
№201
2023.1

１２月25 日 （日） 阿波海南文化村で
DMV １周年記念イベントが行われました！



海陽町元気プレミアム商品券の有効期限が近づいています！
【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

海陽もっと満喫キャンペーンの有効期限が近づいています！
【お問合せ先】海陽町観光協会　☎ 0884-76-3050

かいようウキウキ商品券の有効期限が近づいています！
【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」を配布しております。

　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。

◆商品券有効期限　１月３１日（火）まで
　※有効期限を過ぎた商品券は使用できません。

　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、令和４年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→

　※有効期限を過ぎた券は使用できません。
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徳島県物価高騰対策応援金が創設されました！

家計急変世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

【お問合せ先】　徳島県物価高騰対策応援金運営事務局   ☎ 088-602-1261 (コールセンター)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  受付時間　9:00 ～17:00（土・日・祝日含む）

【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）   ☎ 0884-73-4313

　徳島県より長期化する原油・原材料価格の高騰の影響緩和を図り、県内の中小・小規模事業者・個人事業

者の皆様の事業の継続を支援するため、県独自の支援金制度「徳島県物価高騰対策応援金」が創設されました。

　給付対象

● 対象月の仕入原価等 ( ※ ) が、基準期間の任意の月の仕入原価等と比較して増加しており、かつ、営業利益 

　 （売上高ー仕入原価等）が３０％以上減少している事業者　(※) 仕入原価等 =仕入原価＋光熱水費＋燃料費

● 県内に事業所を有する中小法人、個人事業者（フリーランスの方を含む）

● 応援金受給後も「事業継続の意思」を有すること

　　　対　 象 　月 　令和４年４月～令和４年１１月のいずれかの月

　　　基 準 期 間 　平成３１年４月～令和元年１１月

　　　　　　　　　　　　令和　２年４月～令和２年１１月

　　　　　　　　　　　　令和　３年４月～令和３年１１月のいずれかの期間

　　　給付額（定額）　　法　人　の　方　 　２０万円

　　　　　　　　　　　 個人事業者の方　　 １０万円

　　　申請受付期間   ２月２８日（火）まで

　申請に必要な書類

① 「徳島県物価高騰対策応援金」申請書

② 誓約書

③ 法人代表者または個人事業者の本人確認書類の写し

④ （法人のみ）履歴事項全部証明書（申請日より３ヶ月以内のもの）

⑤ 申請書に記載した振込先の通帳等の写し

⑥ 確定申告書の写し

⑦ 対象月の営業利益を証する書類（売上台帳及び仕入原価、光熱水費、燃料費が分かる書類）

⑧ 基準月の営業利益を証する書類（売上台帳及び仕入原価、光熱水費、燃料費が分かる書類）

⑨ ( 新規開業特例適用の方のみ ) 徳島県物価高騰対策応援金新規開業特例計算書

⑩ ( 新規開業特例適用の方のみ ) 開業届（法人は不要）

⑪ （季節性特例適用の方のみ）徳島県物価高騰対策応援金季節性特例計算書

　右のＵＲＬの専用サイトからオンラインによる申請ができます。 

　https://tokushima-bukkataisakuouenkin.jp/

　予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯に対し、電力・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金が支給されます。

　支　　給　　額　　一世帯につき５万円

　対象となる世帯　　令和４年１月～１２月の収入が減少し、令和４年度住民税均等割が課税されている

　　　　　　　　　　世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税 ( 均等割）非課税水準以下であること

　申　請　期　限　　１月３１日

　令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給された世帯は対象外です。

　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。
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２月まで延長 !! マイナンバーカードをつくって
　　　　マイナポイントをもらおう！！

【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。

　マイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間が２月末まで延長されました。

　カードを受け取られていない方は、お早めにお受け取りください。

　申請してから１ヶ月以上しても交付通知書が届かない方はご連絡ください。

●マイナポイントの付与の申込期限は２月末まで。
●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。

●健康保険証としての利用申込みで　7,500 円分
●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。

※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。

スマートフォンからのマイナポイントの申し込み

　対応するスマートフォン（下記の「マイナポイント」アプリをインストール可能な機種）をお持ちであれば、

ご自宅からでもマイナポイントのお申し込みができます。

　【ご準備いただくもの】

　　・マイナンバーカード

　　・マイナンバ - カードに設定された数字４桁の暗証番号

　　・マイナポイント申し込みを行うキャッシュレス決済サービスの

　　　決済サービスＩＤおよびセキュリティコード

「マイナポイント」アプリのインストールおよび操作方法

　　右の二次元コードからインストールしてください。

　　詳細な操作手順をご覧になりたい方は、総務省「マイナポイント

　事業」サイト内の「マイナポイント申込み関連ページ・マイナポイ

　ントの申込方法」のページをご覧下さい。

　　　

　 役場では平日の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１月
 ４日（水）～３月３１日（金）までの間マイナンバーカードについて夜間の窓口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

　・持ち物 通知カード（ない方はお申出ください）　　・本人確認書類
　・顔写真（３．５cm×４．５cm）※役場でも撮影できます。（材料費に１００円いただいています）

