FEB 2014

２
№ 462

平成 26 年（2014 年）２月１日発行

2014 年

ホームページ

http://www.town.misaki.osaka.jp/

岬町成人祭

今月の主なページ
”いきいきパークみさき” オープンイベント！！…２
こんにちは岬町議会です……………………………４

２月のカレンダー……………………………………６
まちのできごと………………………………………８
消防ダイヤル 119……………………………………10

「泉州南部初期急病センター」
に休日診療所が移転します…10
健 康 ス ケ ジ ュ ー ル …………………………………11
徘徊高齢者等 SOS ネットワークのご案内………12
平成 26 年度学童保育入室申込のご案内…………20

表紙の写真：
「2014 年

岬町成人祭」

１月 12 日（日）
、岬中学校において、「2014 年
岬町成人祭」が行われました。
満面の笑顔で同級生と近況を話す新成人でいっぱ
いの会場では、肩を組んで再会を喜ぶ姿も。
これから先、みなさんは失敗したり、悩んだり、後悔
したりして過去の自分を振り返ることがあると思います。
確かに、過去の自分を振り返ることは大切です。しか
し、
「今まで」を振り返るだけではなく「これから」ど
うするかを考えることも忘れないでください。
「自分は
どうしたいのか」
、
「どうすればよいのか」を自分自身に
問いかけて、慌てずにゆっくりと結論を出してください。
新成人の大いなる飛躍を願っています！ファイト！

“いきいきパークみさき”
オープンイベント！！

▼日時

３月１日（土） 11 時～ 15 時
（雨天決行・荒天中止）

▼場所

いきいきパークみさき
（多奈川地区多目的公園内）

関西国際空港二期事業土砂採取跡地（多奈川東畑）に整備を進めてきた多奈川地区多目的公園が完成し、
多目的公園内の広場・緑地を“いきいきパークみさき”として３月 1 日にオープンします。
いきいきパークみさきのオープンを記念してイベントを開催しますので、ぜひ会場に遊びに来てください !!
※イベントの詳細は岬町ホームページ、後日の新聞折込をご覧ください。
※イベントの内容は、都合により変更することがあります。

◆事前申込イベント
■シャープ環境教室
太陽の光で電気をつくる太陽電池ってなに？
クイズや実験をとおしてシャープがわかり
やすく説明してくれます !!
▼開催時間：第１回
第２回

11 時 15 分～正午
13 時～ 13 時 45 分

▼募集対象：小学生高学年
（参加費無料、参加記念品あり）
▼募集人数：各回 20 名

■青木松風庵親子お菓子づくり教室
青木松風庵の最新工場でお菓子づくりを楽
しもう !!
▼開催時間：第１回

11 時～ 12 時 30 分

第２回

13 時～ 14 時 30 分

▼募集対象：町内在住の小・中学生親子
（参加費無料）
▼募集人数：各回 10 組（１組３名以内）

■セレッソ大阪サッカー教室
Ｊ１セレッソ大阪のスタッフによるサッカー教室を開催します。
サッカー大好きな子どもたち集まれ !!
▼開催時間：12 時 30 分～ 14 時 30 分
▼募集対象：小学生（参加費無料）
▼募集人数：150 名

▼参加申込み方法
次の方法でお申込み下さい。応募多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。
〇申込み方法

電子メール、ＦＡＸ、往復はがきにて、教室名（希望回）
、住所、参加される方全

員の氏名、お子様の学年、電話番号を明記して下さい。ＦＡＸで申込みの場合はＦＡＸ番号も記載
して下さい。（電話での申込みはできません。
）
〇申込み先
電子メール：yuuchi@town.osaka-misaki.lg.jp
ＦＡＸ：492 － 5814

岬町まちづくり戦略室あて

往復はがき：〒 599 － 0392（住所不要） 岬町まちづくり戦略室あて
〇申込み期限

２月 12 日（水）
（必着）

※応募いただいた個人情報はイベント申込みのみに使用し、その他には使用しません。また、応募
書類は適切に処分させていただきます。
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◆当日参加イベント（事前申込不要）
■青木松風庵岬工場見学会

■ノルディックウォーク体験教室

みなさんが大好きな みるく饅頭“月化粧”

甲子園球場が 32 個入る多目的公園の広さ

はどのようにつくられて

を「ノルディックウォーク」で体感してみま

いるのでしょう？

せんか？

青木松風庵岬工場を

体力に応じたコースを歩いてみよう !!

見学させていただきます。

▼開催時間：13 時～ 15 時

■いきいきパーク縁日広場
■カンクンふわふわバルーン

わたがしやヨーヨー釣りなどなど、いろん

関西国際空港のマスコットキャラクター

なお店を縁日気分でお楽しみください。
泉州地域のゆるきゃら大集合、地元の団体

「カンクン」のふわふわバルーンがやってき
ます。
「カンクン」も遊びにやってくるよ !!

によるステージイベントもあります!!

泉州南広域消防本部消防フェアーがいき

場お待ちしています !
!
ご来

いきパークみさきで同時開催されます。
消 防 フ ェ ア ー で は、 泉 佐 野 消 防 署 の
50m はしご車や地震の揺れが体験できる
起震車の搭乗体験、煙体験、放水体験、子

泉州南広域消防本部消防フェアー

ども防火衣の写真撮影コーナーなどの催し
が行われます。

▼問合せ

まちづくり戦略室

企業誘致担当

☎ 492 ‐ 2730

◆多奈川地区多目的公園整備の歩み
多奈川地区多目的公園は、関西国際空港二期事業の埋め立て
用土砂を供給した跡地に整備された住民のみなさんにご利用い
ただく公園・緑地ゾーンと民間事業者が進出する事業活動ゾー

平成 13 年２月

ンが一体となった多機能型の公園です。
平成 ８年 ９月

多奈川東畑地区が土砂採取地として決定

平成 11 年 ９月

土砂採取工事開始

平成 13 年 ３月

土砂採取開始

平成 17 年 ５月

土砂採取完了（搬出土量累計約 7000 万㎥）

平成 18 年 ８月

多目的公園整備工事に着手

平成 19 年10 月

とっとパーク小島オープン（土砂搬出桟橋を活用）

平成 25 年 ３月

シャープ多奈川太陽光発電所操業開始

９月
平成 26 年 ２月
３月
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平成 17 年２月

ユーラスエナジー岬太陽光発電所操業開始
青木松風庵岬工場操業開始（予定）
いきいきパークみさき（多目的公園）オープン
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平成 25 年 10 月

こんにちは
岬町議会です
12 月定例会だより
会期

12 月３日〜 20 日

◆ 12 月の議会議決結果
12 月３日から 12 月 20 日までの日程で開催し、初日には、５名の議員が
一般質問を行いました。
２日目には、次の 10 件の議事案件が町長から提案され、そのうち専決処
分案件が、即日承認されました。その他９件については、３常任委員会（事
業・厚生・総務文教委員会）に付託されました。
最終日には、各常任委員会で慎重審議された案件について採択され、全て
可決されました。

◆議決結果
議事案件
専決処分案件

件数

○特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

１

○岬町一般会計補正予算（第３次）

○岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）
平 成 25 年 度 補 正 予
○岬町下水道事業特別会計補正予算（第１次）
算案件
○岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２次）

