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表紙の写真：多奈川小学校区 地域安全センター
開所式
今年１月 23 日、多奈川小学校に、日頃から子ども
たちを見守っているたくさんのボランティアの方々に
加え警察官のみなさんが、学校で地域の安全にために
情報交換できる場所として「地域安全センター」がで
きました。この日は、センターの開所にあたって、大
阪府自転車商防犯協力会から提供をいただいた備品を
使って日頃の活動を紹介。開所式の後は、子どもたち
が作ったお手製のお菓子で茶話会。さっそくお互いの
情報交換で話に花が咲きます。岸和田以南で初のモデ
ルケース。今後の取組が注目されています。

春の
全国火災 予 防 運 動

春の火災予防運動が、３
月１日から７日までの間、全
国一斉に実施されます。
消防本部では期間中、街
頭防火指導（ティッシュ配布）
や山林パトロールを実施す
るとともに、消防車による
防火広報、ポスターを各所
に掲示するなど、火災予防
の推進に努めていきます。
みなさんも家庭や職場か
ら火災を起こさないよう、こ
の機会に防火について話し
合い、火の元点検を実施し

消えるまで
ゆっくり火の元
にらめっ子

新型インフルエンザ（鳥インフルエンザ H5N1 型）
対策用感染防止資器材を 2,000 セット購入
新型インフルエンザが発生した場合、感染の拡大が著しい
週（感染から４週目・５週目）には、10 万人都市で１日平均
42.6 人が入院すると見込まれています。阪南市・岬町の人口
が 75,000 人として、１日平均約 32 人の入院が見込まれます。
また実際に新型インフルエンザが流行した場合、救急搬送の
件数は、要入院患者だけでなく、入院の必要のない発症者から
の救急要請も考慮し、救急搬送の著しい増加が予想されること
から、当消防組合では、パンデミック（※）時における救急隊
員の感染防止対策の強化のため、新型インフルエンザ対策用感
染防止資器材を 2,000 セット（感染防止上衣・感染防止ズボン・
マスク・手袋・ゴーグル）を購入しました。
※パンデミック…感染症や伝染病が世界的に流行し、それに伴
い非常に多くの感染者や患者が発生することです。
▼問合せ 岬消防署救急係 ☎ 492 － 0119

岬消防署

る。
○寝具や衣類からの火災を
防ぐために、防炎品を使用
する。
○火災を小さいうちに消す
ために、住宅用消火器等を
設置する。
○お年寄りや身体の不自由
な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。
▼問合せ
岬消防署 予防係
☎ ―０１１９

さる 1 月 26 日（火）
、文化財防火運動の
一環として、深日地区の国玉神社で、岬消
防署・岬町消防団（深日分団）
・深日婦人
防火クラブ・国玉神社関係者による防火訓練が、神社境内から出
火し他に延焼する危険があるとの想定で実施されました。
地元消防団である深日分団・深日婦人防火クラブ並びに消防署
で一斉放水するなど、大切な文化財を守ろうとする熱意が伝わる
訓練でした。
生涯学習課・危機管理課・阪南岬消防組合消防本部

１
１1199

ましょう。
◆住宅防火 いのちを守る
７つのポイント
《３つの習慣》
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすい
ものから離れた位置で使用
する。
○ガスこんろなどのそばを
離れるときは、
必ず火を消す。
《４つの対策》
○ 逃 げ 遅 れ を 防 ぐ た め に、
住宅用火災警報器を設置す

守れ文化財！

ダイヤル
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泉南警察署
少年剣道会員募集
平成 22 年度の新規会員を募集します。
▼練習日時 毎週火曜日・木曜日
初心者：午後４時半～５時半
経験者：午後５時半～ 7 時半
▼練習場所 泉南警察署
▼対象 小学２年生以上
▼募集期間 ３月１日（月）～ 31 日（水）
▼問合せ 泉南警察署 少年係
☎ 471 － 1234
内線 271
（受付時間
平日午前９時～
午後５時）
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阪南岬消防組合人事行政の運営等の状況（平成 20 年度）
平成 20 年度の消防組合職員の人事行政の状況（職員数、勤務条件等）を公表します。これは人事行政
の透明性を高めるため、阪南岬消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第
２号）第４条の規定に基づき行うものです。
７．福祉及び利益の保護の状況
１．任免及び職員数の状況
項
目
◆任免（平成 21 年 4 月 1 日現在）
定期健康診断、阪南市職員厚生
退職者数２人・採用者数５人・再任用者数０人
◆職員数