マイナンバーカード平日夜間窓口開設（予約制）

最大　5,000 円分   7,500 円分

　　　7,500 円分   7,500 円分

　　　7,500 円分

最大 20,000 円分 15,000 円分

  広報海陽  2023.1 № 201
4



【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～

徳島県「コロナに負けない！女性つながりサポート事業」

　女性のためのつながりサポートとして、ピアサポーターが「生理の貧困」の状況にある方

に生理用品を提供します。１１月１２月は各庁舎にて配布を行いました。

 《次回のご案内》

　１月２３日（月曜日）　 海部庁舎１階フロア　１０：００～１２：００

　 　　　　　　 　　　　海南庁舎１階フロア　１３：００～１５：００

を予定しています。ピアサポーターがお待ちしています。お気軽にお声掛けください。

【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

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

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。

　新型コロナウイルス感染症で自宅待機になった場合の支援について

　新型コロナウイルス感染症に罹患した場合及び濃厚接触者になった際の自宅待機中に、健康面や生活面でご

心配事がありましたら、福祉人権課に相談窓口を設置しておりますので、お気軽にご相談ください。

　夜間 ･ 休日は役場宿日直が対応いたします（海南庁舎　７３－１２３４　宍喰庁舎　７６－３１１１）

　本町では、新型コロナウイルス感染症に感染し、もしくは家族全員が濃厚接触者となり外出が困難な方々に

向けて次のような支援を行います。

　◆　食料品や日用品などの買い物代行

　◆　役場での手続き調整（自宅待機期間中に各種手続きのため役場への訪問が必要な場合、自宅健康観察終

　　　了後に手続きできるよう調整を図ります。手続きの種類によっては、お受けできないことがあります）

　◆　その他、外出できないことでお困りのことがある場合などを想定しています。

　　　　※支援は、感染対策の観点から、自宅療養者及びその濃厚接触者に特定された方と「対面しない」かつ

        「直接物の受け取りをしない」内容に限ったうえで、徳島県及び海陽町が以下の個人情報を共有する

        ことに同意された場合のみ支援を受けることができます。

　　　　(1) 氏名　(2) 生年月日　(3) 住所　(4) 電話番号　(5) 新型コロナウイルス感染症の感染の有無

      　(6) 自宅健康観察の期間　(7) その他支援事業実施のために必要な情報

　　　　※個人情報は必要な範囲以外では使用しません。秘密は厳守いたします。

新型コロナウイルス感染症の相談窓口があります
【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311　（平日 8:30 ～ 17:30 土日除く）
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海陽町インフルエンザ予防接種の助成期限

成人男性の風しん抗体検査・予防接種のお知らせ

HPV ワクチンを自費で接種された方に償還払いを行います

【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）   ☎ 0884-73-4311

【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

　　　　　　　今年度の予防接種の助成期限が近づいています。
　助成期限を過ぎますと、助成が受けられず、全額自費となってしまいますので、接種を希望される方は期

限内に接種されますようご注意ください。

【助成期限】　①高齢者（６５歳以上の方等）………………………………… １月１５日まで
　　　　　　 ②その他の助成（非課税世帯等・妊婦・１８歳未満の方）… １月３１日まで
　※②の助成については、軽減証明（町内医療機関のみ有効）が必要です。

　＊予防接種費用の助成内容・方法についての詳細は、１０月・１１月の広報のとおりです。

　　《予診票・軽減証明・還付申請窓口》
　　・ 海南庁舎　住民環境課（☎７３- ４１５２）
　　・ 宍喰庁舎　商工観光課（☎７６- １５１３）
　　・ 海部庁舎　福祉人権課（☎７３- ４３１１）

　　　　　　＊＊ 接種の際は、必ず事前に医療機関に電話にて予約をお願いします。＊＊

※詳しくは、海部庁舎まで

　お問い合わせください。

　風しんは、感染者の飛沫などによってほかの人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦の方が

風しんに感染すると、生まれてくるお子さんが先天性風しん症候群（眼、耳、心臓に障がいがでること）にな

る可能性があります。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった、風しんの抗体価が低いとされる昭和３７年４月２日から昭和５４

年４月１日までに生まれた男性は、クーポン券を利用することで風しんの抗体検査と予防接種を無料で受ける

ことができます。

対象者には１０月にご案内させていただいております。

　実施期間 令和７年３月３１日まで　（令和４年度は令和５年２月２８日まで）

　対 象 者 昭和３７（１９６２）年４月２日から昭和５４（１９７９）年４月１日までに生まれた男性

　　　　　　　（これまでクーポン券を使用していない方）

　受診費用 無料

　子宮頸がんなどの原因となるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症を防ぐワクチンの定期接種の積極的

勧奨を差し控えていたことにより、定期接種の機会を逃した平成９年４月２日から平成１７年４月１日までの

間に生まれた女子が、定期接種の対象年齢を過ぎた後に自費（任意接種）で接種した場合において、接種費用

の償還払いを行います。

　以下のすべてに該当する方が対象です。

　対 象 者 ①平成９年４月２日から平成１７年４月１日までの間に生まれた女子

　　　　　　　②令和４年４月１日時点で海陽町に住民登録があること

　　　　　　　③１６歳となる日の属する年度の末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種

　　　　　　　　において３回の接種を完了していないこと

　　　　　　　④１７歳となる日の属する年度の初日から令和３年度の末日までに日本国内の医療機関で組換

　　　　　　　　え沈降２価ＨＰＶワクチン又は４価ＨＰＶワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと

　　　　　　　⑤償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと

　償 還 額 接種費用全額（最大３回分）

　　　　　　　※接種費用のみ（接種の際の交通費、宿泊費、証明書類の発行に要した文書料等は対象となりません）

　申請期間 令和７年３月３１日まで

　申請には、接種記録が確認できる書類、接種費用の支払いを証明する書類などが必要となります。該当され

る方は、福祉人権課までご連絡ください。

  広報海陽  2023.1 № 201
6



【お問合せ先】農林水産課　（宍喰庁舎）　   ☎ 0884-76-1511
　　　　　   　□▽ norinsuisan@kaiyo-town.jp

鳥インフルエンザにご注意！

　近隣県において、高病原性鳥インフルエンザの感染が頻繁に確認されていますのでご注意下さい。

　● 人への感染について
　鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃厚な接触などの特殊な事例を除いて、鶏肉や鶏卵を食べる

ことなどにより人に感染した事例は報告されていませんので、冷静な行動をお願いします。

　日常生活においては、鳥や動物に触った後はよく手を洗うことや、ペットを飼育している方は野鳥と接触

させないように注意し、糞尿を速やかに処理してペットのまわりを清潔にしておくことも重要です。 

　● 死亡野鳥を発見した場合について
　死亡野鳥への対応は、環境省が高病原性鳥インフルエンザの発生状況に応じて設定する警戒区分（対応レ

ベル）に応じています。

　感染リスクが特に高い種や、一度に複数羽の死亡野鳥を発見した場合、または弱っている野鳥を見かけた

場合は 決して触れたりせず、次のところまでご連絡ください。

　・海陽町役場農林水産課（宍喰庁舎：☎ 0884-76-1511、海南庁舎：☎ 0884-73-4161）
　　※休日・夜間は役場代表電話　（宍喰庁舎：☎ 0884-76-3111、海南庁舎：☎ 0884-73-1234）
　・徳島県南部総合県民局　保健福祉環境部（☎ 0884-28-9862）
　・徳島県鳥獣対策・ふるさと創造課（☎ 088-621-2262）
　　※休日・夜間は県庁衛視室（☎ 088-621-2057） 