５

○岬町水道事業会計補正予算（第１次）

○阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議

協議の件

○阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に関する協議

２

条例を制定する案件 ○いきいきパークみさき条例を制定する件

１

条例を一部改正する
○非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する件
案件

１

◆一般質問
質問者氏名
奥野

竹原

鍛治

学

質問事項
まちづくり戦略

質問の要旨
▼定住人口の歯止め策、増加策について
▼交流人口の増加策について
▼まちづくりＰＲ策について

伸晃 災害に対する準備について

▼大阪府の地域防災計画見通しを受けて、岬町の対
応はどうか
▼自治区の自主防災組織について、先進事例を取り
入れる方法はないか
▼災害の種類とそれに対応する資機材について
▼泉州南広域消防のメリットがいかされているか
どうか。また、新しい消防署配置の計画は進んで
いるのか

長松海岸松林の管理

▼各種ボランティアで長松海岸の美化と松林の植林
等しているが、殺虫剤作業がないため枯れている

岬町空家バンク制度創設

▼町内外からの居住希望者との間を取り持つ「空家
バンク制度」を始めては

仮称道の駅「みさき」

▼その後の進捗状況
○収支計画
○管理業者
○目玉商品の掘り出し
○施設規模等

末雄

平成 26（2014）年２月号
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▼男女共同参画社会の更なる推進について
▼女性職員研修について
▼女性議会の開催について
▼認知症対策について
▼日々の不安をとりのぞき、安心して暮せるまちづ
くりについて

男女共同参画社会
川端

啓子
高齢者支援

子ども医療費助成の拡充について

中原

▼現在、入院については中学校卒業まで対象が拡大
され、子育て世帯への支援となっているが、通院に
おいても中学校卒業までのこども医療費助成の実現
が求められている。町長は、子ども医療費助成の段
階的な拡充を選挙公約として掲げたが、実施の具体
的な計画を問う。

▼政府が計画している「プログラム法案」では、
「要
支援」向けの介護保険サービスのうち、訪問・通
所介護を介護保険から外して市町村事業に移行し
ようとしているが、そうなれば必要な支援が受け
られない事態が発生するのではないか。
○岬町における要介護認定者数、要支援１・２の
認定者数、認定者全体の中で要支援者が占める割
晶
合を確認する。
○現在の介護保険「要支援」向けサービスにはど
のようなものがあり、政府が市町村事業に移行さ
介護保険「要支援」向けサービスの切
せようとしている訪問・通所介護とはどのような
り捨てについて
サービス内容か。また、要支援１・２の認定者の
うち、訪問・通所介護サービスを利用している人
数と割合はどの程度か。
○「要支援」と「要介護」の認定によって、受け
られるサービスに大きな差が発生する懸念がある
が、判定結果の違いはどこにあるのか。
○「要支援」向け訪問・通所サービスが市町村事
業に移行された場合、必要なサービスが受けられ
なくなる事態が懸念されるが、町としてはどのよ
うに考えているのか。

※一般質問とは…町長などの執行機関に対して、行政全般にわたり、事務の執行状況や将来に対する方針
など諸問題について議員が質問することをいいます。

12 月の議会の主な活動
２日
３日
４日
６日
７日
８日
10 日
11 日
13 日

民生委員児童委員委嘱状伝達式
定例会（１日目）
定例会（２日目）
事業委員会
深日小まつり（深日小学校）
ふれ愛もちつき大会（多奈川小学校）
人権週間記念講演
みさきファミリーマラソン大会
厚生委員会
ふれあい餅つき交流会（深日会館）
総務文教委員会
行財政改革委員会

次回の定例会の予定
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17 日
18 日
19 日
20 日

25 日
27 日

泉州南消防組合行政視察
例月監査
深日港活性化特別委員会要望活動
民生委員退任式
第２回大阪府都市計画審議会
議会運営委員会
全員協議会
定例会（３日目）
議会運営委員会
全員協議会
大阪府市町村振興協会理事会
年末夜警（～ 30 日）出陣式

３月４日（火）〜 27 日（木）※日程は都合により変更することがあります。

淡輪公民館休館日
アップル館休館日
ピアッツァ５休館日
生涯学習課
（青少年センター・
文化センター）休館日
歴 岬の歴史館休館日
淡
ア
ピ
生

２月のカレンダー
※くわしい内容は掲載ページをご覧ください。
※（

26

日

27

月

28

２

３

４

ア

アピ生歴

淡歴

９

10

11

アピ生歴

淡ア生歴

17

18

ア

アピ生歴

淡歴

みさき野鳥の会
（７）
泉州国際市民マ
ラソン（20）

童謡をうたう会、
ノルディックウ
ォーク（７）

火

24

アピ生歴

29

水

建国記念の日

31

金

１

土

豆まき遊び（８）

６

７

８

12

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

１

おとこの健康道
場（９月号）
元気１番！健康
スイッチ教室
（１月号）

法律相談、福祉な 各種がん検診
（11）消費者相談（19）くらたんワイワ
んでも相談（19）
絵本の学校（８）イ祭り（７）
ほのぼのクラブ
元気１番！健康
（９）
スイッチ教室
（１月号）
淡

行政相談、相続・ 福祉なんでも相
遺言相談、人権 談（19）
相談（19）
幼児教室（８）
親子で楽しむ
“ わらべうた ”（８）

25

30

木

５

人権相談、福祉な 確定申告事前相
んでも相談（19） 談会（１月号）
確定申告事前相
談会（１月号）

16

23

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

心の健康相談
（19）法律相談、障が
い者出張相談、
福祉なんでも相
談（19）
園庭遊び（８）
ほのぼのクラブ
（９）
淡ア歴

障がい者相談
（19）岬自然散策会
（７）
発達クリニック ミニシアター人
（11）形劇（８）
おとこの健康道
場（９月号）

元気１番！健康 いきいきパーク
スイッチ教室
みさきオープン
（１月号）イベント（２）
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イベント・催し情報

▼集合場所・時間
○岬町役場
午前９時
○みさき公園前
午前９時 分
○淡輪駅
午前９時 分
▼コース︵少し坂あり︶
別所下池〜給水タンク〜
枡形山城跡〜展望地〜男鹿
谷〜明治池〜医王寺跡
※歩行時間約２時間︵約
㎞︶の行程です︒
円︵バス代︶
▼参加費
※一般参加者は別途保険代
円が必要です︒
▼ 服 装 長 袖︑ 長 ズ ボ ン︑
帽子︑手袋
▼持ち物 弁当︑水筒︑ス
トック︑その他
▼申込み ２月 日 まで
▼申込先
尾和 ☎ ︲１３０５
高木 ☎ ︲３３０７
※次回は３月 日 に海南
のかめ池コースを予定して
います︒

童謡をうたう会

300

▼とき ２月 日
午後２時〜
▼ところ
ピアッツァ５ ロビー
▼指導 辻井 敏子先生
▼費用 ５００円

5.5

▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ︲４６３３

ノルディックウォーク

〜大阪府最南端の岬町か
ら大海原の眺めを楽しむ〜
▼日程 ２月 日
▼集合場所 マリンロッジ
海風館ロビー
時〜
▼受付開始
▼参加費 １０００円
※お弁当はご持参ください
▼申込方法 要事前予約
▼行程 マリンロッジロビ
ー〜飯盛山登山口〜船守神
社周辺〜深日湾〜長松海岸
〜海風館〜
※コースは約７ です︒
▼定員 名
▼申込に関する問合せ
○マリンロッジ海風館
大阪府泉南郡岬町淡輪
６１９０
☎ ︲３８００
▼内容に関する問合せ
○大阪府立青少年海洋セン
ター事業企画課
☎ ︲１８１１

