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１０月２９、３０日に大里八幡神社境内で

平和への願いを全国へつなぐ「みんなの想火」が行われました！



海陽町元気プレミアム商品券の購入期限が近づいています！

物価高騰対策生活支援事業　かいようウキウキ商品券

【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

【お問合せ先】商工観光課　（宍喰庁舎）　　　　　　　   ☎ 0884-76-1513
　　　　　　 海陽町商品券実行委員会　海陽町商工会　☎ 0884-73-0350

　物価高騰による影響への生活支援対策として、また新型コロナウイルス感染症により影響を受けている商

店や飲食店、宿泊施設や観光施設への経済循環による支援対策を行うため、町民の皆さまに「かいようウキ

ウキ商品券」を配布いたします。

　町民１人につき 500 円券 20 枚が１セットとなった商品券 10,000 円分を配布します。

　商品券の使用できる期間は、12 月 23 日（金）～令和 5 年 1 月 31 日（火）です。

                                                   ※ 有効期限を過ぎた券の使用はできません。

　ご利用は（海陽町元気プレミアム商品券加盟店）のぼりのある店舗、施設等でご利用いただけます。

・この「かいようウキウキ商品券」は、１０月１日現在、海陽町に住所（住民登録）のある方に郵送しております。

・この商品券は現金との交換はできません。釣り銭は出ませんので、ご了承ください。

・３密防止のため、お買い物等の商品券使用の際に混雑しないよう皆様のご協力をお願いします。

・新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、利用できなくなる場合があります。

　※取扱店の最新情報については、海陽町商工会ホームページをご覧ください。

　　https://r.goope.jp/tsci1600

いかなる場合も再発行はいたしません。ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　海陽町商工会ホームページ→
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【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

駅前 DMV フェス in 海部が開催されます！

DMV 運行開始１周年記念フェスタが開催されます！

【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

公共交通利用促進「リレー」シンポジウム 乗ってのこそう！公共交通
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【お問合せ先】とくしま健康フォローアップセンター　☎ 0570-783-880

【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)

医療機関での新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となられた方へ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

療養者情報の登録について

　次の①～④に該当しない方は，専用登録サイトから，ご自身の状況等をご登録ください。

　※①～④に該当する方は，保健所又は県新型コロナ入院調整本部から療養に関する連絡がありますので，　

　　この専用登録サイトからの登録はしないでください。

　① ６５歳以上の方　　② 入院を要する方　　③ 妊婦の方

　④ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要と医師が判断する方

　上の①～④に該当しない方は，皆様の療養状況の把握のため，ぜひ，ご登録ください。

◆右のＱＲコードからアクセスしてください。

　電話でも受け付けています。（この頁上部に記載）

　ご登録いただくと，健康観察や生活物資の支援も受けられます。

　ＰＣＲ検査や抗原検査の結果が陽性と分かる書類をお持ちの方はご用意ください。

■ オミクロン株対応２価ワクチン接種について

　　本町では、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価ワクチン接種を行っています。

　　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

　　　　　　 接種回数　１回限り

　　　　　　 接種間隔　３ヶ月

　　　　　　 ※最終接種から３ヶ月以上経過した方に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。

　◎海陽町医療機関で使用するワクチン　　ファイザー社製ＢＡ . ４－５対応型ワクチン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※国のワクチン供給量により変更する場合があります。）

■ 初回接種（１・２回目接種）がお済みでない方へ

　①　接種を希望される方は、年内に初回接種（１・２回目接種）完了することをご検討ください。初回接

　　　種に使用している従来型ワクチンは、年内で国からの供給が終了します。

　②　オミクロン株対応２価ワクチンは、初回接種が完了していないと接種できません。

　　　※新型コロナワクチン特例臨時接種の実施期間が令和５年３月３１日までのため、初回接種を年内に

　　　　完了しなければオミクロン株対応２価ワクチンが接種できません。

■ 新型コロナ・インフルエンザの同時流行に備えましょう

　これまで２年間、年末年始に新型コロナは流行しています。

　また、インフルエンザとの同時流行も懸念されていることから、新型コロナ

ワクチン、インフルエンザワクチンの早めの接種をご検討ください。

　※インフルエンザワクチンと同時に接種することも可能です。
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【お問合せ先】危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