　● 感染リスクの高い種の基本的な特徴
　１．ハトより大きな鳥である。

　２．カモ類などの水鳥である。

　３．タカやフクロウ等鳥を捕食する鳥（猛きん類）である。

　● 愛玩鶏を飼っている皆様へ
　高病原性鳥インフルエンザから愛玩鶏を守るため、ウイルスの侵入を防止しましょう。

　１．日常の飼育管理の徹底。

　　　毎日、愛玩鶏を観察し、飼育小屋やその周辺を清潔にし、消毒液等でウイルスの感染予防をしましょう。

　２．野鳥と接触させない。

　　　小屋に金網や防護ネット（２cm 角以下）を張り、小動物等が侵入できないよう隙間を塞ぎましょう。

　　　発生状況等の詳細については、次の

　　　ホームページをご参照ください。
農林水産省
ＨＰ

環境省
ＨＰ

徳島県
ＨＰ

【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

自治体等ホームページ偽サイトにご注意ください！

　現在、国や自治体等のホームページのアドレスを模した、不審なホームページアドレスが複数確認されて

います。これらのサイトにアクセスすると、不正に個人情報を収集されるなどの被害を受ける恐れがあります。

不審なサイトへのアクセス・閲覧をすることのないよう、くれぐれもご注意ください。

　海陽町ホームページのＵＲＬ
　海陽町ホームページの URL は、https://www.town.kaiyo.lg.jp/ です。

　ホームページを利用する際には、ウェブブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。

　偽サイトに関する情報
　実在するホームページの見た目が、そのままコピーして使われるなど見分けがつきにくくなっています。

　ドメイン名（「～ .lg.jp」の部分）が、「～ .tk」、「～ .ml」になっているなど、不審と思われるサイトを

発見された場合は、検索などにより本物のサイトのＵＲＬをご確認ください。

　また、海陽町ホームページに関する不審なサイトを発見された場合は、

次のお問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願いします。

https://www.town.kaiyo.lg.jp/inquiry/1/
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【お問合せ先】税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

令和５年度（４年分）申告納税相談のご案内

　本年の申告(納税)相談を下記の日程で予定しております。申告される方は関係書類の準備をお願いします。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため換気した中で行いますので暖かい服装でお越し下さい。　

　時間は全て９：００～１８：００までです。

○この申告は、町県民税の賦課のほか、多くの公的な手続きの基礎資料となります。

  申告がないと、町県民税の各種控除が受けられないほか、不利益が生じる場合もありますのでご注意ください。

　【公的手続きの主な例】

　・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定

　　世帯に一人でも未申告者がいると、軽減判定が受けられず高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事

　　の自己負担額が高くなる、といった不利益が生じる場合があります。
　・児童手当などの各種手当の算定　・保育所の入所、就学援助等各種行政サービス手続き

　・所得証明等税務証明書の発行　など

　【町県民税・国民健康保険税の申告が必要な方】　1 月 1 日現在、海陽町に住所を有する方

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、雑、一時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をしていない方

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・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を含む）

６．無収入の方（失業中、学生など）

　　　　　　申告の必要がない方
　　　　　　　・確定申告書をすでに提出された方
　　　　　　　・給与のみの収入で年末調整が済み、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
　　　　　　　・公的年金のみの収入で、所得控除の申告をしない方
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　【ご持参いただくもの】

◇マイナンバーカード（顔写真付）またはマイナンバー通知カード　※ 原本

　（マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書でも可　※ 原本）

◇本人確認書類（免許証、保険証等）　　※原本

◇令和４年中の収入（及び事業等収入の方は経費）を明らかにできるもの

　　＊帳簿、源泉徴収票、給与明細など

◇国民年金保険料、その他の社会保険料等の領収書（納付証明書）

◇生命保険料、地震保険料等の控除証明書

◇障害者手帳等

◇医療費通知書または医療費領収書　※領収書は、人ごと、病院ごとに整理しておいてください。

◇国外居住親族を扶養する場合・・・親族関係書類及び送金関係書類（※ 翻訳文の添付必須）

　　＊詳しくは国税庁ホームページを参照ください。

◇その他、控除等に必要な書類

　【その他】

◇ご家族の申告を代理でされる場合は、申告者本人のマイナンバーカード（またはマイナンバー通知カード）

　及び申告者の本人確認書類（免許証、保険証等）のコピーを預かってきて下さい。

　受付時に代理の方の本人確認をさせていただきます。代理の方は本人確認書類（原本）を提示願います。

◇配偶者控除、扶養控除の申告の方は、対象の方の氏名、生年月日、住所及びマイナンバーを記載していた

　だきます。ご準備をお願いいたします。（事業専従者についても同じです。）

◎譲渡所得・山林所得・贈与税・相続税・消費税・青色申告の申告は、

　直接阿南税務署へご相談ください。　（阿南税務署電話　☎０８８４－２２－０４１４（代表））

※申告会場では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として以下の取り組みを実施しますのでご理

  解・ご協力、お願いいたします。　

　　・検温の実施（咳など風邪の症状のある方、また３７．５℃以上の方は入場をご遠慮下さい）

　　・ご来場時はマスクの着用をお願いします。・手指消毒、常時換気、距離の確保に努めます。　

　　・混雑時は入場を制限させていただく場合があります。

　　**** 申告会場へお越しいただくことが困難な状況の方は、電話等で税務課にご相談ください。*****

【お問合せ先】税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

コロナ対策 海陽町税等口座振替キャンペーンを延長します

　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、海陽町税等の口座振替登録を推進しており

ますが、実施期間を次のとおり延長いたします。

　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。（無くなり次第終了します。）

【対象期間】　３月２４日（金）まで
【対 象 者】　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 ・下水道使用料

【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・下水道使用料）　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎０８８４- ７６- １５１４
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新入学児童生徒準備費を支給します
【お問合せ先】　教育委員会   ☎ 0884-73-1246

　本町では、令和５年度の小・中学校入学予定者に、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」を入学

前の３月に「新入学児童生徒準備費」として支給します。

　支給の対象となる方
　以下の条件にすべて該当する方

　小学校新１年生
　●海陽町内に住所を有し、海陽町内の小学校に入学予定の児童の保護者
　●「令和４年度就学援助制度」の認定基準で「準要保護」の基準に該当する方 ……＊注１

　　①　生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯
　　②　町民税が非課税となった世帯
　　③　児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯 ( 一部支給者は除く ) 
　　④　保護者の職業が不安定であることなどにより、生活保護に準ずる程度に経済的に困難な世帯
　　⑤　その他教育委員会が援助が必要であると認める世帯　　　　　　　　　　　　※ 注１　対象となる世帯

　中学校新１年生
　●２月１日現在、「令和４年度就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方

　支給の内容
　・援助費目　　新入学児童生徒準備費
　・支 給 日　　入学前の３月
　・支給方法　　申請保護者の口座へ振込

　申請方法

　小学校入学予定者の保護者の方
　　受給を希望される方は、「新入学児童生徒準備費受給申請書」、「同意書」に記入の上、同一生計世帯全員の所
　得のわかるもの（児童生徒を除く）を添えて教育委員会へ提出してください。
　※「新入学児童生徒準備費受給申請書」・「同意書」の用紙は、教育委員会まで取りに来ていただくか、町ホー
　　ムページよりダウンロードしてください。