（日）

３月 日までの日程は
カレンダー︵ ページ︶
に掲載しています︒

▼とき ２月 日
※小雨決行︒
※雨天の場合は孝子小学校
にて室内例会を行います︒
▼集合場所 孝子駅
▼集合時間 午前 時 分
※時間厳守
▼講師
日本野鳥の会大阪研究部
中村 進 先生
▼持ち物
弁当︑手袋︑暖かい服装︑
筆記用具︑雨具︑双眼鏡︵お
持ちの方︶
▼参加費
○会員 １００円
○一般 ２００円
︵保険料含む︶
※当日会員の受付もします︒
▼年会費
○本会員
１０００円
○家族会員 １５００円
○準会員
５００円
▼主催 みさき野鳥の会
▼後援 岬町文化協会
▼問合せ 中谷
☎ ︲１６６２

岬自然散策会

20 10

（土）

492

23

２月のイベ ン ト

50

500

11

km

くらたんワイワイ祭り
▼とき ２月 日
９時〜
▼ところ 大阪府立青少年
海洋センター
▼対象 一般・家族
▼定員 各プログラム 名
▼ 内 容 ク ル ー ザ ー 体 験︑
ウォークラリー︑クラフト︑
たき火体験︑ステージ・屋
台等のミニイベントも予定
▼参加費
各プログラム 円〜 円
※ウォークラリー︑クルーザ
ーは事前申込みが必要です︒
▼申込・問合せ
泉南郡岬町淡輪６１９０大
阪府立青少年海洋センター
﹁くらたんワイワイ祭り﹂係
☎ ︲１８１１
︲１７３５

第 回
みさき野鳥の会

492

30

〜枡形山城跡から
明治池へ〜
︵難易度 ★★︶
▼とき ２月 日

200

492492

６

（土）

〜冬鳥を求めて〜
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（日）

15

100
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（土）

22

23

16

22

１

FAX
494
494

１０２

「第 61 回中学生人権作文コンテスト」において
岬中学校生徒が表彰されました
この度、「第 61 回中学生人権作文コンテスト」に、岬中学校より 53 名の応募があり、その中から

同中学校２年生 増田 海斗さん、３年生 岡島 穂乃里さん・早川

葵さんの３名が岸和田人権擁護委

員協議会々長賞を受賞されました。また、岸和田人権擁護委員協議会優秀賞として、同中学校３年生

多田 未来さんが受賞され、受賞者の方々に賞状及び記念品が授与され、応募いただいた皆さんに参
加賞が進呈されました。

▼人権推進課

受彰おめでとうございます
11 月 13 日、泉佐野税務署で、古橋康裕さんに公益社団法人泉佐野納税協会長から感謝状が受贈

されました。古橋さんは青色申告と振替納税の普及拡大に努められ、申告納税制度の推進と納税道
義の高揚に寄与されるとともに、青色申告部会の発展に貢献されました。

▼税務課

ご寄附ありがとうございました
尾崎スイミングスクールより、11 月 23 日（土）に行われた「第 32 回
チャリティフェスティバル」の収益金の中からフォトプリンタ他をこぐま
園にご寄附いただきました。子どもたちの療育に大切に使わせていただき
ます。ありがとうございました。

地域の子育て応援します！
▼問合せ

深日保育所

☎４９２－４９５５
◆幼児教室（おひなさま製作）
▼とき

２月 19 日（水）

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
※警報発令時中止

▼ところ
▼持ち物

子育て支援センター

▼対象

着替え・お茶・タオル

１歳児～就学前児

◆園庭遊び・子育て相談・身体計測
▼とき

２月 26 日（水）

午前 10 時～ 11 時
※雨天中止

▼ところ 淡輪・深日・多奈川各保育所

▼持ち物 着替え・帽子・お茶・タオル

▼子育て支援課

アップル館からお知らせ
節分の日には豆まきをして「鬼（邪気）
」をはらいます。
今月は鬼の出てくる絵本を展示しています。
■豆まき遊び
（張り子の鬼の口にお手玉を投げて遊びます）
工作・折り紙で豆を入れる箱づくり
▼とき ２月１日（土）午後３時～４時
■親子で楽しむ“わらべうた”
▼とき ２月 18 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分
▼対象 乳幼児（０～１才）
■ミニシアター人形劇（出演：よんこく堂）
▼とき ２月 22 日（土）午後２時～３時
■「絵本の学校」
（第６回） ※見学できます。
▼とき ２月 14 日（金）午前 10 時～正午 ※保育あり
▼テーマ 「自立」
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050
http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
※休館日については、６ページに掲載している２月のカ
レンダーの「 ア 」マークをご確認ください。
平成 26（2014）年２月号
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第 29 回 みさきファミリーマラソン大会結果
○小学１年生（男子）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 阪井 清正
10 分 09 秒
２ 大山 祐
10 分 50 秒
３ 瀬川 結喜
11 分 03 秒

○小学１年生（女子）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 山本 彩華
11 分 17 秒
２ 山本 菜華
12 分 00 秒

○小学２年生（男子）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 上村 浩太
9 分 00 秒
２ 多田羅 浩大 9 分 04 秒
３ 末原 聖士
9 分 07 秒

○小学２年生（女子）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 向井 友希
10 分 11 秒
２ 佐川 夏芽
11 分 33 秒
３ 駿河 菜和
11 分 57 秒

○小学３年生（男子）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 溝口 陽介
8 分 57 秒
２ 岩崎 剛
8 分 58 秒
３ 四方 健斗
9 分 05 秒

○小学３年生（女子）2000 ｍ
順位
氏 名
タイム
１ 木村 葵
9 分 57 秒
２ 田中 沙季
10 分 22 秒
３ 柚岡 由樹
10 分 26 秒

○小学４年生（男子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 西村 和起
12 分 41 秒
２ 山本 海翔
12 分 57 秒
３ 菊井 真碧
13 分 07 秒

○小学４年生（女子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 向井 友里
13 分 35 秒
２ 藤沼 桃花
14 分 36 秒
３ 廣田 憩
15 分 10 秒

○小学５年生（男子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 中森 仁人
13 分 22 秒
２ 田中 虹輝
13 分 25 秒
３ 鹿野 流星
13 分 46 秒

○小学５年生（女子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 飯島 有希
14 分 00 秒
２ 駿河 菜智
15 分 01 秒
３ 三木 玲奈
15 分 02 秒

○小学６年生（男子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 日下 雄登
12 分 02 秒
２ 山原 千夢
12 分 29 秒
３ 辻野 綜一朗 12 分 50 秒

○小学６年生（女子）3000m
順位
氏 名
タイム
１ 宮本 柚花
13 分 57 秒
２ 清田 愛瑠
14 分 09 秒
３ 西谷 美里
14 分 43 秒

○中・高・大・一般（男子）5000m
順位
氏 名
タイム
１ 金丸 勉
17 分 11 秒
２ 藤田 孝弘
17 分 47 秒
３ 柑本 圭彦
18 分 12 秒

○中・高・大・一般（女子）5000m
順位
氏 名
タイム
１ 四方 真美
24 分 31 秒
２ 矢口 絵里加 28 分 40 秒

○高・大・一般（男子）10000m
順位
氏 名
タイム
１ 佐々木 薫
35 分 14 秒
２ 的羽 秀和
35 分 32 秒
３ 臼井 利明
35 分 59 秒

○高・大・一般（女子）10000m
順位
氏 名
タイム
１ 小川 千恵子 42 分 44 秒
２ 小林 友紀
46 分 06 秒
３ 西川 栄子
46 分 16 秒