消防長・次長
総務課
予防課
警備課
阪南消防署
岬消防署
合計

平成 20 年４月１日 平成 21 年４月１日
２人
２人
８人
10 人
６人
６人
４人
３人
48 人
49 人
31 人
32 人
99 人
102 人

２．給与の状況
◆職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額
（平成 21 年４月１日現在）
平均年齢
平均給料月額 平均給与月額
39.3 歳
321,100 円
391,400 円
３．勤務時間・勤務条件の状況
１週間の勤務時間
１週間の勤務時間
日勤者 隔日勤務者
日勤者
隔日勤務者
７時間 45 分
15 時間 30 分
38 時間 45 分
（８：45 ～
（９：00 ～
17：15）
翌日９：00）
休日 土曜・日曜日、祝日、国民の休日、年末年始
年次有給、病気、特別（忌引・夏期・結婚・
休暇
出産・ボランティア・看護等）、介護

４．分限及び懲戒の状況
○分限処分
なし
○懲戒処分
なし

会が実施する補助・給付事業、
大阪府市町村職員互助会が実施

厚生制度

する給付事業（入院費補助、障
害・災害見舞金、退会餞別金な

ど）
、
貸付事業、
福利厚生事業（通

信講座助成、法律相談など）
（共済組合及び健保組合が実施）
退職共済年金・障害共済年金・

共済制度

遺族共済年金の支給、健康保険、

出産育児一時金・埋葬料の給付、
疾病予防（人間ドック補助など）
の実施

公務上・通勤途上の負傷、疾病

公務災害補償制度 に対する療養補償、休業補償、

障害補償、遺族補償

８．公平委員会の業務状況
勤務条件に関する 不利益処分に関
内容
措置の要求
する不服申立
新規
０
０
前年度からの
継続

終了

０

０

０

０

○「勤務条件に関する措置の要求」とは、公平委
員会に対し、職員が給与・勤務時間などの勤務条
件に関して、組合が適切な措置を講ずるよう要求
５．服務の状況
地方公務員法及び阪南岬消防組合条例に基づき、 できる制度です。
○ 「不利益処分に関する不服申立」とは、職員
義務規定・禁止規定の遵守
が懲戒処分などの不利益処分を受けたことに不服
６．研修の状況
があるときに、公平委員会に対し不服申立（審査
研修先
研修数
参加者数
請求・異議申立）ができる制度です。
大阪府立消防学校
５回
７人
その他（大阪府等）
68 人
170 人
▼問合せ 阪南岬消防組合 ☎ 473 － 0119

毎月８日は
「こども安全デー」
です！
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町内のこどもを犯罪から守るため、 みなさまの
ご協力をお願いします。
岬町教育委員会

3 月のカレンダー

淡 淡輪公民館休館日

※くわしい内容は掲載ページをご覧ください。

ピ ピアッツァ５休館日

※（

日

月
1

ア アップル館休館日

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

火
2

水
3

木
4

金
5

6

保健師健康相談 人権相談（17）ほのぼのクラブ
（２月号）
（２月号）
乳幼児育児相談
（２月号）
ピ ア

7

8

14

15

第 20 回公民館
まつり
（２月号）

淡ア

9

10

第 20 回公民館 介護予防手芸教
まつり
室（２月号）
（２月号）
ピ ア

土

11

法律相談（17）

12

13

消費者相談（17）野の花と出会う
食生活改善教室 会（5）
（10）

淡ア

16

17

18

19

20

学童保育公開 保健師健康相談 行政相談（17） ほのぼのクラブ 転倒予防体操教 障害者相談（17）
講座

（8）

（17） 人権相談（17）
メタボ解消！体
操教室（10）
ピ ア

21

22

（17） 室（10）

教育相談（17）
乳がん検診（10）

淡ア

23

24

25

法律相談（17）

26

27

元気でまっせ体 岬自然散策会
（5）
操講習会（10）関空旅博
（18）

淡

ピ ア

28

29

童謡をうたう会

（5）

関空旅博（18）

淡ア

30

31

1

2

3

ＢＣＧ（10） 乳がん検診（10）

岬町文化協会総

こころの健康相

会（11）

談（17）
ピ ア

淡ア
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イベント・催し情報
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（日）
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494

20

（土）

3

3

492492

（土）

50

トレッチ・トールペイント・
キッズジャズヒップホップ
ダンス・源氏物語を読む会・
ボタニカルアート・絵手紙・
ピアノレッスン・日本舞踊・
民謡・衣類リフォーム・童
謡をうたおう・フラダンス・
クラシックギター・パソコ
ン・カラオケ・パステル画・
絵画・きもの着付・太極拳・
料理
※クラブ活動に参加ご希望
の方は公民館迄お問合せく
ださい。ただし、定員に達
しているため、キャンセル
待ちのクラブがあります。
▼問合せ 淡輪公民館
―０３００
☎