　中学校入学予定者の保護者の方
　　「令和４年度就学援助制度」において「準要保護」の認定を受けている方については、

　　「新入学児童生徒準備費」のための申請を別途行う必要はありません。

　申請期限

　１月１９日（木）まで

　注意事項
　・入学前の３月に新入学児童生徒準備費の支給を受けた場合でも、令和５年度就学援助費を希望する場合
　　には別途申請していただく必要があります。
　・今回、新入学児童生徒準備費を申請しなかった場合でも、令和５年度就学援助費に認定をされた方には、
　　入学後５月中旬に新入学児童生徒学用品費を支給します。

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
【お問合せ先】　教育委員会   ☎ 0884-73-1246

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま 1 人あたり３５０万円以内

【金　　　利】年１．９５％　固定金利

　　　　　　 ※「母子家庭」、「父子家庭」、「交通遺児家庭」、「世帯年収２００万円（所得１３２万円）以内の方」

　　　　　　　　または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収５００万円（所得３５６万円）以内の方」は

　　　　　　　　年１．５５％（令和４年１１月１日現在）

【ご返済期間】１８年以内

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）

【保　　　証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

　　詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター ☎０５７０－００８６５６

    （ナビダイヤル）または ☎０３－５３２１－８６５６までお問合せください。

  広報海陽  2023.1 № 201
10



口座振替による納付のご案内
【お問合せ先】日本年金機構　徳島南年金事務所　☎ 088-652-1511
　　　　　　 住民環境課　（海南庁舎）               ☎ 0884-73-4152

　口座振替（預貯金口座からの引き落とし）を利用して国民年金保険料を納付すると、便利でお得です。
ぜひとも、この機会にお手続きください。

　ご希望の方には申出書を送付いたしますので、徳島南年金事務所までご連絡ください。

　また、クレジットカードによる納付方法もありますのでご相談ください。

　お得①　　　　口座振替で２年分をまとめて納付されると、毎月納付書で納付するより

　　　　　　　　最大１５，７９０円の割引！！（令和４年度の場合）

　お得②　　　　口座振替でのみ利用できる納付方法がありお得！！

　お得③　　　　手数料が無料でお得です！！

　　　　　　　　●残高不足であっても、翌月にもう一度引き落としされるため便利。

　　　　　　　　●ご本人様以外の方の口座からの引き落としすることができ便利。

　　 　口座振替方法　　保険料額（令和４年度の場合）　　　  割引額

　　　 ６ヶ月前納 　　　　　９８，４１０円　　　　　  １，１３０円

　　　 １ 年 前 納 　　　　１９４，９１０円　　　  ４，１７０円

 　　　２ 年 前 納 　　　　３８１，５３０円 　　　１５，７９０円

　　　　　　　　　       　　申込期限：２月２８日（火）

○納付書およびクレジットカードでも２年・１年・６ヶ月前納ができますが、口座振替の割引額が最も大き

　くなります。

○現在、口座振替により納付中の方であっても申込期限までにお手続きをされると、４月からご希望の振替

　方法へ変更できます。

○前納期間の途中で厚年年金保険等に加入した場合は、加入後の保険料は返金されます。

お得な

【お問合せ先】総務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4151

行政に関する困りごとはありませんか？

　総務省の行政相談は、医療保険・年金、道路、登記、雇用、社会福祉など、幅広い行政分野の相談に対応

しています。ご相談は、総務省行政相談センター「きくみみ徳島」や総務大臣が委嘱した行政相談委員が受

け付けています。

○たとえばこんなことが相談できます

　医療保険・年金　 国民年金や厚生年金保険の被保険者の資格要件について教えてほしい。

　　 道　　路　　　道路に危険箇所があるので改修してほしい。

　　 登　　記　　　不動産の名義変更手続について知りたい。

 　　雇　　用　　　勤務先の労働契約や労働環境に不満がある。

　　 社会福祉　　　生活に困窮して困っている。

★総務省の行政相談では、「こうしてほしい」という相談以外にも、以下のような相談も受け付けています。

　①困りごとがあるが、どうすればよいか分からない。

　②関係機関に相談したが、対応者の説明や対応に納得できない。

　③いろいろな事情から、関係機関に直接苦情を言いにくい。

　④制度や仕組みが分からない。

【行政相談委員が海陽町内で開設する相談所】

　　　　　　　　　日　　時　　　　 　　　　　場　所　 　行政相談委員

　奇数月第２火曜日　９：００～１２：００　海部庁舎　　　
神戸妙子 委員

　偶数月第４火曜日　９：００～１２：００　
宍喰庁舎２Ｆ

　偶数月第１月曜日１０：００～１２：００　　　　　　　　由木和幾 委員

【行政相談センター
 きくみみ徳島へのご相談】

☎ 0570 ー 090110
( 受付 8:30 ～ 17:15)
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令和５年度 海陽町会計年度　 　任用職員募集
　海陽町では、令和５年度から任用開始する会計年度任用職員を募集しますので、応募される方は、必要書

類を応募期限までに提出して下さい。

・地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当しない者
・職種に必要な資格などについては、募集一覧表の資格等の欄を参考にしてください。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日（任用後１ヶ月間は条件付採用期間）
※期間満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることがあります。

海陽町会計年度任用職員共通申込書（問い合わせ先にて配布又は町ホームページに掲載）

原則８時３０分～１７時１５分までの時間の範囲内で、募集一覧表の１日あたりの勤務時間
※職種により、土・日曜日、祝日勤務あり。シフト制によって勤務時間が前後する場合があるので、詳
　しい内容は問い合わせ先へお問い合わせください。

海陽町役場総務課　　〒 775-0295 徳島県海部郡海陽町大里字上中須 128 番地
※郵送の場合は「一般書留郵便」により海陽町役場総務課宛に送付してください。