○ファミリー（父親）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 上田 陽斗・宙史 ９分 18 秒
２ 磯打 航・匡将 ９分 30 秒
３ 西村 龍叶・友晶 ９分 34 秒

○ファミリー（母親）2000m
順位
氏 名
タイム
１ 辻口 七海 ・智子 10 分 42 秒
２ 黒﨑 蒼空 ・明代 11 分 12 秒
３ 上原 慶治郎・ちひろ 11 分 22 秒
▼生涯学習課

ほのぼのクラブ～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

望海坂第一集会所

▼育児相談

▼問合せ

保健センター

２月 12 日（水） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
２月 26 日（水） 午前 10 時 30 分～正午
▼参加費
４月以降平成 26 年の３月までの間に１家族につき
１回のみ 300 円をご負担ください。以降は無料です。
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☎ 492 ‐ 2424
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ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置事業者様へお願い

ダイヤル

１
119
１
9

～適切に AED を管理してください～
AED は止まりかけた心臓に電気ショックを与えて正常な状態に戻す応

急手当用の医療機器です。誰でも簡単に使用できますが、適切に管理をし
なければ、いざという時に作動せず、救命措置ができなくなる可能性があ

岬消防署

ります。以下のことを心がけてください。
■ AED は日常的に点検してください

いつでも使用できるように、AED 本体のインジケーター（AED が正常かどうかを表す表示窓）や電

極パッド、バッテリー等の消耗品の有効期限等を日常的に点検してください。
■ AED 点検担当者を決めましょう

AED の日常点検やバッテリーの定期的な交換を確実に行うために、点検担当者を決めましょう。
■ AED 情報登録について
※大阪府 AED マップ
AED の設置場所の公表に同意していただける場合
http://osakaaed.jp/
は、右記のホームページ（※）上で公開させていただ
※泉州南広域消防本部ホームページ
きます。これにより、地域の住民や救命講習を受講さ
http://www.senshu-minami119.jp/）
れた方が AED の設置場所を把握し、必要な時に迅速
▼問合せ 泉州南広域消防本部 警備課
に使用できるようになります。なお、登録はホームペ
☎ 469 ‐ 0119
FAX 460 ‐ 2119
ージ上で行います。

４月から「泉州南部初期急病センター」に
休日診療所が移転します！
泉佐野・熊取・田尻休日診療所が「泉州南部初期急病センター」に名称を変え、泉佐野市りんく
う往来北に移転し、診療は４月５日（土）から開始します。
今回の移転により、これまでの課題であった駐車スペース（約 60 台駐車可）とインフルエンザ
等の感染症対策ができる診察室や待合室（２ヶ所）が設けられました。
なお、診療日、診療時間（受付時間）
、診療科目などは下記のとおりで現在の休日診療から変更
はありません。また、３月 30 日（日）までは、従来どおり泉佐野・熊取・田尻休日診療所（泉佐
野市湊 1 ‐ 1 ‐ 30）で開所しています。
▼移転先 泉佐野市りんくう往来北１番地の 825
▼アクセス りんくうタウン駅より徒歩３分
▼診療日 土・日曜日・祝日・年末年始（12 月 30 日～１月３日）
▼診療時間
○土曜日
午後６時～９時（受付時間 午後５時 30 分～８時 30 分）
○日曜日・祝日・年末年始（12 月 30 日～１月３日）
午前 10 時～正午（受付時間 午前９時 30 分～ 11 時 30 分）
午後１時～５時（受付時間 午後０時 30 分～４時 30 分）
※日曜日、祝日、年末年始は、午前の診察状況
により午後の診察開始が遅れる場合があります。
▼診療科目 内科・小児科
▼問合せ 保健センター ☎ 492 － 2424
平成 26（2014）年２月号
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対象・定員等

日時・受付
その他
○１回目 ３月５日（水）
▼これからお母さんになら
○２回目 ３月 13 日（木） れる方々が、交流を深めて
○３回目 ３月 16 日（日） 楽しい子育てができる良い
たまごクラブ
３月 26 日（水） 機会になります。パパ・マ
（両親教室・要予約）妊婦とその家族（要予約） ○４回目
午後１時～３時
マ参加しませんか？
※２・３回目は午前10 時～正午 ※予約制です。保健センタ
※２回目のみ子育て支援セン ーまでお電話ください。
ター
▼肝炎ウイルス検査・大腸
乳幼児（小児科医師の相
２月 21 日（金）
発達クリニック
がん検診以外は予約が必要
談があります。
）
午後１時 30 分～
（要予約）
です。
●特定健診
国保加入者で 40 歳～ 74
▼各種がん検診については
歳の方、または満 40 歳以上
有料ですが、生活保護世帯、
の生活保護世帯の方
特定健診
もしくは 70 歳以上の方は
無料になります。詳しくは
国保若年特別健診 ●国保若年特別健診
S49 ４.１以降に生まれた方 ３月 10 日（月）
お問い合わせください。
後期高齢者健診 で満
15 歳以上の国保加入者 午前９時 30 分～ 11 時 30 分
結核肺がん検診 ●後期高齢者健診
▼「保健師健康相談」、「心
肝炎ウイルス検査 後期高齢者医療の対象者
の健康相談」は「各種相談」
●結核肺がん検診
の ペ ー ジ（19 Ｐ） に 掲 載
満 40 歳以上
しています。
●肝炎ウイルス検査
満 40 歳以上（初回に限る）
▼毎月 10 日までの健康ス
２月 13 日（木）
ケジュールは前月号に掲載
午前９時
30
分～午後２時
30
分
しています。くわしくは「平
満 40 歳以上
大腸がん検診
３月 10 日（月）
成 25 年度健康づくり日程
午前９時 30 分～ 11 時 30 分 表」でお知らせしています
ので、1 年間大切に保管し
２月 13 日（木）
満 40 歳以上（２年に１回） 午前９時 30 分～ 11 時 30 分 て健康づくりにお役立てく
乳がん検診
ださい。
午後１時～２時 30 分
２月 13 日（木）
満 20 歳以上
子宮がん検診
午後１時 30 分～２時 30 分

乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診無料クーポン検診対象者の方へ
乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診の無料クーポン券の有効期限は平成 26 年３月末までとなって
います。まだ受診されていない方は早めに検診を受けましましょう。
▼乳がん・大腸がん検診無料クーポン券対象者（乳がん検診は女性のみ）
年齢
生年月日
40 歳
昭和 47（1972）年４月２日～昭和 48 年（1973）年４月１日
45 歳
昭和 42（1967）年４月２日～昭和 43 年（1968）年４月１日
50 歳
昭和 37（1962）年４月２日～昭和 38 年（1963）年４月１日
55 歳
昭和 32（1957）年４月２日～昭和 33 年（1958）年４月１日
60 歳
昭和 27（1952）年４月２日～昭和 28 年（1953）年４月１日
▼子宮頸がん検診無料クーポン券対象者（女性のみ）
年齢
生年月日
20 歳
平成４（1992）年４月２日～平成５年（1993）年４月１日
25 歳
昭和 62（1987）年４月２日～昭和 63 年（1988）年４月１日
30 歳
昭和 57（1982）年４月２日～昭和 58 年（1983）年４月１日
35 歳
昭和 52（1977）年４月２日～昭和 53 年（1978）年４月１日
40 歳
昭和 47（1972）年４月２日～昭和 48 年（1973）年４月１日
▼問合せ
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保健センター