【お問合せ先】内閣府政策統括官（防災担当）　☎ 03-5253-2111

津波避難訓練のお知らせ

今日から始める私の防災のページ

　南海トラフ地震の発生する確率は、３０年以内に約８０％といわれています。海陽町では、毎年津波避難

訓練を実施しており、今年も１２月１８日（日）に徳島県沿岸に「大津波警報」が発表されたという想定で

津波避難訓練を実施いたします。津波に備えて、一人ひとりが日頃から防災意識を高め、もしもの時でも迅

速かつ安全に避難できるよう準備しておくことが大切です。ご近所、ご家族お誘い合わせのうえ、ご参加く

ださい。

訓練実施日：１２月１８日（日）～小雨決行～

◆津波避難訓練　８：００より開始
　※避難時間などの確認のため、必ずサイレンが鳴ってから避難をし始めてください。

１．いざ地震が起こったら：自らの命を守る行動

　①屋内にいたら

　　　倒れかかる家具などから身を守るため、防災頭巾や座布団などで頭を保護しながら、テーブルや机の

　　下に逃げ込んでその脚部分を押さえましょう。さらに、ドアを開けるなど脱出路を確保し、懐中電灯等

　　の明かりも確保しましょう。

　②屋外にいたら

　　　建物やブロック塀の倒壊や窓ガラスの落下などの危険を避けて、空地などの安全な場所に避難しましょう。

　③海辺にいたら

　　　津波からの避難は一刻を争います。海のそばで大きな揺れを感じたら、テレビやラジオの情報に注意

　　しながら、津波警報や避難勧告が出る前でも、自らの判断で近くの高台や頑丈なビルや施設の上に避難

　　しましょう。

　　津波の前に、海水が大きく引いていく引波現象が起こる場合があります。間違っても海の様子を見に行

　くような行動をとらないようにしましょう。

２．被害の拡大を防ぐ行動を

　①火災の拡大を防ぐ

　　　地震の際、火元の確認と初期消火に努めることは被害の拡大を防ぐ基本です。ただし、最近のガス栓

　　は大半が地震で自動的に切れるようになっていますので、まずは身をかばった後でかまいません。

　　　また、大震災の際にストップしていた電気の供給が再開されたときに、つけっ放しのアイロン等に電

　　気が流れるなどして火災が発生することが少なくありません（「通電火災」といいます）。避難をする際

　　には、電気ブレーカーを落とす必要があります。

　②交通の混乱を防ぐ

　　　被災地では、救急・救助活動や消火活動のため、交通規制が行われます。自家用車での避難はかえっ

　　て遅れの原因になりかねず、救急活動の妨げにもなるので、厳禁です。

　　　また、自動車を運転している場合には、道路端に停車し、ラジオなどで情報の収集を図りましょう。

　　車を離れて避難するときには、救急活動の支障とならないよう、キーをかけたままにしておきましょう。

　８：００　 サイレン吹鳴

　　　　　　 「大津波警報発表」

　　　　　　 避難開始

　　　　　　 避難場所到着

　８：３０　 「大津波警報解除」解散

サイレン吹鳴、「大津波警報」発表、沿岸地域住民に「避難指示」

発令・ガスの元栓など火元の確認をしてから避難しましょう !!

・非常持ち出し袋を携行して避難しましょう !!

・隣家などに声をかけながら適当な避難場所に避難しましょう !!

・避難経路や避難時間を確認し、本番に備えましょう !!

　　時間　　　　　　訓練場所　　　　　　　　　 　　　　　　　実施内容
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マイナンバーカードを作って、マイナポイントをもらおう !!

▲ 　

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。

▲

　マイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間は１２月末まで。

▲

　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　　　合計

　③健康保険証利用申込　　　　　　　７，５００円分　　　　最大２３，０００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　　　合計

　④公金受取口座登録　　　　　　　　７，５００円分　　　　　　１５，０００円分

　マイナンバーカード平日夜間窓口が開設されています（予約制）
　　役場では平日８：３０～１７：１５までマイナンバーカードの申請をお手伝いしていますが、海南庁

　舎のみ１２月２８日（水）まで窓口の対応時間を次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

　午前中までにこの頁の上部に記載しているお問合せ先までご連絡ください。

　　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。

　マイナンバーカードの申請に必要な持ち物 
　　・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）

【お問合せ先】　住民環境課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152
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【お問合せ先】  徳島南年金事務所　          ☎ 088-652-1511
　　　　　　  住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

日本年金機構からのお知らせ

《 住民票上の住所以外にお住まいの方へ 》
　介護施設への入所等で、住民票上の住所以外に居住する場合、日本年金機構に居所登録（＊）を行えば、

異なる住所で年金に関するお知らせを受け取ることができます。

　たとえば、住民票上の住所に誰も居住する方がいなくなってしまう場合などに、ご希望であれば、通知書

等を実際のお住まい先で受け取ることができます。

＊居所登録とは…日本年金機構に住民票の住所以外に通知書等の送付を希望する旨を届け出ることをいいます。

　　【居所登録の対象者（例）】 　○介護施設や医療機関に長期間入所・入院されている方

　　　　　　　　　　　　　　　○ご親族の家等に一時的に居住されている方など

  　  　　        【届出先】 　○お近くの年金事務所 　○海陽町役場　各庁舎

【お問合せ先】住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

年末年始のお知らせ

◆各種手続き・証明書の発行等
　　年末年始（１２月２９日（木）から令和５年１月３日（火））までは各種手続きや証明書等の発行ができませ
　　んので、ご注意ください。
　　休み期間中に証明書が必要な方は、１２月２８日（水）までに申請等を行ってください。

　　　※火葬場業務（那佐火葬場・宍喰火葬場）の休業・・・令和５年１月１日と２日の午前中
　　　※マイナンバーカードに関する手続きはできません。（申請・更新・交付・ポイント相談）

◆ごみの収集
　　年末年始のごみの収集は、「ごみ収集カレンダー」のとおりです。お配りしてあるカレンダーをご確認ください。
　　気持ちよく年末年始を過ごすためにも、ごみの分別や、ゴミ出しの日・時間等、ルールを守りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※年末最終の収集は、３０日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  町内全域の可燃ごみ収集日となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※年始は、令和５年１月４日（水）可燃ごみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  収集からのスタートです。

◆し尿のくみ取りについて
　　年末のし尿処理の受付は、下記のとおりです。

　　期限を過ぎると年内のくみ取りができません。

　　申込はお早めにお願いします。

　  令和５年のくみ取りは令和５年１月５日（木）

　　からです。

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

「つながり支援ピアサポートとくしま」からのお知らせ

 徳島県「コロナに負けない！女性つながりサポート事業」として、コロナ

禍で不安を抱える女性を対象に「つながり支援ピアサポートとくしま」が「Ｗ

ＥＢ相談や居場所づくり」「生理用品の提供」を行っています。

　海陽町では海部庁舎福祉人権課にて「生理用品の提供」を１１月～令

和５年２月末まで実施しています。お気軽に職員にお声掛けください。
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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