ＮＨＫラジオ「上方演芸会」を淡輪公民館で公開録音します。
▼日時 平成 22 年 4 月 29 日（木・祝）午後４時 30 分～午後６時頃（予定）
▼場所 岬町立淡輪公民館
▼募集人数 100 組程度
▼出演 W ヤング、おかけんた・ゆうた、横山ホット
ブラザーズ、シンデレラエキスプレス（予定）
▼申込方法 郵便往復はがきに次の必要事項を記入の
うえお申し込みください。なお、申込多数の場合は抽
選となり、抽選結果は返信はがきでお知らせします。
○往信用裏面
①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号
○返信用表面 郵便番号 住所 名前
○返信用裏面 何も書かないでください。
※ 1 枚で 2 名様が入場できる入場整理券をお送りします。
▼締切 4 月２日（金）必着
▼応募先・問合せ 〒 599 － 0392（住所不要） 岬町役場 企画政策課
「ＮＨＫ上方演芸会」係 ☎ 492 － 2775

9

しらとうげ

（土）

13

野の花と出会う会

4

「上方演芸会」公開録音の参加者を募集します！

5

月 日までの日程は
カレンダー に掲載し
ています

492

月のイベ ン ト

（土）

4

今 回 は、 番 外 で 白 峠・
はいぶりとうげ
灰賦峠です。
▼とき
月 日
※雨天中止
▼集合場所
みさき公園駅
時 分
▼参加費 ３００円（保険
代ほか）
▼持ち物
弁当・水筒・帽子・手袋
▼申込・問合せ
岬町住民会議
岡 ☎ ―５１１４
辻 ☎ ―３８８６
※次回は 月 日 、三葉
つつじを見に山中渓・雲山
峰に行きます。

カルチャー

淡輪公民館

登録クラブの紹介

囲碁・社交ダンス・子ど
も茶道・パッチワーク・大
正琴・文化箏・書道・茶道・
卓球・フォークダンス・ス

▼休館日 火曜日・祝祭日・年末・年始
※火曜日が祝祭日の場合は翌日も休館。
▼夜間返却取扱時間 午後５時〜９時
※休館日は取り扱いません。
▼問合せ 淡輪公民館 ☎ 494 － 0300

27

3

一般 ５０００円
▼申込 ３月 日 までに
お申し込みで下さい。
▼申込先
大西☎ ―００５０
※４月は、能勢妙見山を予
定しています。

▼開館日・開館時間 水曜日〜月曜日
午前 10 時〜正午・午後１時〜５時

童謡をうたう会

淡輪公民館図書室からのお知らせ

岬自然散策会

☆ダブル・ファンタジー
著者： 村山 由佳
☆重曹 365 日使いこなし手帖
編集人 ： 池永 昌靖
☆なぜ？どうして？がおがおぶーっ！
原作 ： リラ・プラップ
文 ： 松田 素子
絵 ： スリー・ディ

▼とき ３月 日
▼ところ
ピアッツァ５ ロビー
▼指導 辻井 敏子先生
▼費用 ５００円
▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ―４６３３

本の紹介

▼とき ３月 日
※小雨決行
▼行き先
奥琵琶湖・賤ヶ岳
▼集合場所
岬公園駐車場
午前７時半 ※時間厳守
▼持ち物 弁当、水筒、雨具
▼会費 会員 ４５００円

図書だより
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◆はじめに

ごみ処理に関する
現状と課題に
ついて

いま、地球温暖化など環境問題が重要な課題となっています。
本町では、住民、事業者及び行政が協働して、３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル：ごみの排出抑制・再使用・再生利用）
の取組み等による、環境の保全を前提とした持続可能な「循環型
社会」の形成をめざしています。
この環境問題の一つであるごみ処理問題について、本町の現状
や、今後取り組むべき課題・施策等についてお知らせし、住民の
みなさまのご理解とご協力をいただきながら、良好な環境を次世
代に引き継ぐために努力していきたいと考えています。

１．ごみ排出量の推移について

表―１

年度別のごみ排出量

10000ｔ

（１）年度別排出量の推移について
本町のごみ排出量は、事業系ごみを除い
8000ｔ
て、全般的に減少化傾向を示しています。平
成 20 年度の家庭系ごみの排出量は、人口の
6000ｔ
家庭系ごみ
減少率を上回る減少率となっています。これ
普通（可燃）ごみ
は、住民のみなさんのごみ減量化や環境意識
4000ｔ
の高まりが主な要因と考えられます。
なお、粗大・不燃ごみの排出量については、 2000ｔ
事業系ごみ
平成 18 年度及び 19 年度は、平成 20 年度か
粗大・不燃ごみ
資源ごみ
らの有料化制度導入の影響による
「かけ込み」
0ｔ
H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
排出により急増しました。しかし、その反動
で平成 20 年度は急減し、平成 21 年度では反対に増加傾向となることが考えられるなど、排出量が安定す
るまでにはしばらく時間が必要だと考えられます。
表―２