☎ 492 － 2424

はいかい

徘徊高齢者等 SOS ネットワークのご案内
認知症は誰にも起こりうる脳の病気によるもので、85 歳以上の４人に１人に症状があるといわれてい
はいかい

ます。その症状の１つに徘徊があり、外出したまま戻れなくなり行方不明となる事案も発生しています。

そのため、行方不明者を早期に発見できるよう、地域の支え合いによる SOS ネットワークを構築します。
はいかい

認知症以外の多動等の行動障害による徘徊でも、行方不明となった人の家族等が支援を要請した場合、

協力機関に行方不明者の情報を伝達することで多くの人の目による捜索ができるようになります。
はいかい

また、徘徊による行方不明になる可能性がある人については事前に登録しておくことをお勧めします。

事前登録することにより、もし行方不明となった場合でも円滑に捜索活動ができます。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
はいかい

■徘徊高齢者等 SOS ネットワーク協力機関登録のご協力について
はいかい

徘徊は時間の経過とともに本人の捜索範囲が広がり、家族や知人だけでは捜索に限度があります。そこ
はいかい

で、認知症徘徊高齢者等が行方不明になった場合、高齢者等と関わりのある地域の様々な業種の事業者の
方々に日常業務において可能な範囲で捜索にご協力いただき、早期の安全確保とその家族の支援につなげ
ます。事業者のみなさまには、ぜひ協力機関登録のご協力をお願いします。
はいかい

徘徊高齢者等
高齢者等 SOS ネットワーク事業構成図
協力依頼署を提出

行方不明者の家族等

※電話連絡可（ただし、事
前登録をしていない場合は

行方不明者届を提出

泉南警察署

電話連絡不可）
連携

岬町役場
協力依頼

協力機関

捜索・情報提供

捜索・情報提供

行方不明者の発見・保護
通報

泉南警察署
連絡

通報
相互連絡

岬町役場

連絡

終結報告

行方不明者の家族等

協力機関
▼問合せ

高齢福祉課

☎ 492 ‐ 2716

平成 26（2014）年２月号
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後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ

～整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方～
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けられた場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受

けられた場合、健康保険を受けられるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診
をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。

◆整骨院・接骨院で柔道整復師の施術
を受けたとき

◆医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・
マッサージなどを受けたとき

▼健康保険が使える場合

▼健康保険が使える場合

骨折・脱臼・打撲・ねんざ（肉ばなれを含む）

※骨折・脱臼については緊急の場合を除き、あ
らかじめ医師の同意を得ることが必要です。
▼施術を受けるときの注意

○単なる肩こり・腰痛などに対する施術は保険
の対象にならず、全額自己負担となります。

○柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う
ことが認められているため、自己負担を支払う
ことで施術を受けることができます。施術を受
けたときには、
「療養費支給申請書」の施術箇
所や回数を確認し、署名押印してください。

○保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負
傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象
になりません。

○はり・灸

けいわん

神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・

けいつい

頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症と

する疾患

○あんま・マッサージ

筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージ

を必要とする症例

▼施術を受けるときの注意

○保険の適用には、あらかじめ医師の発行した
同意書または診断書が必要です。

○単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾
病予防のためのマッサージなどは保険の対象と
ならず、全額自己負担となります。

○保険医療機関（病院、診療所など）で同じ対
象疾患の治療を受けている間は、はり・灸施術
を受けても保険の対象にはなりません。

※柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。
▼問合せ 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 ☎ 06 ‐ 4790 ‐ 2031
役場保険年金課

※受付時間

☎ 492 ‐ 2705

月～金曜日（祝日を除く） ９時～ 17 時 30 分

関空NEWS
関西国際空港のフライトがますます充実！
関西国際空港からのフライトがぞくぞく増便し、ますます便利になります。キャセイパシフィ

ック航空（CX）は、2 月 16 日（日）より、関西＝香港線を週 7 便増便し、現就航便とあわせて
合計週 35 便（毎日 5 便）運航へと拡充することになりました。

香港は観光、ビジネスともに魅力の大きな都市であり、今回の増便でますます便利になります。

そのほかにも Peach では、2 月 1 日（土）より Peach 初の四国路線となる、関西＝松山便が就航

します。道後温泉や松山城など、見どころたくさんの松山へのアクセスが、より便利になります。
▼問合せ
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関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500

公共下水道への接続はお済みですか？

◆ご家庭が下水道につながると…
▼トイレを水洗化できます
汲み取り便所から水洗トイレになり、幼いお子
さんやお年寄りも安心して快適な生活ができます。
▼まちなみが清潔になります
家庭などからの汚水が下水道に流れるので、家
のまわりに汚れた水が溜まらず、まちなみが清潔
になります。
▼川や海がきれいになります
トイレや台所、お風呂など
の汚水が下水道で処理され、
河川や海などがきれいにな
り、水環境が改善されます。
◆排水設備工事は町の指定業者で…
みなさまが安心して下水道の排水設備工事がで
きるように、岬町では下水道排水設備工事業者を
指定しています。指定排水設備工事業者でなけれ
ば工事を行うことはできません。
※指定排水設備工事業者は、土木下水道課窓口で
業者一覧表を配布しています。

◆水洗便所改造工事資金助成制度があります
供用開始から３年以内に改造工事を行うと、
補助金が交付されます。補助金の額は次のとお
りです。
○供用開始日から１年以内 ４万円
○供用開始日から２年以内 ３万円
○供用開始日から３年以内 ２万円
※供用開始日は地域によって異なりますのでご
注意ください。
◆「融資あっせん制度」があります
１件につき 50 万円が上限です。助成制度及
び融資あっせん制度の利用は、改造工事に限り
ます。
※新築、建替工事は対象外です。
自分の家が下水道の使用できる地域かどうか
など、水洗化に関してご不明な点等がございま
したら、お気軽にお問い合わせください。
▼問合せ
土木下水道課 下水道係 ☎ 492 ‐ 2026

泉南警察署からお知らせ
■自転車には必ず鍵をかけましょう！

鍵をかけなかったために自転車を盗まれるという被害が急増

しています。大切な自転車を盗まれないようにするために、以
下の自主防犯対策を積極的に行ってください。

○鍵は２ロック（チェーン錠等の補助錠）しましょう。
○自宅敷地内に停める場合でも鍵をかけましょう。
○防犯登録をしましょう。

■被害者カウンセリング制度

警察では犯罪による被害を受けた後、
直接的な被害だけでなく、

心の痛みを癒すためのカウンセリング制度を導入しています。

○精神的被害の大きい性犯罪等の被害者の方々のためにカウン
セラーを派遣。

○殺人・交通死亡事故等の一定の重要犯罪被害者の遺族の方々
にカウンセリングの専門機関を紹介。
▼問合せ

泉南警察署

☎ 471 ‐ 1234

図書だより

本の紹介

■ 本 の 紹 介 ■
☆さわらびの譜
著者 ：葉室 麟
☆ロスジェネの逆襲
著者 ：池井戸 潤
☆グリーンスムージーをはじめよう
著者 ：仲里 園子・他
☆ 25 のちいさなおはなし
作者 ：後路 好章
※淡輪公民館では、大阪府立中
央図書館より本の貸出を受けて
います。公民館にない本、貸し
出し中の本もリクエストしてく
ださい。

平成 26（2014）年２月号

岬町ホームページアドレス http://www.town.misaki.osaka.jp/

下水道が完成すると、みなさんのご家庭で水洗トイレを使用したり、台所、お風呂などの汚水も下水道
に流すことができます。しかし、せっかくできあがった下水道も各家庭に接続していただかないと地域一
帯の生活環境の改善が進みません。下水道が使えるようになった地域のご家庭は、１日も早く下水道に接
続をお願いします。
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◆入札参加資格審査申請
の受付について
平成 26・27 年度の物品・役務