※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。（肝炎ウイルス検査を除く）

●健診日：12月21日（水）

〈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

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

　 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】

※健診機関
　徳島県
　総合健診センター

 【国民健康保険加入の皆様へ】　特定健診のお知らせでは、有効期限が１１月３０日までとなっておりまし

　たが、特定健診受診券は、令和５年２月２８日まで利用可能です。受診がまだの方は、ぜひ、ご利用ください。

　【血圧計を一家に一台プロジェクト】　令和３年度に引き続き、令和４年度も実施しています！

　〈プロジェクト内容〉

　　①血圧計購入　３，０００円補助！
　　　・血圧計購入時の領収書を海陽愛あいクラブまでご持参ください。
　　　・愛あいクラブでも５，５００円で発売中です！ (３，０００円補助となるので、２，５００円でご購入となります )

　　②血圧測定スタンプラリー (現在、記録されている手帳やアプリ等でも可能です！ )
　　　・血圧手帳を受け取ります。(愛あいクラブ又は、海部庁舎　福祉人権課にてお渡し )
　　　・血圧記録を１ヶ月後 (１回目 )、３ヶ月後 (２回目 )、５ヶ月後 (３回目 )毎に記録を提示していただくと減塩商品
　　　　等をお渡ししています。(それぞれ、商品の内容は異なります )
　〈場所〉

　血圧記録の提示：海部庁舎 福祉人権課 保健師　商品の交換場所：海陽愛あいクラブ事務局 海部公民館 ３階　

老若男女問わずどなたでも
ご利用いただけます！

【国保からのお知らせ】

令和３年度
特定健診受診率 ６６．２％

(前年度比＋０．８)

令和３年度地区別受診率です。

全地区６０％を目標にしています。

ご自身の身体の状態を確認する機会として、ぜひ、

健診を受診してください。

 ４年連続県内

  第１位 !!
　なんと、令和３年度は
　１，１４８名の方に受診
　していただきました。

※申し込み〆切りは１２月２日（金）ですが、予約の空きがありますので、ご予約いただけます。
※今回の総合健診では、胃がん検診はありません。
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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４弾；乳がん
年間約１万人の方が亡くなっています。壮年期の女性に多く、３５歳以上の方の死亡率が増加しています。

早期発見が重要で、早期に見つかれば比較的治りやすいがんです。

この４０年間で死者は５倍にも増えています。

 ２年に１回、乳がん検診を受診し、早期発見・早期治療へ !!

役場で実施している集団検診では、マンモグラフィ検査を受診できます。

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

12 月の母子保健事業

内　   　　容事　業　名 時　　間日　　程

げんきひろば
（乳幼児相談）

助産師相談室

遊びの相談

海部庁舎
３階
げんき
ひろば

９：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

１２月１３日（火）

１２月２０日（火）

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

場　所

　２月５日（日）に婦人がん検診を予定しております。乳がん検診については、２年に１回の受診を推奨し

ています。（クーポン対象の方は、去年乳がん検診を受診された場合でも受診いただけます）

１２月７日（水） 海部公民館４階 ／ １２月２１日（水） 宍喰町民センター３階

12 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！小さいフィットネスボールをつかったエクササイズ！＆ストレッチボールで心身のリフレッシュ♪

 【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！

【マンモグラフィ検査について】

・徳島県総合健診センター検診車では、ノイズの少ない鮮明な診断画像を

　抽出する乳がん検査用デジタルＸ線撮影装置が導入されています。

　コンピューターによる画像処理により検査や健診の精度が更に向上されています。

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　　　〈デジタルマンモＸ線撮影装置〉

【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課（海部庁舎）かいよう子育て応援室「あすも」　☎ 0884-73-4311

子育て講演会のお知らせ

【日時】　１２月１２日（月）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】　小児科医　粟飯原 良 造　先生
※感染対策と準備のため参加は予約制とさせていただきます。お手数ですが、
　お電話やＬＩＮＥ等でお申し込みください。
※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下さい。

【お問合せ先】　福祉人権課（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

海陽戦隊ゲンキレンジャーがやってきた！

　１０月末に町内５か所の保育所（園）や幼稚園を回り、食育啓発劇を行いま

した。

　ゲンキレンジャーは子どもたちに食べ物が持つ栄養の働きとバランス食の大

切さを伝えています。「早寝早起き朝ごはん」やＭｒ . スナックの誘惑に負け

ず「お菓子を食べすぎないこと」をゲンキレンジャーと約束しました。
ゲンキ
グリーン

ゲンキ
レッド

ゲンキ
イエロー

  ３人合わせて
goodバランス！
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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
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【お問合せ先】税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