年度別の住民１人１日当たりのごみ排出量

2000ｇ

1500t

1600ｇ
住民１人１日当たり

1200ｇ

排出量（単位：ｇ）

1200t

800ｇ
住民１人１日当たり（資源ごみ除く）

400ｇ
0ｇ

排出量（単位：ｇ）
事業系ごみ排出量
（単位：ｔ）

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

900t

《参考》環境省が定める減量化の取組指標
○家庭系ごみ１人１日当たりのごみ排出量
（発生抑制（リデュース）に関する指標）
平成 12 年度の排出量を基準とし、平成 27 年度までに
排出量を約 10％削減
○家庭系ごみ１人１日当たりの排出量
（粗大・不燃ごみを含み、資源ごみを除く）
平成 12 年度の排出量を基準とし、平成 27 年度までに
排出量を約 20％削減
○事業系ごみの排出量
平成 12 年度の排出量を基準とし、平成 27 年度までに
排出量を約 20％削減

（２）ごみ減量化に係る取組目標に対する状況に
ついて
岬町が目指すごみ減量化の目標数値は、環境省
が第２次循環型社会形成推進基本計画（平成 20
年３月策定）に定める「廃棄物減量化に係る取組
指標」を基本とし、その早期達成に取り組んでい
ます。
表―２のとおり、家庭系ごみ住民１人１日当た
りのごみ排出量は、人口減少の影響もあり緩やか
な減少化傾向にあります。平成 20 年度の住民１
人１日当たりの資源ごみを除くごみの排出量は
755 ｇで、
対平成 12 年度比較 21.5％の減少となり、
20％削減という国が定める目標数値を達成して
います。
これは、粗大・不燃ごみの有料化制度の導入に
伴うかけ込み排出の影響が考えられ、
今後の粗大・
不燃ごみの排出量の推移によっては目標数値を下
回ることもあります。したがって、今後も引き続
きごみ減量化目標数値を維持するため、新たなご
みの発生抑制策及びプラスチック類ごみ等の資源
ごみの分別に努める必要があります。
また、事業系ごみについては、減量化傾向が安
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定的でない状況にあり、減量化の目標数値達成のためには、今後も引き続き、事業者に対するごみの発生抑
制や資源ごみの分別の徹底などを求めていきます。
（３）リサイクル率の推移について
リサイクル率とは、家庭系及び産業廃棄物以外の
事業系ごみの量の合計に対する、資源ごみ（古紙・
古着、ダンボール、空き缶・空き瓶、ペットボトル
など）の割合です。
岬町のリサイクル率は府下平均（約 10％）の半
分程度と低く、これを高めるため平成 19 年度から
ペットボトルの全町回収や空き缶・空き瓶の収集回
数を増やすなど、資源ごみの分別収集に取り組んで
きました。また、３月からプラスチック類ごみの分
別収集を実施し、この分別収集が、普通ごみの約８％
程度、約 400 トンという計画どおりに行われると、
リサイクル率は府下平均の約 10％程度になります。

表―３

リサイクル率の推移について

12000t
一般廃棄物量

10.0%

資源ごみ排出量

9600t

リサイクル率

8.5%
7200t

7.0%

4800t

5.5%

2400t
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２．新たなごみ排出抑制策及びごみの資源化策等について
（１）ごみ質（組成分析）から見た対応策について
家庭系ごみ及び事業系ごみの組成分析（重量比分析）について、平成 21 年２月に行った結果は表―４の
とおりです。
この調査結果から、紙・布類、プラスチック類な
表―４ ごみ組成分析の結果
どの資源ごみの排出割合が大きく、また、主に家庭
その他のごみ（8.8％）
の台所からの厨房ごみの排出割合が大きいことがわ
金属・不燃物類（0.6％）
かります。
この調査結果を踏まえ、ごみの排出抑制及び資源
木・草・竹類
（8.0％）
化対策を推進するには、次のような対策が有効と考
紙・布類
えられます。
厨房ごみ
（42.6％）
●排出抑制策
（12.8％）
○生ごみ処理機の購入
○コンポストの設置
合成樹脂類
●資源化対策
（8.5％）
○自治区やＰＴＡ等に対する集団回収
ペットボトル
プラスチック類
○プラスチック類ごみの分別収集
（３月から実施）
（16.5％）