・年次有給休暇：勤続年数に応じて最大２０日
・その他：夏季休暇、傷病休暇など特別休暇制度あり

令和５年１月３１日（火）１７時必着（郵送の場合も必着）

職種によって異なります。募集一覧表の報酬額の欄をご参考にしてください。

書類選考及び面接試験

任用期間及び勤務時間等により共済組合（短期）、互助会、厚生年金保険及び雇用保険等に加入

令和５年２月中　申し込み受け付け後、２月初旬に別途ご案内いたします。

正規職員に準じた支給率によって支給（１週間あたりの平均勤務時間が１５時間３０分未満の者は除く。）

応募資格

任用期間

提出書類

勤務時間

書　　類
提 出 先

休　　暇

提出期限

給 与 等

選考方法

社会保険等

試 験 日

期末手当

そ の 他

服　　務

■試験方法等

■勤務条件

■海陽町会計年度任用職員　募集一覧　【フルタイム】

・同期間内に募集している他の会計年度任用職員と重複申し込みはできません。
・選考採用試験の結果については、合否を決定した後、書面により通知しますが、予算の成立が条件とな
 りますので、令和５年度当初予算成立後に採用通知を交付します。

地方公務員法に規定される服務に関する規定（守秘義務や職務専念義務）が適用されます。
※パートタイム会計年度任用職員については、営利企業等への従事の制限は適用除外

職種
番号

１

３

２

４

５

職　　種

准看護師又は
看護師

保育士

薬剤師

幼稚園教諭

助教員

報酬金額

（月額）
169,900 円～ 236,000 円

（月額）
164,100 円～ 191,700 円

（月額）
191,500 円～ 228,500 円

（月額）
164,100 円～ 191,700 円

（月額）
209,300 円～ 231,900 円

業務内容

看護師業務

児童の保育

薬剤業務

幼稚園における幼稚園
教諭業務

小中学校において
学校教育業務
（特別支援教育）

免許資格等

准看護師免許
又は看護師免許

保育士免許

薬剤師免許

幼稚園教諭免
許（保育士資
格あれば尚可）

・小学校教諭
免許（専修・1種・
2 種）必須
・中学校教諭
免許（専修・1種・
2 種）必須
・高等学校教
諭免許（専修・
1種）必須
いずれかの免
許・資格所持
で可又は、令
和５年３月３１
日までに上記
の免許状を取
得見込みの者。

勤務場所

海南病院
又は宍喰診療所

海南保育所又は
海部西保育所

海南病院

海陽幼稚園

町内各小中学校

問い合わせ

海南病院
☎ 73-1355
福祉人権課
☎ 73-4313

福祉人権課
☎ 73-4313

海南病院
☎ 73-1355

教育委員会
☎ 73-1246

１日あたり
勤務時間数

７時間４５分

７時間４５分

７時間４５分

７時間４５分

７時間４５分

１週間あたり
勤務時間数

５日

５日

５日

５日

５日

予定人数
（程度）

３人

１人

９人

２人

１０人
 程度

【お問合せ先】
  総務課（海南庁舎）   ☎ 0884-73-4151
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職種
番号

職　　種 報酬金額業務内容 免許資格等勤務場所 問い合わせ１日あたり
勤務時間数

１週間あたり
勤務時間数

予定人数
（程度）

令和５年度 海陽町会計年度　 　任用職員募集

５

６

７

９

10

11

12

13

14

15

16

20

22

26

17

21

23

24

25

18

19

８

船員

キャンプ場管理人
（キャンプ場事務）

防災館長

一般事務③
（南部防災館事務）

看護アシスタント

一般事務④
（病院事務）

保育支援員

隣保館長

一般事務⑤
（図書館事務）

博物館長

教育支援員

英語推進員

保育士

隣保館指導員

一般事務⑥
（博物館事務）

社会教育指導員

助教員

スクールバス
運転手

母子生活支援
施設母子指導員      

（月額）
248,100 円～
257,400 円

（月額）
182,800 円～
202,900 円

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
7,303 円～ 7,965 円

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
7,303 円～ 8,662 円

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
6,649 円～ 8,107 円

（日額）
7,303 円～ 7,965 円

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
7,303 円～ 7,965 円

（日額）
6,455 円～ 7,754 円

（日額）
6,455 円～ 7,754 円

（時間額）
1,008 円～ 1,177 円

（日額）
6,455 円～ 7,754 円

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
6,455 円～ 7,754 円

（日額）
9,002 円～
9,974 円

（日額）
9,810 円～ 10,150 円

（日額）
5,606 円～ 5,800 円

（日額）
6,649 円～ 8,107 円

（日額）
7,361 円～ 8,976 円

ブルーマリン号操船等

船津キャンプ場の運営・
管理業務

徳島県立南部防災館の
管理及び運営

徳島県立南部防災館における
事務補助、窓口・電話対応

看護補助業務

病院窓口業務、電話対応

保育士業務の補助

隣保館の運営・管理

図書館における事務、
図書の貸出、蔵書管理

博物館の運営

特別に配慮を要する児
童の支援

英語授業補助・各種英
語イベント補助

児童の保育

隣保館における相談業
務及び事務的業務

博物館における事務、
窓口業務、電話対応

社会教育全般について
の指導・相談等

小中学校において
学校教育業務
（特別支援教育）

スクールバス運転業
務・給食配送業務・教
育施設維持管理業務

スクールバス運転業務

すだち寮での母子に対
する生活養育支援

二級小型船舶操船免許以上・
特定操縦免許あれば尚可
職種：甲板員

二級小型船舶操船免許以上・
特定操縦免許
職種：船長及び船長に準ずる者

任期は４月１５日
～１０月１５日

ー

ー

ー

ー

ー

ー

司書資格あれば
尚可

ー

ー

ー

保育士免許

ー

ー

教員免許を有し、
教職経験がある者

・小学校教諭免許（専修・1
種・2 種）必須
・中学校教諭免許（専修・1種・
2 種）必須
・高等学校教諭免許（専修・
1種）必須
いずれかの免許・資格所持
で可。又は、令和５年 3月
31日までに上記の免許状を
取得見込みの者。