提供等の入札参加資格審査申請

役場へのお問い合わせは直通電話へ

※ホームページからダウンロー
ドも可能です。
▼登録期間

平成 26・27 年度

■平成 26 年度の建設工事、
測量・

ント等業務の入札参加資格審査

札参加資格審査申請について

申請（町内業者及び準町内業者

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

課総務管理係で配布します。

（全業者）及び平成 26 年度の建
設工事、測量・建設コンサルタ

15

申請要領及び様式等は、総務

建設コンサルタント等業務の入

町内業者及び準町内業者を対

のみ）の受付を行います。岬町

象に受付を行います。平成 25

び建設工事、測量・建設コンサ

提出があっても、平成 26 年度

する業者は入札参加資格審査を

の追加登録は行いません。
）

が発注する物品・役務提供等及

年度に入札参加資格審査申請の

ルタント等業務を受注しようと

の申請は必要です。
（町外業者

受ける必要がありますので、受

▼申請受付期間

付期間内に申請してください。

■平成 26・27 年度の物品・

役務提供等の入札参加資格審
査申請について

２月３日
（月）
～２月 28 日
（金）

▼提出方法

下記宛先まで郵送してください。
〒 599 ‐ 0392（住所不要）

務管理係

総務部総務課

宛

総

※２月 28 日当日消印まで有効
▼提出書類（申請用紙）等

午前９時 30 分～午後４時（正
午から午後１時までは除く。
）

※郵送による受付は致しません。
▼受付場所

▼申請受付期間

岬町役場

３月３日
（月）
～３月７日
（金）

岬町役場２階総務課法制文書係

▼提出書類（申請用紙）等

申請要領及び様式を総務課法

制文書係で配付しています。

※ホームページからダウンロー
ドも可能です。
▼登録期間
○建設工事

平成 26 年度格付期間中

○測量・建設コンサルタント業務等
平成 26 年度中

▼問合せ

①総務課総務管理係
②総務課法制文書係
☎ 492 ‐ 2721

▼ホームページアドレス

http://www.town.misaki.

osaka.jp/

◆安まちメールをご存じ
ですか？
安まちメールは、ひったくり

や子どもに対する声かけ、女性
に対する性犯罪情報を、警察署
から電子メールでタイムリーに
お知らせするシステムです。

配信種別や受信時間、受信地

区を設定できます。
（登録料は

無料ですが通信料はご利用者負
担です。
）

http://www.info.police.pref.

osaka.jp/userMenu.do
▼連絡先

大阪府警察本部府民安全対策課
☎ 06 ‐ 6943 ‐ 1234

泉州の魅力をまるごと PR ！「泉州 PR ブース」が
関空エアロプラザでオープン！
（仮称）泉州ＰＲブースは、泉州地域と新関西国際空港㈱が連携して、設置するもので、国内外
の関空利用者に向けて、泉州地域の観光スポットや魅力の発信、特産品の展示・販売などを行い
ます。
期間は３か月の試行で、その成果等を踏まえて、より効果的なＰＲブースの展開につなげてい
きます。オープン初日（23 日）は、午前 10 時からオープニングセレモニーを開催します。
▼日時 ２月 23 日（日）～３か月間
午前８時～午後９時（オープン初日は午前 10 時～）
▼場所 関西国際空港 エアロプラザ２階
▼問合せ
泉州観光プロモーション推進協議会（堺市役所企画部大都市政策担当） ☎ 072 ‐ 222 ‐ 0380
▼ URL http://welcome-to-senshu.jp/

平成 26（2014）年２月号

◆国民年金保険料の「２
年前納（口座振替）」が
始まります
平成 26 年４月末の口座振替

分より、割引率のより大きな
「２

住民票の写し等の第三者交付に
係る本人通知制度

▼「２年前納」のメリット

○２年間で１万４千円程度の割
引となります。

○２年前納分の全額が、その年の

社会保険料控除の対象となります。
○口座振替を利用することにより、
納め忘れを防ぐことができます。

※２年前納は口座振替でのみ利
用可能です。また、お申込み期
限は２月末までです。
▼問合せ

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122
保険年金課

福

☎ 492 ‐ 2705

祉

◆ハンセン病問題に関す
るシンポジウム

岬町では住民票の写し等の不正請求や不正取得を防止する
ため、代理人や第三者など本人以外の人に住民票や戸籍謄本
等の写しを交付した場合、事前に登録した人に対してその交
付事実を郵送でお知らせし、さらに、どのような書類が交付
されたかを必要とする場合は、
「交付事実証明書」
（１部 300
円）
を交付する制度を実施しています。ぜひご利用ください。
▼事前登録の対象者
○岬町の住民基本台帳に記載されている人（ただし、岬町か
ら転出し、５年を経過している場合は登録できません。
）
○岬町が編製した戸籍に記載されている人、または戸籍に記
載されたことがある人
▼事前登録に必要なもの
○窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証・パスポート・
顔写真入りの住民基本台帳カードなど）
○代理人が申請する場合は本人からの委任状、未成年者等の法
定代理人が申請する場合は戸籍謄本など資格がわかる書類
▼交付事実証明書の内容 交付した日、住民票などの種別・
枚数、本人（代理人）の住所・氏名
▼申込・問合せ 住民生活課 住民係 ☎ 492 ‐ 2713

ハンセン病問題について理解

を深めていただくため、ドラン

カーズさんのミニライブやハン
セン病回復者や有識者によるシ
ンポジウムを開催します。
▼日時

２月 15 日（土）

▼会場

大阪市立阿倍野区民セ

午後１時 30 分～４時 30 分

ンター
▼定員

２階 大ホール

▼参加料

600 人（当日先着順）
500 円（資料代）

▼問合せ 「ハンセン病問題講
演会実行委員会」事務局
☎ 06 ‐ 7506 ‐ 9424

その他
◆住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳の不正な閲覧・

▼申出者

自衛隊大阪地方協力

本部岸和田地域事務所（２件）
大阪府岸和田市土生町５－１

－ 34 プリマードビル
▼閲覧の目的

自衛官等の募集に伴う広報

利用を防止し、個人情報の保護

○閲覧日 平成 24 年６月 21 日

基づき、統計・世論調査等で公

日から平成７年４月１日までの

状況を公表します。

○閲覧日 平成 25 年１月 24 日

を図るため、住民基本台帳法に

○閲覧の範囲

共性が高いと認めたものの閲覧

間に生まれた者

▼公表の対象期間

○閲覧の範囲

25 年３月 31 日までに閲覧申請

間に生まれた者

平成 24 年４月１日から平成

のあったもの

▼閲覧申請件数

全２件

平成６年４月２

平成７年４月２

日から平成８年４月１日までの
▼問合せ

住民生活課

☎ 492 ‐ 2713

住民係

平成 26（2014）年２月号

岬町ホームページアドレス http://www.town.misaki.osaka.jp/

年前納」がご利用いただけます。
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ことにより、これらの書類の提