（2.2％）

（２）ごみ問題に対する意識向上策について
住民のみなさん一人ひとりがごみ問題に持続的に取組み、地域から町全域に広がる運動を行う必要があります。
○マイバック・レジ袋削減、簡易包装推進等の対策
取組みの一例として、町内の大型小売店舗では、レジ袋の受取りを断るお客様に対して、買物額から２円
差引く制度を導入しています。同店では、１日平均 1,000 人余りのお客様から申し出があり、約 2,000 枚程
度のレジ袋の削減を行っています。このレジ袋の削減量を重量に置き換えると、１日当たり約 10kg、年間
約 3.6 トンになります。この削減量は、本町全体のごみ排出量の 0.05％程度ですが、有効な減量化施策です。
○廃棄物減量等推進員制度の導入
地域での取組みの核となり、指導的な役割をお願いする「廃棄物減量等推進員」制度を導入することで、
地域が一体となってごみの減量化に取り組むことができると考えています。
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３．ごみ処理経費の削減について
本町がごみ処理に要した経常的な経費
（工事請負費及びその関連を除く）は、ご
み収集経費や焼却場管理経費などの見直し
を行っており、平成 20 年度では、平成 13
年度と比較して、率にして 20.3％の削減
となっています。
しかし、厳しい財政状況を踏まえ、引き
続きごみ処理経費の削減に取り組んでいき
ます。
（１）ごみ減量化等に伴う経費削減
ごみ排出量の減量化、プラスチック類の
分別収集やごみ収集体制の見直しなどを行
い、経費削減に努めます。

表―5

ごみ処理経費の推移（単位：千円）

500000

職員人件費
収集運搬費
焼却処分費
最終処分費

400000
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100000
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（２）ごみ焼却施設の稼動状況について
ごみ排出量の減少に伴い、焼却場の稼動時間数も減少し
ています。施設の老朽化により焼却能力の低下も想定され
ますが、今後のプラスチック類をはじめとする資源ごみの
分別に伴い、更なる焼却ごみの削減により稼動時間数の抑
制が図られ、その結果、経費の削減と施設の延命化に寄与
するものと考えています。

平成 22 年度における経費削減方針
焼却場管理経費
約 750 万円削減
ごみ収集経費
約 360 万円削減
合計約 1,110 万円の財政効果見込

◆おわりに
今後も、ごみ減量化対策の取り組みや、ごみ排出量及びごみ処理経費等について
情報を提供し、住民のみなさまとともに環境問題を考え、
「循環型社会」の推進に
努めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

▼住民生活課

公開講

座

生活環境係

☎ 492 － 2714

私達が求める学童保育！ 子どもたちが利用する学童保育！
～理想的な「学童保育」について考えてみませんか？～

地域で子どもたちが安全に、そして安心して生活しながら育つ環境づくりが求められています。
「学童保育」
にはどのような役割が求められるのでしょうか。
和歌山大学教育学部 教育実践総合センター准教授としてご活躍されてる二宮衆一先生をお招きし、岬町
に応じた学童保育について講演していただきます。
二宮先生は、学童期の子どもの成長・発達研究にも従事しています。実際に学童保育を利用している方だ
けでなく、学童保育に興味のある方もこの機会に「学童保育」について学び、考えてみませんか？
▼日時・場所

３月 14 日（日） 13：00 ～

岬町住民活動センター（岬町役場敷地内）

▼対象

学童保育に興味のある方（参加費無料）

▼内容

13：00 ～

講演「学童保育の位置づけと理念」 講師：和歌山大学

14：30 ～

岬町の学童保育の現状について（意見交換）※ 20 分程度

▼申込方法

二宮衆一 先生

電話にて受付

▼申込・問合せ

岬町福祉部子育て支援課

☎ 492 － 2709
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中学生も社明運動に協力！
社会を明るくする標語優秀作品をご紹介します
法務省が主唱する「社会を明るくする運動」には、地方自治体等の団体が参加して、全国的に
活動を展開しています。
私たち岬町更生保護女性会も、早くからこの運動に協力しています。
その一環として、今回も岬中学校３年生に呼びかけて「社会を明るく
する標語」の作成をお願いしました。その標語の一部をご紹介します。

◆平成 21 年度

岬中学校優秀標語

ふれあいは 人と人とを つなぐもの

中村 明音

伝えよう 心のこもった 「ありがとう」 島田

あいさつが みんなの顔を 変えていく

川口 悟司

太陽に 負けないような 笑い顔

永野 叶望

小さな思いが みんなの 笑顔に

的羽 美玲

「ありがとう」 心をつなぐ 合（愛）言葉 武河 あかね

純

一人の笑顔 まわりも幸せ みんなも笑顔 皆木 静香
「ありがとう」 思う心に 「ありがとう」
心から 感謝の気持ちで ありがとう

西田 将秀
岡本 育弥

岬町更生保護女性会

あったかい 朝のあいさつ おはようさん 植村 有紀

こどもたちの安全を守る！

今月は、深日小学校の関口

校長先生にお話をうかがいました。

関口先生が最初に深日小学校に赴任された６年前。そ

のころから実施されている
「集団登校」
と
「まとまり下校」
は、深日小学校区では今も実施されています。学校安全
ボランティアのみなさんが見守るなか、高学年の児童が
低学年の児童を引率しながら登下校をします。関口先生