【お問合せ先】税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

税の納め忘れはありませんか？

令和 5 年度（4 年分）納税相談（確定申告）について

１１月・１２月は県下一斉徴収強化月間
　徳島県及び県内市町村では、11 月・12 月を徴収強化月間とし、連携して

県下一斉に徴収を強化しています。

　納期が過ぎているのに納付していない方は、早急に納付してください。

　催告しても納付していただけない滞納者に対しては、財産の差押えなどの

滞納処分を行います。

　納付できない特別の事情のある方は、必ずご相談ください。

◆申告が必要な方

　１．営業等、農業、漁業、不動産、雑、一時などの所得がある方

　２．給与所得者で次のような方

　　　　①給与支払報告書が勤務先から役場に提出されない方

　　　　②年末調整をした給与以外に、給与収入や営業等、農業、漁業、不動産、一時、雑などの収入があった方

　　　　③令和 4 年中に就退職などにより年末調整していない方

　３．各種控除の申告が必要な方

　　　　扶養控除、障害者控除、ひとり親・寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など

　　　　控除の申告は毎年必要ですので、お忘れのないよう申告してください。

　４．非課税収入（遺族年金、障害年金や雇用保険など）のみの方

　５．扶養されている方（海陽町以外に居住している方に扶養されている場合も含む）

　６．無収入の方（失業中、学生など）

◆申告に必要なもの

　・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

　・本人確認書類

　・令和 4 年中の収入を明らかにできるもの（帳簿、源泉徴収票など）

　・国民年金、地震保険等の控除証明書

　・障害者手帳等

　・医療費（領収書は人ごと、病院ごとに整理しておいてください）

　・その他控除に必要な書類

＊申告が必要な方は、必要書類の確認・準備をはじめましょう＊

※ 本年度も新型コロナウイルス感染防止に配慮し実施いたします。

令和４年度　コミュニティ助成事業
【お問合せ先】 総務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4151

　海陽町では、一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業で

ある「コミュニティ助成事業」を活用し、１団体が備品整備を行いました。

　・川東公民館

　　共楽運動会・公民館大会など世代間交流イベントで使用する

    テントや椅子を購入しました。

         ※この助成事業は宝くじの普及広報を

           目的に行われているもので、宝くじ

           の収入を財源にしています。
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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

市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻しが約 3 万円ある」と電話が

あり、払い戻しをしてもらうことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融

機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教えたくなかったが「キャッ

シュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安

になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申し込

みがされていた。

【事例１】フリマサービスのアプリでブランドもののネックレスを購入した。商品

　　　　 が届いたが、状態をよく確認せずに受取評価をしたため、その後偽物だ

　　　　 と分かった。アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者間

　　　　 で話し合うように」と書かれていた。

【事例２】フリマサービスのアプリで中古のプロジェクターを購入した。電源が入 

　　　　 らなかったので出品者に連絡したが、評価したことを理由に対応してく 

　　 　　れない。フリマサービス運営事業者に苦情を伝えると「受取評価をした 

　　　　 らお金は戻らない」と言われた。

●　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。

ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意！

フリマサービス　受取評価は商品をよく確認してから !

●フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起

　きた場合は、基本的には当事者間での解決を求められることを理解しましょう。

●フリマサービスでは、買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると出品者

　に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラ

　ブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サービスやサポートを受け

　られないことがあります。商品が届いたら、状態をよく確認してから評価しま

　しょう。

●利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル発生時の対

　応（補償サービスやサポートなど）をしっかり確認することが大切です。

●還付金詐欺はこれまでＡＴＭで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキ

　ングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役所などの公的機関を

　かたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って

　銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネッ

　トバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

●公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありま

　せん。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。

●お金が返ってくるという電話は、詐欺の可能性があります。すぐに最寄りの警

　察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（警察相談専用

　電話「＃９１１０」、消費者ホットライン「１８８」）
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【お問合せ先】管財課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4169

町営住宅入居者募集

◆募集住宅
　　　　　　　　　１．多良片山団地　　場所　　海陽町多良字片山 1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構造　　鉄筋コンクリート造３階建（３ＤＫ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸数　　１戸（２０２号）

　　　　　　　　　２．松原団地　　　　場所　　海陽町大里字松原 32-25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構造　　鉄筋コンクリート造３階建（３ＤＫ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸数　　１戸　（３１２号）

　　　　　　　　　３．松原東部団地　　場所　　海陽町大里字松原 34-102

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構造　　鉄筋コンクリート造２階建（４ＤＫ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸数　　１戸（３号）

◆家　　賃　  入居者全員の合算所得に応じた家賃

◆条　　件　　（１）現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。

　　　　　　　　（２）現に住宅に困窮していることが明らかな者 ｡（原則、持家や町営住宅に居住している方は、

　　　　　　　　　　 困窮していることにはなりません）

　　　　　　　　（３）申込者は海陽町に１年以上居住し現に生活の本拠を有する者。

　　　　　　　　（４）申込者及び同居する親族が地方税を滞納していない者であること。

　　　　　　　　（５）申込者及び同居する親族の合計所得が法令で定められた基準内であること。

　　　　　　　　（６）申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。

　　　　　　　　（７）他、海陽町営住宅管理条例による。

◆申込期限　 １２月２０日（火曜日）１７：００まで（平日のみ）

◆申込場所　 海陽町役場　管財課（海南庁舎）
　　　　　　  　※受付の際に状況を確認するので原則、申込者本人が来庁して下さい。

◆申込方法　　海南庁舎管財課に備え付けの「町営住宅入居申込書」に、必要事項を記入のうえ入居希望家族全

　　　　　　　　員の住民票謄本及び税務課発行の所得証明書。他、町が提出を求めた必要書類を添えてお申込み

　　　　　　　　下さい。

　　　　　　　　※必要書類確認後、不備がなければ現居住地等で聞き取り調査を行います。

◆選考方法　 公募数より応募数が多い場合は公営住宅入居者選考委員会で選考します。

　　　　　　　　選考結果については翌年１月下旬に「決定通知」を送付します。

◆入居許可  　請書等必要書類の提出後、不備がないことを確認し「許可書」を送付します。

◆入居予定日  　令和５年２月下旬予定

【お問合せ先】  建設課　（海南庁舎）　　　　　　　　　　　　　　☎ 0884-73-4159
　　　　　　  徳島県南部総合県民局　県土整備部　（美波庁舎）　☎ 0884-74-7475

