　●南部こども女性相談センター　☎ ( ０８８４) ２２- ７１３０
　　　　　　　　　　●西部こども女性相談センター　☎ ( ０８８３) ５３- ３１１０

「里親」＝「養子縁組」だと思っていませんか

４つの種類があります

里子の受け入れまでは段階を踏むので安心！

移動献血バスのご案内
【献血に関するお問合せ先】　徳島県赤十字血液センター　☎ 0120-688-994
　　　　　　　　　　　　　福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

　献血にご協力お願いいたします。日時場所については、下記一覧のとおりです。

※４００ｍｌ献血のみの実施です。　　※検診医の判断で献血をお断りすることがあります。

実　施　日 採　血　場　所 住　　　所 採　血　時　間

１０月２６日（水） １６：００～１７：００

　９：００～１０：００

１３：４０～１５：００

１０月２７日（木）

海陽町役場 宍喰庁舎前

海陽町役場 海南庁舎前

ピアカイフ前

海陽町宍喰浦字宍喰 364-1

海陽町大里字上中須 128

海陽町奥浦字町内 200
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【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

【事例１】先日父が亡くなった。父が契約していた通販サイトの有料会員を解約したいが、

　　　　ＩＤやパスワードが分からないため、会員ページにログインできず、手続きが

　　　　何もできない。

【事例２】亡くなった夫が利用していた決済アプリの残高が１０万円あることが分かった。

　　　　しかし、夫のスマートフォンのロックが解除できないため、詳細が確認できない。

【事例１】一人暮らしにちょうどよさそうな２０センチサイズのフライパンを購入した。炒め物

　　　　	をしようとガスコンロの五徳の上にフライパンを置き、油を入れると急に傾いた。熱

　　　　	い油がこぼれたら、やけどをしていたかもしれない。

【事例２】２２センチサイズのフライパンの取っ手に、ガスコンロの炎が当たり、取っ手を固定

　　　　	している樹脂部が劣化した。そのため本体から取っ手が外れ、調理したものが足の上

									に落ちやけどをした。

●「デジタル遺品」（デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品）について、遺族から、

　ＩＤやパスワードが分からず定期購入や月額制のサービスをスムーズに解約できない、ロッ

		クが解除できず端末内の電子マネーやネット取引の状況が把握できないなどの相談が寄せら

　れています。

●終活の一環として、端末のロック解除方法、退会が必要なサイトとそのＩＤやパスワード、

　ネット関連の金融資産などについてノートなどに記し、家族などに伝える手段を講じてお

　きましょう。

●遺族の方は、まず契約先に手続きについて確認しましょう。

●小さいサイズのフライパンをガスコンロで使う場合、ガスコンロの調理油過熱防

　止装置が鍋底を押し上げて、フライパンが傾いたり落下したりすることがありま

　す。取っ手を持ちながら調理しましょう。

●小さいサイズのフライパンの中には、調理油過熱防止装置があるガスコンロでの

　使用や揚げ物の調理を禁止しているものもあります。商品の表示を確認するなど、

　使用目的に合ったものを購入しましょう。

●小さいサイズのフライパンは、取っ手の根元部分が炎に近く、鍋底からはみ出し

　た炎が、直接取っ手の樹脂部に当たり、取っ手が焼損するおそれがあります。火

　力に注意して調理しましょう。

●　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。

生前整理　デジタル遺品リストを作りましょう

小さいサイズのフライパンは注意して使用しましょう
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【お問合せ先】　阿南税務署　個人課税部門　☎ 0884-22-0416
　　　　　　　税務課　（海南庁舎）　						　☎ 0884-73-4153

この頁の上部に記載した連絡先をご参照ください。
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
            ～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

【お問合せ先】　ねんきん加入者ダイヤル　☎ 0570-003-004
　　　　　　　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。（令

和４年度中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象になります。）

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、

保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

　このため、日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに発送されます

ので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

①

②

発送時期 対		象		者

１０月下旬から

１１月上旬にかけて順次発送

令和５年２月上旬

１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険

料を納付された方

１０月１日から１２月３１日までの間に国民年金

保険料を納付された方（①の対象者は除きます。）

阿南税務署からのお知らせ
【お問合せ先】　阿南税務署　法人課税部門　☎ 0884-22-0417
　　　　　　　税務課　（海南庁舎）　						　☎ 0884-73-4153