曰く、「ボランティアのみなさんはアットホームな方が

多い。子どもが好きな方が多いんでしょうね。
」
とのこと。
今年度１学期に、学校全体の「防犯教室」を開催。今

年は初めて、町内の駐在さんがみなさんそろって参加し
ていただいたそうです。犯人役の方の迫真の演技に、最
初はおっかなびっくりだった１年生も、次第に熱心にお
はなしを聞いていたそうです。

岬町野球連盟

体協
数珠つなぎ

岬町野球連盟は、アマチュアスポーツと

しての正しい野球を普及させ、その健全な
発展を図るとともに会員相互の親睦を目的

とした活動等を行うため、昭和 44 年に発
足しました。

発足してから、はや 40 年となる現在に

おいても、10 数チームの参加により春・
秋にはトーナメント戦を行い、勝ち負けだ
けでなく、みんなで親睦を深めあいながら
楽しく活動しています。

近年では若い人たちのチームも増えてき

ています。また、昨年には多奈川地区多目
的公園内にも新しく野球場が完成したこと

もあり、ますます楽しむ機会も増えていま
急な予定変更で子どもたちの下校時間が変わっても、 す。
ボランティアの方々は快く見守り活動をしてくださるそ
野球を楽しみたい方、野球を通じてみん
うです。そんな優しい温かいみなさんのおかげで、今日
も子どもたちの安全は守られています。

★学校安全ボランティアは随時募集していま
す。くわしくはお問い合わせください。
▼登録・問合せ 生涯学習課 ☎ 492 − 2715
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なと親睦を図りたい方など、是非一度観に
きませんか。みんなで楽しい時を過ごしま
しょう！
▼問合せ

岬町野球連盟会長
辻口

☎ 492 － 1151

健

康

ス

事業名

ケ

対象・定員等

ＢＣＧ

生後３か月～６か月未満

発達クリニック

乳幼児（要予約）

ジ

ュ

ー

日時・受付
３月 30 日
午後１時 30 分～２時
４月６日
１時 30 分～３時

高血圧・脂質異常・糖尿病等
３月 12 日
で食生活改善が必要な方
午後１時～３時
（要予約：定員 10 名）
おおむね 65 歳以上の方
３月 18 日
転倒予防体操教室
（要予約：定員 15 名）
午後１時～３時
運動を地域で普及していただ
元気でまっせ体操
３月 26 日
ける方
午後１時 30 分～３時
講習会
（要予約：定員 10 名）
ＢＭＩが 25 以上または腹囲
メタボ解消！
３月 15 日
男性 85、女性 90㎝以上の方
午後１時～３時
体操教室
（要予約：定員 15 名）
○満 40 歳以上
３月 19 日・31 日
（要予約：２年に１回）
午前９時 30 分～ 12 時
乳がん検診
○クーポンをお持ちの方
午後１時 30 分～３時

食生活改善教室

ル
その他

●「保健師健康相談」は「各
種相談」のページ（17 Ｐ）
に掲載しています。
●毎月 10 日までの健康
スケジュールは前月号に
掲 載 し て い ま す。 ま た、
くわしくは「平成 21 年
度健康づくり日程表」で
お知らせしていますので、
1 年間大切に保管して健
康づくりにお役立てくだ
さい。

予防接種について
◆二種混合
（ジフテリア・破傷風）

◆日本脳炎

▼対象
▼対象
第１期 初回３歳～７歳６か月未満で 21 年秋の
小学 6 年生でまだ受けていない方
集団接種ができなかった児
※原則６～ 28 日間隔をおいて２回接種
▼日時 3 月１日～ 3 月 31 日 各医療機関の診療時間内 ※要予約
▼場所 市川クリニック、江川クリニック胃腸肛門科、田中医院、津山医院、なぎさクリニック
（第２なぎさクリニックも可）
、みさきクリニック、もちづき耳鼻咽喉科
※必ず接種医療機関へご予約の上、保護者同伴でお願いします。

～

定期（無料）の接種期間がまもなく終了します !!

ＭＲワクチン

～

次の期間に生まれた方で、麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンを受けていない場合は、定期接
種として公費（無料）で受けられる期限は 3 月末までです。早めに済ませましょう。

第２期：平成 15 年４月２日～平成 16 年４月１日生まれの方
第３期：平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれの方
第４期：平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれの方

▼問合せ

保健センター

☎ 492 － 2424
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ハンセン病を正しく理解
しましょう