中型自動車免許以上
（８ｔ限定不可）

ー

ー

海陽自然博物館
マリンジャム

船津キャンプ場

南部防災館

南部防災館

海南病院

海南病院又は
宍喰診療所

海南保育所又は
海部西保育所

松原ふれあい会館又
は海部文化センター

海南図書館又は
宍喰図書館

海陽町立博物館

町内各小学校

海南保育所又は
海部西保育所

松原ふれあい会館又
は海部文化センター

海陽町立博物館

教育委員会

町内各小中学校

町内各小学校

すだち寮

商工観光課
☎ 76-1513

危機管理課
☎ 73-4163

海南病院☎ 73-1355
福祉人権課☎ 73-4313

海南病院
☎ 73-1355

福祉人権課
☎ 73-4313

教育委員会
☎ 73-1246

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

４時間又は
７時間４５分

７時間

７時間

７時間

７時間

７時間

４時間

７時間

７時間45分

５日

５日

５日

５日

５日

５日

５日

５日

５日

３日

５日

５日

管理監督者
が別途指示
する日

５日

５日

５日

５日

５日

５日

１日

２人

１人

１人

１人

２人

１人

３人

１人

２人

５人

１人

１人

２人

４人

２人

１人

１人

１人

４人

１人

１人

１人

教育委員会

３

４

道路作業員

町営バス運転手

（日額）
7,199 円～ 8,464 円

（日額）
9,810 円～ 10,150 円

町道・林道等の維持作業

町営バス久尾線の運行

普通自動車免許

中型自動車第２種免許

建設課

宍喰観光
ターミナル

建設課
☎ 73-4159

まち・みらい課
☎ 73-4156

７時間

７時間

５日

５日

２人

１人

■海陽町会計年度任用職員　募集一覧　【パートタイム】

１

２

一般事務①

一般事務②
（障がい者対象）

（日額）
6,455 円～ 7,303 円

（日額）
6,455 円～
7,303 円

各課及び出先機関の事
務補助、窓口･電話対応

各課及び出先機関の事
務補助

　　　ー

身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳のいずれ
かの手帳の交付を受けている方

海南庁舎ほか

海南庁舎ほか

総務課
☎ 73-4151

７時間

７時間

５日

５日

４人

１人
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健診を受けましょう　～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。（骨粗しょう症を除く）

●健診日：2月5日（日）

〈場所・受付時間〉

【婦人がん検診のお知らせ】

 【国民健康保険加入の皆様へ】
　特定健診は、お済みでしょうか？

　特定健診受診券は、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。

　※医療機関によっては、受診できない期間がありますので、必ず予約をお願いします。

 【節目年齢ク－ポン対象の皆様へ】
　※無料クーポン対象年齢は、５年に１回です。有効期限は、３月３１日です。
　・歯周病・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン対象の方で、

　　まだ受診されていない方はぜひ、受診してください。

　※超音波検査の申し込みはお済みですか？
　・動脈硬化やポリープ、結石、がん等の早期発見につながります。

　・頸部と腹部のエコー検査を行います。自己負担金２，５００円です。

　　この機会にぜひ、受診してください！

　　（現在１／２６（木）、１／３１（火）海部庁舎の予約が満杯になっておりますのでご了承ください。）

　★クーポンを紛失された方、検診の受診方法等のお問い合わせは、福祉人権課（☎７３―４３１１）　

　　保健師までご連絡ください！

※申し込み〆切りは１月１９日（木）

場　　所 受　付　時　間 項　　目

海　部　庁　舎

宍　喰　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

１，０００円

　 ４００円

　 ５００円

　 ５００円

乳房レントゲン検査マンモグラフィー（乳がん検診）

前腕骨レントゲン検査骨粗しょう症検診

便潜血検査（２日分）大腸がん検診

子宮頸部細胞診検査子宮頸がん検診（午後からのみ）

４０歳以上の方（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
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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５弾；子宮がん
がんのできる部位によって子宮頸がんと子宮体がんに分かれます。

子宮頸がんは、若い世代に増加しており、ヒトパピローマウイルスというウイルスの

感染に関係が深いがんです。子宮頸がんは、早期発見すれば治りやすいがんです。

 年に１回、子宮がん検診を受診し、早期発見・早期治療へ !!

【受診方法について】

・婦人がん検診 ( 集団 ) と県内の委託医療機関で受診できます。

  検診票が必要になりますので、福祉人権課保健師まで、ご連絡ください。

【料金について】　※無料クーポン券対象の方は、どちらも無料で受診できます。

・役場での集団検診 ( 婦人がん検診 ) では、５００円、県内の委託医療機関で受診される場合は、１，２００円

　で受診いただけます。

～役場で実施する集団検診について～

【子宮頸がん検査の流れ】

　１. 問診：自覚症状などを検診票に記入します。
　２. 視診・内診：内診台にあがり、専用の器具を挿入し子宮頸部の状態を確認します。
　３. 細胞診：子宮頸部の表面粘膜をブラシなどで軽くこすり、細胞を採取します。

【ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス検査について】

　・子宮頸がん検査の際に、ＨＰＶ検査も希望できます。（３０歳以上の方におすすめします）
　※ＨＰＶ検査を希望される場合は、自己負担金（５，０００円）が必要になります。
　・ＨＰＶ検査は、子宮頸部から細胞をとって調べるため、痛い検査ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　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

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

1 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）

助産師相談室

パパママ教室

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

９：００～１０：３０

　９：３０～１１：３０

　９：３０～１１：３０

１月２３日（月）

１月１７日（火）

１月２５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

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。

作業療法士による遊び方などの個別相談

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

１月１１日（水） 海部公民館４階 ／ １月１８日（水） 宍喰町民センター３階

1 月の『マイトレ運動教室』

今月のテーマ：ラダー（はしごの形に似たもの）を使用して脳もからだも楽しくエクササイズ！
　　　　　　　＆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！

※予定では、１月４日（水）でしたが、１月１１日（水）に変更になりました。
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地域包括ケアシステムづくりに向けて
【お問合せ先】　地域包括ケア推進課　（海部庁舎）   ☎ 0884-73-4312

　　　　　認知症サポーター養成講座　～町・社協職員、海陽中学校～

　１１月２２日に町と社協の職員を対象に認知症サポーター養成

講座を開催しました。認知症高齢者への声のかけ方についてグ

ループワークで話し合い、適切な接し方について寸劇で体験して

もらいました。

　１２月２日には海陽中学校１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。講座では、認知症のおばあさ

んとその孫とのやりとりの寸劇を見てから、自分だったらどう

　

いった接し方をするかグループワークを通して考えて

もらいました。

　その後、認知症の方の気持ちを理解した接し方

について学んでもらいました。

　現在、本町には１, ７７８人のサポーターがいま

す。養成講座を受講されたい地域・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。 海陽中学校１年生のみなさん

町・社協職員のみなさん

かんたん認知症チェックをご活用ください

　認知症は、早期の診断と適切な治療によって、進行を遅らせることができる場合があります。本町

では、スマートフォンやパソコンを利用して、認知症初期症状のチェックや、その結果に基づいた相

談窓口の紹介ができる「認知症簡易チェックサイト」を導入しています。

　こんなことはありませんか？　　　　　　　　　　　　

　　□同じ話を無意識のうちに繰り返す　　　　□知っている人の名前が思い出せない

　　□物のしまい場所を忘れる　　　　　　　　□今、しようとしていたことを忘れる

　認知症チェックＵＲＬ　http://fishbowlindex.net/kaiyo/

※ご利用にあたって

　利用料は無料です。ただし、通信料金は自己負担になります。

　個人情報の入力は一切不要です。このシステムの判定は、医学的診断をするも

  のではありません。結果に関わらず、ご心配のある方はお早めにご相談ください。

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

介護保険料を納めましょう！
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大スクリーンD E オンラインレッスン体験