　税務行政につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　経済社会のデジタル化が一段と進展する中、行政についてもデジタル化を進めていくことが重要となって

おり、年末調整に関する情報提供についても、デジタル化を進めるための取組を行っています。

　このような状況を踏まえ、これまで源泉徴収義務者の皆様に一律送付していた標記のパンフレット等に代

えて「リーフレット」を一律送付することとしました。　　

　このリーフレットにおいて、年末調整の手順や法定調書の作成のしかた等を解説した動画やパンフレット

等を掲載した国税庁ホームページ（年末調整がよくわかるページ）を案内するとともに、税制改正に関する

情報などをお知らせすることといたしましたので、御理解いただきますようお願い申し上げます。

「年末調整のしかた」、「源泉徴収税額表」及び「給与所得の源泉徴収
	票等の法定調書の作成と提出の手引」の一律送付の見直しについて

　～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  2022.10 № 198
13



犬・猫の飼い主のみなさんへ
【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

　近年、ペットは人間と暮らす家族、伴侶として捉えられ、人間社会での重要度が高まっていますが、その

反面、鳴き声やフン、捨て犬・猫に関する苦情が寄せられているのも事実です。

　マナーを守ること、最低限のしつけをすることは飼い主の責任です。

　●犬はつないで飼いましょう。

　●猫はできるだけ室内で飼うように努めましょう。

　●犬は必ず登録し、毎年、狂犬病予防注射を受けましょう。

　●首輪には、狂犬病予防注射と名札等をつけましょう。

　●動物のフン尿、その他汚物を適切に処理して、清潔に保ち、地域の生活環境の保全に努めましょう。

　●野良犬、野良猫を増やさないようにしましょう。

　●不幸な犬・猫を増やさないよう、不妊・去勢手術を考えてはどうでしょう。手術に対する助成金制度があります。

　●ペットを飼うことは命を預かることです。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

犬・猫の避妊・去勢手術の助成制度
【助 成 金】 　１匹につき５，０００円

【対　　象】	　家庭で犬・猫を飼育されている方で、市町村が行う補助を受けていない方。

　　　　　　	犬・猫併せて２０匹を予定しています。（申し込みが多い場合は抽選とします。）

　　　　　	　犬については、登録と２０２２年度狂犬病予防注射を済ませていること。

【申込方法】			往復はがきに犬・猫の別、名前、年齢、性別、毛色、犬にあっては、犬の登録番号及び、狂犬病

　　　　　　	予防注射済票番号、返信はがきに飼い主の住所、氏名電話番号を記入し、公益社団法人	徳島県

　　　　　　	獣医師会にお申込みください。１枚の往復はがきに１匹の記入でお願いします。

　　　〒 770-8007　徳島市新浜本町二丁目３番６号	公益社団法人　徳島県獣医師会　☎０８８-６６３-６６０７

【申込期間】 　１０月　１日から１０月３１日（必着）

【手術期間】 　１１月１５日から令和５年１月２０日まで

　　　　　　	徳島県獣医師会から送られてきた助成金認定書（はがき）を持参して、

　　　　　　	事前に指定動物病院にお問い合わせのうえ、手術を受けてください。

	海部郡内での指定動物病院　・大野動物病院・ゆづ動物病院

県内に生息する野生イノシシから「豚熱」の感染が確認されました
【お問合せ先】　農林水産課		（宍喰庁舎）　☎ 0884-76-1511

　今年７月以降、県内に生息する野生イノシシにおいて、豚やイノシシに罹る伝染病である「豚熱」の感染

が確認されています。

　町民の皆様におかれましては、死亡した野生イノシシを発見した場合、徳島県畜産振興課（088-621-2419）

まで通報をお願いします。

　「豚熱」は豚やイノシシの伝染病であって、人に感染することはありません。

　また、徳島県は、家畜伝染病予防法に基づく豚熱ワクチン接種区域に設定されており、飼育されている豚・

イノシシはワクチン接種済みであることから、感染した豚肉が市場に流通することはありませんが、仮に豚

熱にかかった豚肉や内臓を食べても、人体に影響はありません。

　　「豚熱」に関する相談窓口について
　　○ 死亡イノシシを発見した時は・・・

　　　	☆徳島県　畜産振興課　☎０８８－６２１－２４１９【２４時間相談受付】

　　○「食肉（豚肉・ジビエ）」について質問したい時は・・・

　　　	☆徳島県　消費者くらし安全局　安全衛生課　☎０８８－６２１－２２２９

　　　	【受付時間：８：３０～１７：１５（土・日・祝日・年末年始除く）】
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