○職場の健康保険の被扶養者か

■平成 25 年分の確定申告に

きます
（法定申告期限から５年間、

なくなった証明書・印鑑）

①所得税及び復興特別所得税の

を求められることがあります。
）
。

◆税務署からのお知らせ

出又は提示を省略することがで

らはずれたとき（被扶養者で

ついて

税務署から書類の提出又は提示

○子どもが生まれたとき（保険

確定申告

○還付がスピーディー

○生活保護を受けなくなったと

は３週間程度で処理しています。

●届出が遅れると・・・

▼納期

▼振替日

３月 17 日（月）

４月 22 日（火）

役場へのお問い合わせは直通電話へ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

き（保護廃止決定通知書・印鑑）
保険料は届出をした日からで

※相談及び申告書の受付は２月

○ 24 時間いつでも利用可能

※還付申告の方は、
２月 14 日（金）

確定申告期間中は、24 時間い

う必要があります（遡及賦課）。

行っています。また、
２月23日
（日）

ンス時間を除く）
。

間にかかった医療費は全額自己

所得税及び復興特別所得税の

はなく、資格を得た月から支払

以前でも相談及び申告書の受付を

つでも利用可能です（メンテナ

また、保険証がないため、その

及び３月２日（日）にも休日開署

■お車でのご来署はできるだけ

負担になります。

17 日（月）～３月 17 日（月）です。

を行い、申告・相談を受付けます。
②個人事業者の消費税及び地方
消費税の確定申告

▼納期限
▼振替日

３月 31 日（月）
４月 24 日（木）

ご遠慮ください

泉佐野税務署の駐車場は狭い

ため、混雑により長時間お待ち
いただく場合があります。

できるだけ公共交通機関をご

③贈与税の確定申告

利用いただくか、自宅で確定申

３日（月）～３月 17 日（月）です。

をご利用ください。

相談及び申告書の受付は２月

■「確定申告書等作成コーナー」
と「e-Tax」をご利用ください

所得税及び復興特別所得税・

e-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）へ送信できます

※確定申告書等作成コーナーは

「確定申告特集ページ」からご
覧ください。

▼ e-Tax を利用するメリット

○他の市区町村に転出するとき
（保険証・印鑑）

○職場の健康保険に加入したと
き（職場の健康保険証・国保
の保険証・印鑑）

○職場の健康保険の被扶養者に

▼問合せ 泉佐野税務署 総務課

証・国保の保険証・印鑑）

〒 598 ‐ 8503

泉佐野市日根野 3683 ‐ 1

☎ 462 ‐ 3471

税の申告書は、
「確定申告書等

作 成 コ ー ナ ー」 を 利 用 し て、

▼国保をやめるとき

告書を作成・提出できる「e-Tax」

消費税及び地方消費税・贈与

国民健康保険
◆国保に加入するとき・
やめるとき

なったとき（職場の健康保険

○被保険者が死亡したとき（保

険証・死亡を証明するもの。
印鑑）

○生活保護を受けることになっ
たとき（保険証・保護開始決
定通知・印鑑）

●届出が遅くなると・・・

国保をやめる届出が遅れ、う

っかり国保の保険証で診療を受
けると、国保が負担した医療費
をあとで返すことになります。

職場の健康保険などに加入し

■保険料は必ず納期限までに納

度で医療を受けている場合等を

保険料はみなさんの医療費に

○自宅からネットで申告

ている場合や後期高齢者医療制

庁ホームページの「確定申告書

除き、次のようなときは 14 日以

あてられる貴重な財源ですので、

■届出に必要なもの

いただく必要があります。特別

○他の市区町村から転入したと

難な場合は、申請により分割納

○職場の健康保険をやめたとき

にせずお早めにご相談ください。

税務署に行かなくても、国税

等作成コーナー」で申告書を作
成し、自宅からネットで提出
（送
信）できます。

○添付書類の提出省略

確定申告を e-Tax で行う場合、

医療費の領収書や源泉徴収票等

はその記載内容
（病院などの名称・
支払金額等）を入力して送信する
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e-Tax で申告された還付申告

証・印鑑）

平成 26（2014）年２月号

内にかならず届出をしましょう。
▼国保に加入するとき
き（印鑑）

（職場の健康保険をやめた証
明書・印鑑）

めましょう

加入者のみなさんに必ず納めて
な事情により保険料の納付が困
付も可能ですので、未納のまま
▼問合せ

保険年金課

☎ 492 ‐ 2705

方、アルバイト等の給与収入が

万円以下などの理由により、確

申告も可能です。電話で申告さ

町民税・府民税の申告により源

※平成 25 年中に学生であった
93 万円以下の方は、電話での

◆平成 26 年度町民税・
府民税の申告について
「平成 26 年度

■公的年金等受給者の方へ

れる場合は、
「住所」
・
「氏名」
・
「生
年月日」
・
「電話番号」
・
「収入の

町民税・府民

種類と金額」
・
「収入先」
・
「扶養

税」の申告期間は、2 月 17 日

親族の氏名・生年月日」等、学

から 3 月 17 日までです。

この申告は町民税・府民税額

所得証明・課税（非課税）証明等

サラリーマンの還付申告・公的

なものですから、必ず期限内に
申告してください。ただし、次

○平成 26 年 1 月 1 日現在、岬

郵送で提出される方のうち受付

○給与所得のみの人で、勤務先

書に受付印を希望される方は、

から岬町役場へ給与支払報告書

返信用封筒（宛名記入・80 円

が提出されている方

切手貼付）
を同封してください。

○生計を一にする親族の扶養家
○申告の受付期間など

期間
２月 17 日（月）
～３月 17 日（月）
※土・日除く

料等）のみで町民税・府民税の課
税計算をすることになります。

国民健康保険料・後期高齢者

生命保険料控除、地震保険料控

※申告書は郵送でも受付します。

される方

的控除・天引きされた社会保険

す。内容によっては、相談・受
でご了承下さい。

○税務署へ所得税の確定申告を

本年金機構・各共済組合等）から

医療保険料・介護保険料（普通

付が出来ない場合がありますの

町に居住していなかった方

「町民税・府民税の申告」をさ

年金等受給者に係る申告等の簡
易なものに限らせていただきま

の方は申告の必要はありません。

される場合があります。

の資料（公的年金等支払金額・人

告」も受け付けておりますが、

険料等の算定の資料となる重要

加することで、住民税額が減額

※町民税・府民税の申告受付会
得がある方の「所得税の確定申

後期高齢者医療保険料・介護保

泉徴収票に記載のない控除を追

れない場合は、年金保険者（日

場では、給与所得や公的年金所

の発行のほか、国民健康保険料・

定申告が不要な方であっても、

生の方は以上に加え「学校名と

卒業予定年月」
をお伝えください。

を正しく算定する基礎となり、

公的年金等の収入金額が 400

場所

持参するもの
○印鑑（認印）
○源泉徴収票（給与、公的年金
等）や収入のわかる書類
○社会保険料（国保
・後期高齢・
＜午前の部＞
水道庁舎
介護・国民年金保険料等）控
午前９時 30 分～正午
１階
除のための証明書、領収書 等
＜午後の部＞
特設会場
○生命保険料控除、地震保険料
午後１時～５時
控除のための証明書等
※午前・午後とも終了時
○医療費控除に必要な領収書等
間の 30 分前までにご来
場ください。
（事前に集計してください）

※水道庁舎は災害等の非常時には災害対策本部が設置されます。その際

徴収分）等の社会保険料控除、
除、その他の控除の追加が必要
な方は必ず申告してください。
■遺族年金・障害年金等を受給
されている方へ

町民税・府民税は非課税です

が、非課税証明等の発行、国民
健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料等の算定の資
料として「町民税・府民税の申