１月２０日･２月２４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

１月２８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)

会　場：海部公民館４階（３教室とも）

参加者：３教室全て無料
＊予約なしでどなたでも参加できます

＊年始の営業について
　トレーニングジムと各教室は１月５日（木）より通常営業となります。

　（身体づくりのためのボクシング教室は１２日（木）、スポンジテニス＆卓球は１３日（金）から開始いたします。）

新年を迎え何か始めたいな～、身体を動かしたいな～という方は

この機会にお気軽にご参加ください♪新春は３教室体験できます！

今年初の
今月の月いちウォーク

◇日時　　１/ １４　第２土曜日　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　　＊どなたでもご参加いただけます。

＊事前のご予約は要りませんので マスク着用 でお越しください。

＊雨天中止

初 フラエクササイズ

徳島県スポーツＤＸ推進事業　共催：ＮＰＯ法人愛あいクラブ　主催：( 一社 ) ＮＩＣＥ

１月２６日・２月９日(木)１４:３0～/60分

ハワイアンダンス（フラ）の基本ステップ、ハンドモーションの
しなやかで優雅な動きをハワイアンミュージックにのせて楽しむ
エクササイズです。靴不要、パンツスタイル、裸足でＯＫです。

【講師】わけべのりこフラスタジオ所属
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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】右足が不自由なため身内がシルバーカーを買ってくれた。舗装され

ていない細い道を押しながら歩いていたところ、シルバーカーごと転倒してし

まった。左大腿骨を骨折し、手術をして人工骨を入れ、1カ月以上の入院となった。

【事例２】シルバーカーを押して歩いていたところ、シルバーカーが横断歩

道の段差でひっかかり転倒し、両ひざに打撲傷を負った。車道側に転倒し

危なかった。

【事例１】入浴後ヘアドライヤーを使っていたら、コード部分から火花が散り、

右腕の内側に軽いやけどを負った。

【事例２】1 年半前に購入したヘアドライヤーを使用したら、火花が散った。火

花でドライヤーが焦げ、カーペットと衣服にも焦げ跡が残った。メーカーに連

絡すると、本体にコードを巻き付けて収納していたことが原因だと言われた。

●　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。

シルバーカー　選び方と使い方

ヘアドライヤーから発火！？　取り扱いに気を付けて

●ヘアドライヤーのコードは、使用や保管の際に、屈曲やねじれが繰り返される

　ことにより損傷し、発煙や発火などの原因となることがあります。

●特に、本体にコードを巻き付けて保管すると、コードに屈曲による負荷がかかっ

　たり、ねじれが蓄積したりして損傷しやすくなります。本体にコードを巻き付

　けて保管しないようにしましょう。

●コードに損傷がみられる、一部だけ熱くなる、使用中にヘアドライヤーが止ま

　るなどの異常に気付いたら、すぐに使用をやめましょう。定期的にコードや本

　体に異常がないか確認することも大切です。

●基本的な使い方は分かっていても、使用の際は取扱説明書をよく読み、注意・

　警告事項を正しく理解しましょう。

●シルバーカー（歩行補助車）は、自立歩行ができる主に高齢の方が移動や買い

　物などに使用するものです。手すり等につかまらなければ歩行できない人や、

　歩行に介助が必要な人などには向きません。

●シルバーカーには荷物の運搬や休息できる座面が付いたものなど、様々なタイ

　プがあります。購入の際は、専門の知識を持つ福祉用具専門相談員、作業療法

　士、理学療法士等に相談したり、実際にキャスターの動きやブレーキの効きも

　試してみて、使用目的や必要な補助の程度に合った商品を選びましょう。

●歩道などで段差を無理に乗り越えようとすると、バランスを崩し転倒する恐れ

　があります。また、ホームと列車の隙間や踏切レールの隙間は危険です。押し

　たまま電車に乗らない、踏切では路線に対して直角に横断するなど、注意して

　ご使用ください。

●危険なのでエスカレーターは絶対に利用しないでください。
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【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　   ☎ 0884-73-4156

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

町営バス【浅川巡回線】ご利用の皆様へ

令和４年度 地籍調査（現地調査）完了のお知らせ

　町営バス【浅川巡回線】はバス停利用者減少に伴い、令和５年２月１日(水 )より「竹ノ内」までの運行

となります。「竹ノ内」～「大山」間は、利用日の前日１７時までに下記連絡先へ電話予約していただくと利

用できます。それ以外のバス停のご利用は従来どおりの定時運行です。（予約の必要はありません）

※路線図抜粋

　９月から実施しておりました「令和４年度現地調査」につきましては、１２月中旬に完了いたしました。

調査に立ち会ってくださいました皆さまには、特段のご理解とご協力をいただきありがとうございました。

●今後の地籍調査のながれ

１）土地の測量（現地測量）

　現地調査で皆様に確認していただいた土地は ､3 月頃まで現地測量を行います。

測量に際して、皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

　また、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、併せてご了承ください。

２）地籍図 ･ 地籍簿の作成および成果の閲覧

　測量結果をもとに面積を計算し、正確な地図（地籍図）及び地籍簿を作成します。

　作成された地籍図と地籍簿は、令和５年度に土地所有者の方々に閲覧のうえ ､

ご確認いただきます。

　もし、結果に誤り等があった場合には、閲覧期間中に訂正を申し出てください。

ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

※閲覧期間はおよそ２０日間です。期間や場所等、詳細は別途通知いたします。

３）法務局へ送付・登記簿及び地図の更新

　地籍調査の成果（地籍図と地籍簿）は、その写しが法務局に送られます。

法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまであった地図の代わり

に地籍図が法務局備え付けの正式な地図として活用されていきます。

　　　　　あなたの土地を再確認★子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！

・バスの路線や時刻表に変更はありません。

【連絡先】海南観光タクシー㈲  ☎ 0884-73-0333
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山 本  千 枝
やま  もと 　  ち　  え