10 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

		４日(火 )	13:00 ～17:00

１１日(火 )	13:00 ～16:00

１４日(金 )	13:00 ～16:00

１５日(土 )	13:00 ～15:00

１８日(火 )	13:00 ～17:00

２５日(火 )	13:00 ～16:00

２８日(金 )	13:00 ～16:00

【要予約】

【お問合せ先】	　管財課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4169

地籍調査時の土地への立ち入り等について

　調査期間中 ( ９月末から令和５年３月末までの間）に現地調査や測量等のため、

土地への立入りが必要となりますので、次の事項について、ご了承ください。

　　１，町職員、推進委員及び測量業者等が土地に立ち入ること。			　	

　　２，現地調査や測量時に雑木の刈り払い及び、枝打ち等を行うこと。

　　３，測量の基準となる標石やプラスチック杭及び金属標を設置すること。

　今回の地籍調査を良い機会として捉えていただき、お隣同士でよく話し合い、協力して境界を確認してく

ださるようお願いします。

　土地を受け継ぐ子や孫のためにも、筆界未定とならないよう皆様のご協力を重ねてお願いします。

【対象地域】　浅川地区（イナ・栗浦口・栗浦奥・大砂・大田・鍛治屋・天神前

　　　　　　別当・片山・山戸・柳内・西）の一部の地域。

　～あなたの土地を再確認～　☆子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！

　　　　　　　　　対象場所：浅川地区の一部地域

　１０月１７日（月）から２３日（日）までは「行政相談週間」です。	

　行政相談週間は、総務省の「行政相談」を広く皆さんにお知らせしてお気軽に利用していただくために、

総務省が全国一斉に実施しているものです。

　この行政相談週間の一環として、海陽町では、次のとおり行政相談委員による行政相談所を開設しますので、

どうぞお気軽にご相談ください。

　相談は無料で、秘密は固く守られます。

　＜相　談　例＞

　　・コロナに関する支援策を知りたい　　　・道路が傷んでいて危険

　　・どこに相談したらよいか分からない　　・窓口には行きづらい

　　・役所に申請したが、手続が進まない

　＜行政相談所＞

【お問合せ先】総務課　（海南庁舎）　　　　　　☎ 0884-73-4151
　　　　　　	徳島行政監視行政相談センター　☎ 088-654-1531

あなたの“声”をお聴きします行政相談週間

日　　時

１０月３日（月）
１０：００～１２：００

１０月２５日（火）
　９：００～１２：００

場　　所

宍喰庁舎２階

行政相談員

由木	和幾　委員

神戸	妙子　委員
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　「おまえも行くか？」

　「うん、行く」

　夏になると父は、家の前を流れる野根川へ鮎の友釣りによく出かけました。

　家の裏手に、夏には冷たい水が湧き出る小さな水たまりのような池が

あり、そこに釣ってきた元気なアユを放していて、釣りに行く時には友

　　　　　　　　　　　釣りのオトリに使う鮎を選別します。何と呼ん

　　　　　　　　　　　でいたのか覚えていないのですが、釣った魚を

　　　　　　　　　　　入れる上部に網が付いたブリキでできた丸い容

　　　　　　　　　　　器があり、連れていってもらう時にはその容器

　　　　　　　　　　　を持つのが私の役目でした。

　　　　　　　　　　　　釣りの邪魔にならないように少し離れた所で

　　　　　　　　　　　鮎を釣りあげるのをじっと待ち、釣れたらブリ

　　　　　　　　　　　キの容器に鮎を入れる。その繰り返しです。少

　　　　　　　　　　　しずつ上流へ移動したり、下流へ移ったり。小

　　　　　　　　　　　学生にとっては退屈な時間であったと思うので

　　　　　　　　　　　すが、私の中に退屈に思った記憶はないのです。

　　　　　　　　　　　父と一緒に行動できる幸福感の方が勝っていた

のかもしれません。時折、友釣りの体験をさせてくれたこともありました。

　２、３０匹釣り上げた鮎を持ち帰り、活きが良いものは湧き水の池へ数匹放し、２、３

匹は刺身にして蓼酢で、あとは囲炉裏に火をおこし、竹串に刺した鮎を炭火の周りに縦に

刺し込んで焼くのです。カラッと焼きあがった鮎に醤油をかけて頂くのが定番でした。