海部川の撤去した川砂利、使ってみませんか？

〔注意事項〕  ・砂利の持ち帰りの際は、過積載とならないように注意してください。
            ・徳島県および海陽町は、現地での事故やケガ、あらゆる損害に一切の責任を負いません。
            ・砂利は、第三者への転売等、営利目的に使用しないで下さい。
            ・提供後に違法行為（不法投棄等）の無いように各自の責任において適切に管理してください。

◆場所

配布予定場所

配 布 期 間

吉野橋下流の河川敷

令和５年１月（予定）～令和５年３月３１日　※配布する砂利が無くなり次第終了します。

運　　　　搬 各自でお願いいたします（個人負担）

申し込み方法

積　 込　 み

海陽町役場建設課に事前申し込み（住所・氏名・連絡先・量・希望日時等）
※海陽町の住民・企業が対象です。 ※申し込み書は海陽町役場建設課に置いてあります。

第１日曜日、第３日曜日は海陽町が実施（それ以外の日は各自でお願いいたします）

◆手順
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【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-3100  FAX0884-73-3833

【お問合せ先】  博物館　☎ 0884-73-4080  FAX0884-74-3504
            ( 〒 775-0202　徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷 73)

「門松づくり」の参加者募集について

「薩
さつ

摩
ま

拵
ごしらえ

と海
かい

部
ふ

拵
ごしらえ

」の関連イベントが開催されます！

　皆様によい新年をお迎えいただくために、阿波海南文化村工芸館にて

「門松づくり」を開催します。ぜひご参加ください。

日　　時：１２月１８日（日）９：００～１２：００頃まで

場　　所：阿波海南文化村 工芸館

参 加 費：２，５００円

募集人数：１０名（先着順）

申込〆切：１２月１５日（木）

お申込先：必要事項（住所、氏名、連絡先、人数）を海陽町教育委員会まで

　　　　　 上記の電話またはＦＡＸにてご連絡ください。

【お問合せ先】大里地区植樹担当（佐藤）　☎ 080-3528-9123
 　　　　　　農林水産課　（宍喰庁舎）    　☎ 0884-76-1511

松原に松を植えよう！　松の植樹ボランティア募集

講演会

薩
さつ

摩
ま

拵
こしらえ

 ～歴史と風土が培ったその特殊性～

 【日時】１２月１１日（日）

　 　　 １３：３０～１５：００（９０分）

 【場所】阿波海南文化村海南文化館ホール

 【講師】調所一郎氏（薩摩藩家老・調所広郷７代目）

 【申込】要

講演会

明治維新と薩摩

【日時】令和５年１月９日（月）

　　　 １３：３０～１５：００（９０分）

【場所】阿波海南文化村海南文化館ホール

【講師】木村幸比古氏

（幕末維新ミュージアム霊山歴史館学術アドバイザー）

【申込】要

講演会受講申込について

　受講を希望される方の「参加される講演会」「ご氏名」「ご住所」「日中連絡先」を海陽町立博物館（連絡先は

上に記載）までお伝えください。
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【お問合せ先】経営戦略課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4100

【お問合せ先】商工観光課　（宍喰庁舎）　☎ 0884-76-1513

「ふるるん LINE スタンプ」のデザインを募集します！

ポスト海部川風流マラソンのイベント募集について

　海陽町キャラクター「ふるるん」のＬＩＮＥスタンプ（１セット全４０点）を制作

するにあたり、みなさまからデザイン案を募集いたします。

　【募集内容】　ふるるんＬＩＮＥスタンプのデザイン案（１人何点でも応募可）

　【応募期限】　令和５年１月１０日（火）まで（必着）

　【応募資格】　小学校４年生以上の方（お住まいは町内・外問いません）

　その他応募方法や詳細については、ＨＰをご覧ください。

　海部川風流マラソンは、昨年度をもちまして終了といたしました。

　海陽町では今後も町民の皆様をはじめ色々な方々に楽しく、集っていただける場として、新たなイベント等を

検討しております。

　つきましては、町民の皆様よりポスト海部川風流マラソンとなる新たなイベントのアイデアの募集をいたします。

　令和５年１月１０日（火）までに、ご提案ください。よろしくお願いいたします。
　

　　　●問合先：海陽町役場　宍喰庁舎　商工観光課　☎０８８４-７６-１５１３

　　　●提出先：海陽町役場　各庁舎

　　　●書　式：自由書式（手書き、パソコン使用 等）

WAKAISHI   CAFE
第４９回　革のキーホルダー作り

■日 時：１２月１５日 ( 木 )　１９: １５～２０: ３０ ( １９: ００受付 )

■場　所：コワーキングセンター城山荘 ( 海陽町大里字北山下 4-1)
■参加費：３，０００円　　■対象者：１８歳以上　　■定　員：１０名様
■ご予約：下記のＱＲコードを読み取り、予約フォームからお願いします。
　　　　　１２月１０日 ( 土 ) 〆切、定員に達し次第受付を終了いたします。