来られるような暖かい社会を目
指すことが大切です。

あるいは「らい病」と呼ばれて
いました。平成８年「らい予防

役場へのお問い合わせは直通電話へ

フッ素塗布は歯の質を高め、むし歯予防に効

果があると言われており、これまで岬町では乳歯の生えそろう 1 歳

から「ハンセン病」と呼ぶよう

ました。しかし、健診に来られる保護者の方々から、乳幼児健診の

ハンセン病は感染力の弱い感

定医療機関での実施は 3 月末で終了し、４月からは、次のとおり実

ジをすべて解消するという意味

6 か月以降、指定の歯科医院で 1 人につき 2 回の塗布をすすめてい

改められました。

際にフッ素塗布を実施して欲しいという意見が複数あり、従来の指

染症であり、遺伝することはあ

施方法を変更することになりました。

切な治療により確実に治すこと

できるだけ指定医療機関でフッ素塗布を済ませてください。

ができます。

しかし、かつて我が国では

平成 20 年 2 月以前にお生まれのお子さんは 3 月 31 日までに、

○ 3 月末まで

○ 4 月～

▼対象

▼対象

「らい予防法」の下で患者さん

を強制的に隔離する
「隔離政策」

がとられていたことなどから、
人々の間に「怖い病気」として

1 歳 6 か月児健診、2 歳児歯科

1 歳 6 か月～ 2 歳 6 か月頃
▼場所

指定医療機関

▼回数

最大 2 回

▼費用

1 回 400 円

→

定着してしまい、患者さんはも
とよりその家族も強い偏見や差
別を受けてしまいました。

今なお、社会における偏見や

差別は解消されておらず、その
ために療養所の外で暮らすこと
に不安があり、安心して退所で
きないという入所者の方もいら
っしゃいます。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

☎ 492 － 2424

「らい」についた悲惨なイメー

りません。また、早期発見と適

私たち一人ひとりがハンセン病
について正しい知識と理解を持

岬町文化協会

健診、3 歳 6 か月児健診の対象児
▼場所

保健センター

▼回数

最大 3 回

▼費用

無料

平成 22 年度 広報「岬だより」広告取次業務の登録業者を
募集します！

▼受付期間

３月 18 日（木）～ 25 日（木）
（土日・祝日を除く）

▼受付場所

岬町役場

※期間以外の受付はできません。

企画政策課

※仕様書・申請書類等は、３月１日（月）～ 16 日（火）まで、企
画政策課で配布します。
（土日・祝日を除く）また、岬町ホームペ
ージからもダウンロードできます。
▼申込・問合せ

企画政策課

○岬町ホームページ

ち、元患者さんが地域に戻って

広報情報係

☎ 492 － 2775

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

平成 22 年度総会と会員募集のご案内

■総会 ▼日時・場所 ４月３日（土） 午後１時 30 分 ※受付は１時 00 分開始 住民活動センター
■会員募集
▼対象

文化活動を理解し、岬町文化祭に協力し参加を希望する個人及び団体。原則として岬町在住在勤者。
▼会費

個人会員

年額

2,000 円

団体会員

年額

10,000 円

▼申込方法
申込用紙に記入の上、総会開催時に、受付にご提出ください。なお、申込用紙は教育委員会生涯学習課
で配布しています。
▼申込締切
▼問合せ
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保健センター