（旧浅川出身）

　「ただいま！」。２年ぶりの浅川は、変わらず静かで優しく私たちを迎えてくれました。

　今回は、文化祭の作品を持参する目的もあり、会場巡りも楽しみでした。当日は、宍喰、海部、

海南と見学させていただきましたが、各々の会場に一歩入った第一声は、「ウワォーすごい！」。

　ふるさと会の会員さんはもちろん、皆様の力作に見とれてしまいました。趣味の枠を超えた作

品ばかりで「いくらですか？と聞かれて困ってしまいます。」とは、会場の担当者の言葉です。

　生徒さん達の絵画、書、アート等「無心」の心が伝わります。また、つまみ細工の華やかな飾

りが部屋中揺らぎ、何とも言えない幸せを感じました。ゆっくり時間をかけて見ることができ、

改めて職員さんの心配り、どんなに大変だったろうと感謝しつつ、海陽町の取り組みと町民の反

映がしっかり伝わり、心が熱くなった一日でした。

　海南文化村の名物ソーメンにも出会い、今や大人気のＤＭＶの初乗車も体験しました。「やっ

ぱり半々バスや！」と心はウキウキ。「モードチェンジ」の音声と同時に始まる太鼓、アッとい

う間に「フィニッシュ！！」。車内は笑い声で大盛り上がりでした。ガッタンゴットンの心地よ

い揺れに顔がほころび何ともホッコリしたいい気分・・・。

　「このまま大阪まで乗せてってぇ～！！」

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　過日、お申し越し頂き、久しぶりに文章らしきものを書いたのですが、加齢とともに失ったは

ずの羞恥心が、少し残っていたと自覚してうれしかったです。

　三町合併して、１万人をクリアした人口が８千台になっていると聞き、「しぼむ一方かぁ、あ

かんなぁ」と落ち込んだ心が、「文化祭」と聞いてホッとするものがありました。

　定期的に文化祭が開催され、我も我もと出品が多くなり、展示作品を悩むほどになればいいの

になぁと願っています。

山 本  嗣 郎
やま  もと 　  し　 ろう

（旧浅川出身）

「故郷の文化祭」

よしこの節の音楽に合わせて、

ふるさと海陽町や浅川の想いを作詞して、

作品出展していただきました。

山本様ご夫妻が出展してくださった『よしこの節の作詞』
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デュアルスクールが
グッドデザイン金賞を受賞しました！

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4156

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していくための活動で、製品、建築、ソフトウェア、　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なものごとに贈られ、かたちのある無しにかかわらず、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とをデザインととらえ、その質を評価・顕彰されます。

　さらに、複雑化する社会において、課題の解決や新たなテーマの発見にデザインが必要とされ、期待が高まっ

ています。

デュアルスクール設立のきっかけ
　代表の吉田さんが経営するＩＴ企業の徳島県へのサテライトオフィス設立を機に始めた東京と徳島の二地

域居住の良さを、子どもや家族にも体験させたいと願ったものの、原則として住民票のある地域に就学する

という現行の教育制度下では困難でした。そこで、徳島県知事や教育委員会に政策提言をし、地方創生にも

寄与する多地域生活時代の教育制度「デュアルスクール」がスタートしました。デュアルスクール生には、

教科書の違いや、学習進度の差を埋めるための補助教員を配置するなど、スムーズな期間転校を支援してい

ます。実施事例も増え、コロナ禍を経た今、体験希望者からもメディアからも注目を集める制度に育ってい

ます。

株式会社あわえより海陽町の皆さまへのご挨拶
　２０１７年から海陽町でも実施している、多地域就学制度「デュアルスクール」が、２０２２年度グッド

デザイン賞において、グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）を受賞しました。都市部から来たご家族を、

海陽町の皆さまが快く受け入れてくださったおかげで、海南小学校でのデュアルスクールの様子が、全国放

送「真相報道 バンキシャ！」にも取り上げられました。

　デュアルスクールの制度を利用したご家族からは「豊かな自然の中でのびのびと過ごし、子どもたちとの

交流を通して普段の生活に笑顔が増えた。海陽町でデュアルスクールができて良かった。」との嬉しいお言葉

もいただいております。

　受け入れ側の海陽町の子どもたちにとっても、刺激のある経験になったようでした。

　海陽町の皆さまには引き続き、地域を越えた子どもたちの交流を見守っていただければ幸いです。

海陽町立　海南小学校 　　　　川の学習

グッドデザイン賞

　　　　とは？

海陽町では、宍喰小学校・海南小学校で実施されました。
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第 58 回 徳島県国際教育振興弁論大会

令和 4 年度 全国高等学校バスケットボール選手権大会徳島県予選会

第 42 回 近畿高等学校総合文化祭　２部門で奨励賞を受賞！
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第 41 回 徳島県高等学校総合文化祭へ参加しました！
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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：１６９，９００円～２３６，０００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

※短時間就労も可能です。勤務時間については、ご相談ください。

　１２月７日（水）～８日（木）の２日間、宍喰中学校の生徒さん２名が職場体験学習で当院を訪問されました。

職場体験では、院内施設・設備の見学をはじめ、各部署のスタッフから業務内容の説明を受けたり、さまざ

まな職種の模擬的な仕事を体験していただきました。

　職場体験は、生徒が直接働く人と接し、実際の知識や技術・技能に触れることを通して、主体的に進路を

選択決定する意志や意欲など培うことのできる教育活動として、重要な意味を持っています。

　また、地域での仕事やそこで働くことの素晴らしさや大切さを発見する場でもあり、地元に対する愛着や

誇りを持つことにつながります。

　２日間という短い期間でしたが、当院で明るい笑顔と元気な声を絶やさずに最後まで体験された事が、今

後の進路に少しでも活かされる事を願っています。

　当院では、地域に根ざした病院を目指すべく、地域医療を担う次世代の人材育成を意識した取り組みにも

努めてまいります。

　★スタッフ一同で医師募集のための動画を制作しています。

　　是非、ご覧ください。　https://youtu.be/zdiE8RLN3VY

宍喰中学校の職場体験学習を受け入れました
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WAKAISHI   CAFE
第５０回　つきたてのおもちを食べよう

■日 時：１月２６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：５００円

■対象者：年齢制限なし

　　　　　※予約不要、当日参加ＯＫ！　※駐車場あり

　※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５０回は新年のつきたてのお餅を食べます。餅は白餅、芋餅の

２種類を餅つき機でつきます♪あんこやきなこ、バター醤油など、お好みの調味料をつけていただきま

しょう！是非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】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

1 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

１０日(火) １３：００～１６：００

１３日(金) １３：００～１６：００

１７日(火) １３：００～１７：００

２１日(土) １３：００～１５：００

２４日(火) １３：００～１６：００

２７日(金) １３：００～１６：００

３１日(火) １３：００～１７：００

【要予約】
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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
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