※新型コロナウイルス感染対策（消毒、キープディスタンス、マスクの着用）をしながら行います。
※来場時に検温のご協力をお願いします。
※３７．５℃以上の発熱がある場合は参加をお控えください。

　　　　　　　　　　　　　　海陽の「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。第 49 回は革のキーホルダー作りです♪ 美波町で今年の 6 月より革製品のアトリエ兼ショールームをＯＰＥＮされた、
ＨＷＤＴの藤原拡 ( ふじわらひろむ) さんに講師に来ていただき、ワークショップを行います☆どうぞお気軽にお越しください♪

WAKAISHI  CAFE とは…

※不要なコードは

  指で隠してみてください。

【お問合せ先】一般社団法人 四国の右下観光局　☎ 0884-70-5880

四国の右下キャンプ PR イベント IN まぜのおかオートキャンプ場

　１２月１０日（土）、１１日（日）の両日、四国の右下キャンプＰＲイベン
トがまぜのおかオートキャンプ場で開催され、キャンプ飯作りの実習、試食、同

エリアのキッチンカーによる販売やスノーピークのアウトドア商品の展示などの

ほか、防災講座や防災食の提供などが行われます。

　詳しくは四国の右下観光局（連絡先は上部記載）までお問合せください。

広報海陽  2022.12 № 200
15



【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　海陽町の皆様、コロナ禍不自由を強いられている事かと！！

　今年も今なお、コロナウィルスが猛威をふるって第７波もようやく下火に

なってきましたが、行動規制はないと言ってもまだまだ、油断大敵ですね！

　感染予防対策としてマスク・手洗い消毒を基本に徹底して予防をしまし

ょう！

　私達の周辺でも、仕事関係者の間でも感染者が増加して仕事にも

影響が出てますが、それでも、いつも自粛ばかりしてますとスト

レスが溜まってかえって病魔に襲われそうになります！

　私も家族で気分転換に（感染予防しながら）絶景や自然の中に

ドライブに出かけて、リフレッシュしていますが、その時、海、

川、山とか自然をのんびり見ていると、故郷で子供の頃の遊びを

思い出します。

　夏になると海・川などで泳いで、川の流れに任せて流れたり、

釣りをしたり、冬は友達とハゲ山でソリを持って行って滑ったり

して、自然の中で遊びまくっていたのを懐かしく思い出します。

　またいつの日か感染対策なく、マスクなしで自然豊かな中、

ふるさと海陽町でのんびりリフレッシュ出来ればと思います。

　この不自由の中、私がいつも肝に銘じている事ですが

徳川家康公の言葉ですが「人の一生は重荷を背負うて、遠き道を行くが如し」

　　　　　　　　　　　　不自由を常と思えば不足なく、欲求がおこれば、困窮した

　　　　　　　　　　　　　　時を思い出せ、全ては堪忍が重要である。

　　　　　　　　　　　　　　　人生は苦難・不自由が多いですが、明るい未来を見据え

　　　　　　　　　　　　　　ていきましょう！！

　　　　　　　　　　　　　　　まだまだコロナ禍不自由を強いられますが、感染対策し

　　　　　　　　　　　　　　て気長に頑張りましょう！！

「コロナ禍ですが、気長に頑張りましょう !!」

池 田   敏
いけ   だ　    さとし

（旧海南町出身）
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【お問合せ先】まち・みらい課　☎ 0884-73-4156

海陽町関西ふるさと会から
　　　　文化祭作品を出展しました

　「海陽町関西ふるさと会」は、ふるさと海陽町を離れ、関西地域で暮らす海陽町出身者の交流と親睦を図り、ふ

るさと海陽町を語り合い、応援する場として設立されました。

　今回、ふるさと会会員と海陽町の住民の方との交流の場の一つとして、文化祭作品展示を企画し、6 名の方から

の作品出展があり、それぞれの出身地の会場で展示されました。多くの来場者にも見ていただき、出展者からも「出

展してよかった」などの感想が聞かれました。

　　　　　『 海陽町の皆様へ 』　　　　　　　　海陽町関西ふるさと会　会長　奥 村　 靖
　　　　　　　海陽町、秋の文化祭開催に際し、海陽町関西ふるさと会の会員さんからも作品の応募がありま

　　　　　　したことを、大変喜んでおります。

　　　　　　　そして、昨年１２月には、世界初のＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）が海陽町でデビュー

　　　　　　し、ＮＨＫテレビ放送でも全国に放映され、海陽町が脚光を浴び、大きなニュースとなりました。

四国の太平洋側の海岸部、四国東南部（海南、海部、宍喰）が一躍注目され、観光地評判も高くなっています。

　私たちも現役のころ、会社仲間を、海水浴、鮎釣り、磯遊び、川遊び、山登り等にお連れしました。「思い

出ができた」と、みんなが喜んでくれたものです。特に、野根川（上流は徳島県、中下流は高知県）の水質の

透明度は全国屈指と稲葉元法務大臣も述べています。四国８８か所のお遍路文化、おもてなしの心も承継され、

高い評価を頂いています。

　私達、海陽町関西ふるさと会のメンバーも海陽町ファンとして、海陽町の発展に少しでも寄与していきたい

と思っています。

向島伶子さんの出展作品
　　『水彩色鉛筆画』山本嗣郎・千枝さんの出展作品

   『よしこの節の作詞』
赤壁知津さんの出展作品
　『グラスリッツェン』

川島智代子さんの出展作品
　　『着物リメイク』

＊＊会員の皆様の出展作品＊＊

林千鶴子さんの出展作品
　 　　　『油絵』

　関西地域で暮らす海陽町出身者の皆様、もしくはお知り合いやご家族

がいる方、「海陽町関西ふるさと会」へ入会しませんか？関西地域から

ふるさと「海陽町」を応援しましょう！

　ふるさと会への入会や活動内容などご質問は、

海陽町役場

まち・みらい課内「海陽町関西ふるさと会」事務局まで

☎０８８４- ７３- ４１５６

（月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５まで）

※土日祝日、 年末年始除く

海陽町関西ふるさと会では会員を募集しています！
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　海陽町では、「県南地域づくりキャンパス」事業として、四国大学生活科学部人間生活科学科の学生と