告」が必要となります。なお、
電話での申告も可能です。

電話で申告される場合は、
「住

所」
・
「氏名」
・
「生年月日」
・「電
話番号」
・
「年金の種類」
・
「扶養
親族の氏名・生年月日等」をお
伝えください。

▼問合せ・郵送先 税務課課税係
☎ 492 ‐ 2752（直通）

には申告の受付を中止する場合がありますのでご了承下さい。

前月比

人 の 動 き
平成 26 年１月１日現在

世帯数 ７，７１２ （＋ ３）
人 口 １７，０５８人（－２１）
男
８，０１０人 （－ ９）
女
９，０４８人 （－１２）
平成 26（2014）年２月号

岬町ホームページアドレス http://www.town.misaki.osaka.jp/

税

族になられている方
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各 種 相 談
相談業務名

日時等
２月 12 日（水）
・26 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）
２月 18 日（火）
午前 10 時〜正午
■役場相談室（要予約）
２月21 日（金）午後１時 30 分〜３時

場所・予約・問合せ
役場住民活動センター
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775
役場相談室
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775

◆教育に関する相談

平日

学校教育課・指導課

◆消費者相談

２月 14 日（金）午後１時〜４時

◆法律相談（予約制）
◆行政相談

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

◆障がい者相談
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※くわしくはお問い合わせください。

◆介護相談

◆人権相談

◆総合生活相談
◆地域就労支援相談

■役場相談室
地域福祉課 ☎ 492 − 2700
■愛の家「みらい」相談室
■愛の家「みらい」相談
平日９時～ 17 時
☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
メール mirai@ainoie.jp
等で対応。なお、緊急の電話対応は、相
■障がい者出張相談
談員が 24 時間対応。
役場相談室
■障がい者出張相談（要予約）
地域福祉課 ☎ 492 − 2700
２月26 日（水）午後１時 30 分〜４時
■岬町地域包括支援センター
■岬町地域包括支援センター
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716
平日 午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
■在宅介護支援センター淡輪園
☎ 494 − 0789
年中無休・24 時間体制
午後１時 30 分〜３時

■監査委員室
２月４日（火）
、18 日（火）
午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時
火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
平日

午前９時〜午後５時

◆障がい者就労・生活相談 平日 午前９時〜午後５時
午前９時〜午後５時 30 分

☎ 492 − 2719

役場監査委員室
産業振興課 ☎ 492 − 2749
■人権推進課
☎ 492 − 2773
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
☎ 494 − 1508
文化センター

☎ 492 − 0304

地域就労支援センター ☎ 492 − 0341
NPO 法人障害者自立支援センター
☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談

平日

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談

３月３日（月） 午前 10 時～正午

◆育児相談

平日

午前 10 時〜午後４時 30 分

子育て支援センター ☎ 492 － 1350

◆療育相談

平日

午前 10 時〜午後４時 30 分

こぐま園 ☎ 492 － 1131

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

25 日（火）
、３月６日（木）
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424
◆心の健康相談（予約制）２月
午前 10 時～正午

２月 18 日（火）午後１時～４時

▼会場 岬町立保健センター

◆相続・遺言相談（予約制）※行政書士による相談を行います。 ▼予約 まちづくり戦略室 ☎ 492 － 2775

◆福祉なんでも相談

平成 26（2014）年２月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
２月４日（火）午前 11 時～午後１時 ■岬町地域包括支援センター
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
２月 12 日（水）午後１時～３時 ■いきいきネット相談支援センター
■ふれあい喫茶（深日会館）
☎ 492 ‐ 2955
２月 19 日（水）午前 10 時～正午 ■岬町社会福祉協議会
■オークワ岬店
☎ 492 ‐ 0633
２月 26 日（水）午前 10 時～正午

”泉州の風物詩”スタート迫る！

泉州国際市民マラソン！！

２月 16 日（日）午前 10 時 30 分、
全国津々浦々から集う約５千人のランナーが、
早春の泉州路を疾走します！
町民の皆さん！寒風の中、力走するランナーに温かい応援・声援をお願いいたします。
また、フィニッシュ会場の泉佐野市りんくう公園では、９市４町の特産物の展示販売「物産横町」が開催さ
れます。「夕日の見える丘」では吉本若手芸人によるトーク賞、ジャンケン大会・ドッキリ賞・大抽選会など、
楽しいイベントが盛り沢山。豪華な賞品も準備していますので、ぜひご来場ください。
▼交通規制
２月 16 日（日）は泉州国際市民マラソン開催のため、堺阪南線（旧 26 号線）
、泉佐野岩出線などで交通規
制が実施されます。みなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
▼招待選手
○藤田 敦史
選手 （富士通）			
○尾方 剛
選手 （広島経済大学）
○宮里 康和
選手 （チームパラオ）			
○安藤 真人 選手 （山陽特殊製鋼）
○中野 円花
選手 （ノーリツ）			
○猪野 祐貴 選手
※昨年度に引き続き地元自治体の海外姉妹都市等からも外国人ランナーが参加予定です。

■写真コンクール応募作品募集
２月 16 日（日）に開催する本大会参加選手、ボランティアの方々、沿道の風景等、
奮ってご応募ください。なお、最優秀作品には３万円が贈呈されます。詳しくはホ
ームページ、または実行委員会にお問い合わせください。
▼問合せ 岸和田市宮本町 27 －１ 泉州ビル８Ｆ
泉州国際市民マラソン実行委員会「写真コンクール」係 ☎ 436 ‐ 3440

平成 26 年度学童保育入室申込のご案内
４月からの学童保育室入室申込みの受付を行いますので、利用を希望される方は、次の要領によりお申込み
ください。なお、現在、学童保育室を利用している児童も申込みが必要です。
▼入室できる基準
４月より小学校（視覚支援・聴覚支援・支援学校を含む）１年生から６年
生までに在籍し、
保護者が労働または疾病等の理由で昼間家庭にいない児童。
▼受付（申請書類は子育て支援課・各学童室・町内各保育所にあります）
○期間 ２月 10 日（月）～ 21 日（金）※土・日・祝を除く
○時間 ９時～ 17 時 30 分（各保育所は８時 30 分から 17 時まで、各
学童室は学校終了後から午後 7 時まで）
○場所 子育て支援課、各学童室、または町内各保育所
▼学童保育室の概要
名称
場所
定員
開設時期・時間・休室日等
保育料等
▼保育料（減免制度有※）
▼開設期間
月額 5,200 円
淡輪学童保育室 淡輪小学校 90 名 ４月 1 日～平成 27 年３月 31 日
▼おやつ代等
▼開設時間
月額 1,600 円
○登校日 授業終了後～ 19 時
▼傷害保険料
○休校日
８時
30
分～
19
時
深日学童保育室 深日小学校 30 名
年額 800 円
▼休室日 日曜日、国民の祝・休日、年末年始
※減免制度の対象

生活保護世帯、前年度の町民税が非課税世帯等

※多奈川小学校に在籍されている児童については、深日学童保育室での合同保育となります。多奈川小学校か
ら深日小学校までは送迎を行いますのでご利用ください。
▼問合せ 子育て支援課 ☎ 492 ‐ 2709
広報岬だより平成 26 年２月号

平成 26 年（2014 年）２月 1 日発行

編集 / 発行 岬町役場 まちづくり戦略室〒 599 − 0392 大阪府泉南郡岬町深日 2000 − 1
広報に関するご意見・問合せ☎ 072 − 492 − 2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
※広報岬だよりは毎月 8,000 部を作成し、１部あたりの単価は 15.1 円です。
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）