　夏になると、父についていった幼い頃の思い出がよみがえりますが、鮎釣りにいく道中

で父とどんな話を交わしたのか、まったく

覚えていないのです。父の逝った年齢を超

え、それほど歳月が流れたということでし

ょうか。

　野根川は変わりなく美しく流れ、緑なす

山々も昔のまま。コロナ禍が落ち着いたら、

久しぶりにふるさとを訪ねたいという気持

ちが強くなりました。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

「夏の思い出」
谷	澤		永	子
たに  ざわ　  えい   こ

（旧・宍喰町久尾出身）

お前も行くか？
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海陽町に移住しました！

　　　　　　　　　　　　　最近、「海陽町へ移住したいんだけど・・・」というご相談が増えています。

　　　　　　　　　　　　　海陽町では、移住を検討している方へ町を知っていただくために、お試し体験住

　　　　　　　　　　　　宅として「神野移住体験施設」と「宍喰移住体験施設」を運営し、お貸ししています。

　　　　　　　　　　　　　今回は、「神野移住体験施設」へ入居し、その後海陽町へ移住したＫさんご夫妻に

　　　　　　　　　　　　　お話をお伺いしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋさんご夫妻は海陽町へ来る前は、兵庫県にお住まいでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そもそも移住を検討しようと思ったきっかけは何だったの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょうか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋさん：最初は自由をこよなく愛する妻が、住む場所や暮らし方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を自分たちで作り上げる生き方が面白そうだと言いだし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	たことがきっかけかもしれません。そこから夫婦で話し合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い、ネットさえあれば、世界中のどこでも生きていける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	働き方を目指すようになりました。

																																							　　　今、全国で移住者の受け入れに力を入れている自治体が増
                                             えています。Ｋさんは、どうして海陽町を移住先として選
                                             んだのでしょうか？

Ｋさん：高知や徳島のあらゆる自治体を見に行き、さまざまな魅力的な自治体に出会いましたが、最終的に海
　　　　陽町に決めた理由は３つあって、「サーフィンできる海があるまち（でも都市部から離れてるところ）」
　　　　「提供している住居（移住体験施設）のクオリティが高い」「面白い移住者や外国人など、住民に多様
　　　　性がある」です。でも、これもタイミングが合わなければまた別の地域に行っていたかも知れないと
　　　　思うと、縁とは不思議ですね。
　　　　また、仕事柄まちづくりに携わっており、海陽町（旧海部）が自殺希少地域だということも興味深い
　　　　点でした。

　　　都会から田舎への移住は不安ではなかったですか？ご夫婦でどのような話し合いをされましたか？また、
　　　ご両親など反対はなかったですか？

Ｋさん：夫婦ともに虫が苦手だったので、その点だけが心配でした（笑）移住やその後の計画を両親に話した
　　　　ときは、最初こそ驚いていましたが、今では大阪から海陽町へ遊びにきてくれたり、私たちの移住経
　　　　過を一緒に楽しんでくれています。理解がある家族という意味では本当に恵まれています。

　　　「神野移住体験施設」に入居された 1 年間はいかがでしたか？地域の方々との交流もされていたとのこと
　　　ですが、そのような交流も移住へつながった理由のひとつですか？