海部高校美術部が連携し、県道１９７号線鞆奥港線（二葉保育園横：地図参照）に、苔アートをつくります。

　昨年完成した苔アート

苔アートとは、道路側面のコンクリート壁に生え

ている苔を削って、絵や文字を描くものです。

ご覧いただく皆様へお願い
　苔アートを楽しく安全にご覧いただくために、次の事項を守ってください。

（1）車で行かれる方は、必ず

　　指定された駐車場

　　（海部小学校横：地図参照）　

　　に駐車してください。

 * 路側帯へ駐車しての

    見学は、絶対にしない

    でください。

（2）見学の時は、通行の妨げ

　　にならないように、十分

　　注意して、近隣の住民の

　　方のご迷惑にならないよ

　　う、お願いします。

（3）苔アートは非常に繊細な

　　ものです。苔に触れたり、

　　落書きなどしないでくだ

　　さい。

⇦苔アート見学者用駐車場
　　　（バス車庫隣）

駐車場案内図
（苔アート制作現場より徒歩５分）

苔アートって

 何ですか？

「県南地域づくりキャンパス」 事業

〔主催〕　「四国の右下」若者創生協議会
事務局：徳島県南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞

　　　　地域振興担当

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　　0884-73-4156

昨年の苔アートを制作する様子

実施期間 ： １２月１７日 ( 土 ) ～１２月１８日 ( 日 ) を予定
時間は未定です。 お問合せください。 　※天候により変更になる場合があります。
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「全国過疎地域連盟会長賞」

 おめでとうございます！

ＮＰＯ法人あったかいようが
「全国過疎地域連盟会長賞」を受賞しました！

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4156

　総務省と一般社団法人全国過疎地域連盟は、令和４年度過疎地域持続的発展優良表彰において、「ＮＰＯ法

人あったかいよう」の取り組みに「全国過疎地域連盟会長賞」の授賞を決定しました。

　過疎地域において様々な課題に取り

組み、創意工夫により活性化が図られ

ている優良事例について表彰を行い、

過疎地域の持続的発展を図るものだよ！

　今回、熊本市で行われた授賞式に出

席した「ＮＰＯ法人あったかいよう」の

ラフォンテーヌ裕子理事長と笠原まり

理事にお話をおうかがいします。

　　　 まずは「全国過疎地域連盟会長賞」受賞おめでとうございます。

           全国規模のこのような大きな賞を受賞したことは喜ばしいことですね。お気持ちをお聞かせください。

　海陽町をより元気にしたいという想いで、ＮＰＯ設立のきっかけになった「みらい会議」に参加されていた

皆様、ＮＰＯ設立以前からボランティア活動をされていた方々、会員となり活動に参加している皆さん、あっ

たかいようの活動に賛同しサポートしてくださったり、お声がけして下さる地域の皆様。この全ての皆様の想

いが全国で認められ受賞をする事ができました。大変喜ばしく、また誇りに思っています。

 

　　　これまでの活動が認められての今回の受賞ですが、「賑わいづくり」や「移住者支援」「人材育成」など
　　　より良い「まちづくり」という難しい課題に取り組んでいます。活動をしていて難しいな、と思った事は
　　　ありますか？

　より良い町にと言う想いで協議を重ね、地域の皆様のニーズにあった活動をしようと、たくさんの時間を費やし

ＮＰＯ設立となりました。「ＮＰＯ法人あったかいよう」の活動は地域の皆様に支えられ多方面にわたる活動を展

開させて頂いております。

　今、一番、課題に思っている事は、都市部から離れた田舎とされる所では、

全国的に人口減少が進み、放置された空き家が増えてきています。海陽町

でも移住を希望される方がいらっしゃっても、空き家はあるのに、すぐ

住める家がなかなか見つかりません。口コミで家の持ち主様を探して

もいますが、時間がかかったり、持ち主様がわからないままの時も

あります。町の皆様に空き家有効活用にご理解いただき、情報提供

などでご協力頂きたいです。

　　　今海陽町の人口も減っています。そのような中で、今後
         の活動の目標は？

　町民の皆様にとって有益な活動への希望も伺いながら、空き家問

題の解決や観光ガイド・多世代交流などの事業を継続し、移住人口

を増やしたり関係人口を増やしていくことに力を入れていきたいです。

　これからのますますのご活躍を期待しています。

　本日はお忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。

授賞式が行われた熊本県のキャラクターくまモンと！
　（写真左）ラフォンテーヌ裕子 理事長
　（写真右）笠原まり 理事
　　　○C 2010 熊本県くまモン　令和４年 10 月 20 日撮影

  過疎地域

 持続的発展

優良表彰って

      何？
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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

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。

　当院では、１０月２５日（火）に大規模災害を想定した防災訓練と

して、医療用エアーテントの組立訓練を実施しました。エアーテント

は、発電機を利用したブロアーで空気を注入することにより、約２０

分で設置することができ、災害時の救護・緊急医療処置のスペースと

して使用することを想定しています。

災害拠点病院として訓練を実施しました

　災害発生時は、被災により傷病者が増加し、病院に対する需要が爆発的に高まりますが、病院自体も被災

により機能不全に陥ってしまうことがあり、多くの傷病者が適切な処置を受けることができなくなります。

　このような状況で機能を発揮するのが、災害に備えて運営体制・施設を整備している「災害拠点病院」です。

当院では今後も地域に密着した災害拠点病院として、来たるべき災害に備え、日頃から訓練を重ねることに

より、町民の皆さまが安心・安全に生活できるよう努めてまいります。

◇医療用エアーテント組立訓練

新規職員紹介（11 月 2 日より）
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

横
よこ

　見
み

　　薫
かおる

　（海南病院　臨床検査技師）

海陽町の皆さまが安心安全に暮らせるよう、寄り添う

医療に尽力します。
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【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

１２月４日から１０日までは人権週間です

　１２月４日から１０日までを「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の

普及高揚に努めております。海陽町、徳島地方法務局及び徳島県人権擁護委員連合会においては、今年度の

人権週間行事のひとつとして、下記のとおり「特設人権相談所」を開設し、ＤＶ、セクハラ、ストーカーな

どの女性に関する人権問題や、児童虐待、いじめ、体罰など子どもに関する人権問題、高齢者や障害者に対

する差別や虐待などの人権問題、その他家庭や近隣関係のくらしの悩みごと

等の御相談をお受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。

　【人権相談所】　日時：１２月５日 ( 月 ) １０：００～１２：００まで 

　　　　　　　　場所：海南庁舎２Ｆ、宍喰庁舎２Ｆ 

　お気軽に御相談ください。 

浄化槽の維持管理は「一括契約」をご利用ください
【お問合せ先】 海部郡浄化槽一括契約協議会（事務局 徳島県環境技術センター）　☎ 088-636-1234

　浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と法定検査が大切です。

海部郡浄化槽一括契約協議会では、保守点検と法定検査を確実に行ってい

ただくため、これらの一括契約をお願いしています。一括契約では、個々

に行っていた保守点検と法定検査を同時に契約でき、総合的な管理が行え

ますので、安心して浄化槽をご使用いただけます。

　一括契約により管理委託することについてのご相談は、海部郡浄化槽一

括契約協議会又は海部郡内の保守点検業者まで連絡してください。

海部郡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 海南荘　☎ 0884-73-2626

　特別養護老人ホーム海南荘では、職員を募集しています。介護に興味のある方、未経験の方も歓迎します。

お気軽にお問い合わせください。

◆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・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。

　　　　　　※見学などもできますので、お気軽にお問い合わせください。
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大スクリーンでZUMBA体操

令和５年１月20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

１2月17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♪ ( 中級向け )

指　導：尾　崎　ひとみ (12/17)
　　　　和田野　広　美 (Ｒ５1/20)
会　場：海部公民館４階
参加者：無料
＊徳島県スポーツ DX 推進事業
＊予約なしでどなたでも参加できます

■下期会員 （令和５年３月末まで）

　　大人 ・ 高校生　1, ５００円　 小中学生　1, ０００円　 幼児　５００円　 家族　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　 　日曜　１７ ： ００まで　　 土曜 ・ 祝日　休館日
　　〈料金〉 会員 ２００円　　一般 ５００円　　中高校生 ３００円 （会員は無料）

■教室　　会員１回　３００～５００円　クラスにより料金が変わりますのでお問合わせください。

クラブ会員受付中！！

＊１２月の月いちウォークはお休みいたします。 次回は令和５年１月１４日 （土） 開催予定です。
＊１２月２９日 （木） ～令和５年１月４日 （水） は休館日となります。

詳しくは下記のＱＲコード
からＨＰをチェック！
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～第 76 回徳島県高等学校英語弁論大会

　　　　　  谷口悠人さんが 第３位に！～

～カリフォルニア州立マーセッドカレッジ　オンラインプログラムを実施！～
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

12 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

２３日(金) １３：００～１６：００

２７日(火) １３：００～１６：００

【要予約】

いっしょに絵本の読み聞かせをしませんか？
【お申し込み・お問合せ先】絵本の読み聞かせ「にも」の会　代表 幸谷友子　☎ 090-5131-1718

　　　　　　　＊＊＊ 絵本の読み聞かせ「にも」の会 会員募集！ ＊＊＊
　「にも」の会は２００８年に発足し、現在１６名が楽しく活動しています。絵本を読むこと

で、親子の心のふれあい、絆づくり、こどもたちの健やかな成長を応援しています。

　海陽町の町じゅうが絵本に親しむ人でいっぱいになれば幸せです。絵本の好きな方、

子ども好きな方、ぜひ一緒に活動しましょう！

　【主な活動】　・海南図書館おはなし会（毎月第２土曜日１１：００～１１：４０）

　　　　　　　・海南小学校絵本の読み聞かせ（毎週木曜日８：２０～８：３０）

　　　　　　　・海陽町ブックスタート事業サポート

　　　　　　　・かいようファミリーサポートセンター、海陽町地域子育て支援センターあのね支援
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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

人権相談

貴　

嗣

沙　

紀

長
女

中
南
町
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