Ｋさん：１年という期限付きの住居は、「次に住む場所を決めなけれ
　　　　ばいけない」というプレッシャーの中で、なかなか物件が決
　　　　まらず、焦りを感じながら暮らしている時期もありました。
　　　　そんな中でも、暮らしは毎日発見の連続で、豊かな自然と地
　　　　域の人に見守られて快適に暮らせました。日常的に地域の方
　　　　に助けてもらうことが多く、農作物を頂いたり、引っ越しを
　　　　手伝ってもらったり、庭のウッドデッキ作りまでお手伝いい
　　　　ただきました。私たちからお返しできることはほとんどない
　　　　ですが、インターネットやスマホの使い方を教えるなど、地域
　　　　の小さなＤＸに貢献したいなとの思いも芽生えてきました。

　　　最後に、海陽町へ移住を検討している方へＫさんからアドバイス
　　　があればお願いします。

Ｋさん：海陽町の方は懐が深く、一度知り合いになると、親身になっ
　　　　てくれたり、心地よい距離感でお付き合いしてくれる方が多
　　　　く、都会から移住した私たちもありのままで無理せず暮らせ
　　　　ています。地域の付き合いで不安に感じている方がいれば、
　　　　安心して一歩を踏み出して欲しいですね。

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

神野移住体験施設

宍喰移住体験施設

海陽町に移住されたＫさんご夫妻
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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。

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。

海部郡沿岸警備協力会からのお知らせ
【お問合せ先】　海部郡沿岸警備協力会事務局		（牟岐警察署）　☎ 0884-72-0110

〇　密入国等の沿岸犯罪に関する情報提供をお願いします！
　　沿岸部で不審な車・不審な人を発見したらすぐ１１０番通報をお願いします。

　　　〈発見のポイント〉　(1)　夜間、漁港や沿岸線でレンタカー等がウロウロしたり、停車している。

　　　　　　　　　　　　(2)　沿岸部の旅館やホテル等に長期宿泊し、夜間出かける不審者がいる。

　　　　　　　　　　　　(3)		無灯火で、沖合いに見慣れない船が停泊している。

　　　　　　　　　　　　(4)　沿岸付近で、同じ場所を行き来する車や人がいる。

〇　水難事故防止に努めて下さい！
　　全国では、水難による死亡事故が毎年発生しています。

　　一度事故が起きると命に関わる重大事故になる可能性が非常に高いのが水難の特徴になります。

  　　〈水難事故の注意点〉　	(1)　立入禁止区域には入らない

　　　　																		(2)　ライフジャケットの常時着用

　　　		　																(3)　家族や友人、関係者への目的地等の連絡

　								　										　　(4)　子供から目を離さない
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ＤＭＶに関するテレビ番組が放送されます！
【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

WAKAISHI   CAFE
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日時 ： 10/8　第２ （土）　９ ： ３０スタート

場所 ： ピクニック公園　　海老ヶ池外周を予定

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

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づくりを始めませんか？

●血圧記録をお持ちいただくと減塩商品をプレゼント！

　①血圧記録をつけましょう。 （手順は愛あいクラブ又は海部庁舎福祉人権課でお渡し・用紙は何でも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！ （残り８０名様分）

　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。 スタンプラリー商品一例

大スクリーンでZUMBA体操

１０月２８日 ( 金 )15:00～/60分
飛んだり跳ねたりしないので
初心者やシニアにおススメです！

ズンバゴールド
ズンバ

１０月２２日 ( 土 )19:00～/60分
地球規模で愛されているダンス系
フィットネス！
見たままを真似するだけ！

指　導：尾　崎　ひとみ (10/22)
　　　　和田野　広　美 (10/28)
会　場：海部公民館４階
参加者：無料

＊スポーツ DX推進事業
＊予約なしでどなたでも参加できます
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～ ２０２２　海高祭開催！ 

　　「元気があれば何でもできる！
　　　　　　海高祭みんなでガンバロウズ！」～
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とき…9:30 ～ 15:00
ハンカチ 500 円、エコバッグ 1000 円など

（毎週水・土）

人権相談

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
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