4 月から
「フッ素塗布」 が変わります！

ハンセン病はかつて「らい」

法」が廃止された時、それまで

▼問合せ

総会不参加の場合は、４月末日までに、教育委員会
生涯学習課

☎ 492 － 2715

生涯学習課へお申し込みください。

月日

（集合注射） を行います
●平成 22 年度狂犬病予防集合注射を

右表のとおり行いますので、この機会
にぜひ予防注射をお済ませください。
なお、巡回して実施しますので、注

時間
10：00 ～ 10：20

会場
保健センター駐車場

10：30 ～ 10：50

東公民館前

11：00 ～ 11：30

港会館駐車場

11：40 ～ 12：00

中公民館駐車場

13：15 ～ 13：30

小島住吉神社下駐車場

４月６日（火） 13：40 ～ 13：50

楠木会館付近

14：00 ～ 14：10

池谷消防車庫付近

14：20 ～ 14：30

佐瀬川観音寺前

14：40 ～ 14：45

横手集会所付近

は、状況によって中止することがあり

15：00 ～ 15：10

石橋集会所付近

15：20 ～ 15：30

犬飼バス停付近

●注射料金

10：00 ～ 10：30

上孝子圓名寺前

10：40 ～ 11：00

中孝子 JA 孝子支店前

射頭数や混雑状況によって開始予定時
間が遅れることがあります。あらかじ
めご了承ください。また、雨天の場合
ます。

１頭 2,650 円

注射済票交付手数料

４月７日（水） 11：10 ～ 11：30

下孝子入口信号付近

●新たに犬を飼い始めてまだ登録され

13：15 ～ 14：15

岬公園ふれあい坂上

14：25 ～ 15：00

みさき苑内喫茶べこ前

続きできます。登録の際は、上記の

10：00 ～ 10：50

北若老人クラブ憩の家付近ガレージ前

11：00 ～ 11：50

JA 深日支店前

1頭

600 円

ていない方は、予防注射の会場でも手

注射料金に加え、登録手数料（1 頭
3,500 円）が必要です。

４月８日（木） 13：15 ～ 13：45

●他の市町村から転入し、犬の住所変

更をされていない方は、犬鑑札を持参
のうえ役場住民生活課で手続きをお願
いします。

●事故防止のため、できるだけ犬を抑

えることができる方がお連れください。
▼問合せ

生活環境係

☎ 492 － 2714

関空NEWS

13：55 ～ 14：25

緑７地区登り口交差点付近駐車場

14：35 ～ 15：05

緑西集会所

10：00 ～ 11：20

町民体育館前

11：30 ～ 11：50

望海坂第１集会所前

13：10 ～ 13：50

さくら会館駐車場

４月９日（金） 14：00 ～ 14：30

住民生活課

門前橋川幸倉庫前

鴻巣台団地下

14：40 ～ 15：10

別所の台集会所前

15：20 ～ 15：30

飯森山登山口バス停付近

15：40 ～ 16：00

岬町役場

■「KIX エアサイドアベニュー」グランドオープン！

3 月 15 日、国際線出国エリアが「KIX Airside Avenue（KIX エアサイドアベニュー）」

としてグランドオープン！！

この出国エリアの名前は、お客様からの公募で選ばれたもので、
「KIX Style（KIX スタイル）
」をキ

ャッチコピーとして、単なる「移動の際の、通過点としての空港」ではなく、
「おしゃれで心地いい時

間と空間をご提供できる空港」へと進化してまいります。24 時間空港に対応する国際的「CS インフラ」
としての皆様の旅をサポートします。

中央エリアは昨年 12 月 24 日に先行オープンしていますが、グランドオープンでは、ブランドブテ

ィックや飲食店などの店舗が一斉にオープンします。
（※一部店舗については、
4 月以降に順次開店予定）
商業施設の面積は約 1.5 倍となり、店舗・施設数は、29 から 41 からに大幅増加します！
くわしくは関空ホームページをご覧ください。

▼関空ホームページ www.kansai-airport.or.jp

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

狂犬病予防注射
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その他
◆盗難防止のために自転車
防犯登録を！

大阪府の街頭犯罪認知件数は

９年連続全国ワースト１で、そ
のうち、ひったくりについては
減少傾向にあるものの、33 年

連続全国ワースト１となっていま
す。また、街頭犯罪の約 4 割の

40,000 件 が 自 転 車 盗 で、 そ の

うち、55％が施錠していても被

登録は、
平成 6 年 6 月施行の「自

45％については、施錠していな

車等の駐車対策の総合的に推進

害にあっており、また、残りの

転車の安全利用の促進及び自転

い状況で被害にあっています。

に関する法律」により、自転車

ダーキーや前かごにカバーを装

被害にあわないためにも自転車

たくりの防止に非常に効果があ

▼問合せ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

▼とき
３月 17 日
午前 10 時～正午
○おもちゃライブラリー
午前 10 時 30 分～
▼ところ
保健センター

ります。

大阪府自転車商防犯協力会

害の早期回復には、自転車防犯

○ホームページアドレス

☎ 06 － 6629 － 0750

また、自転車の盗難防止や被

http://www.bouhankun.com/

登録が効果的です。自転車防犯
べんきょう

夜間中学で勉強しませんか？
じじょう

しょうがっこう

ちゅうがっこう

そつぎょう

かた

い ろ い ろ な 事 情 で 小 学 校 や 中 学 校 を 卒 業 で き な か っ た 方、

やかんちゅうがく

べんきょう

き

夜間中学に勉強しに来ませんか。
べんきょう

○「あいうえお」から勉強できます。
さいいじょう

ぎむきょういく

う

ひと

にゅうがく

○ 16 歳以上で、義務教育を受けていない人なら入学できます。
ぎむきょういく

じゅぎょうりょう

○義務教育です。
（授業料はいりません。
）
こくせき

と

○国籍は問いません。
ちゅうがっこうそつぎょう

しかく

○中 学 校 卒 業の資格がとれます。
じゅぎょう

げつようび

きんようび

ご

ご

じ

ぷん

ご

ご

じ

○授業は、月曜日から金曜日までの午後５時 30 分から午後８時 30

ぷん

分までです。

にゅうがく うけつけ

ねん

がつ

にち

○入学の受付は、2010 年４月 30 日までです。
ど よ う び

にちようび

しゅくじつ

ただし、土曜日と日曜日・祝日はのぞきます。
もうしこみ といあわ

▼申込・問合せ

▼問合せ
保健センター
☎ 492 － 2424

きしきちゅうがっこうやかんがっきゅう

きしわだしのだちょう

ちょうめ

岸城中学校夜間学級

岸和田市野田町２丁目 19 － 19

きしわだしきょういくいいんかい

そ う む か

岸和田市教育委員会

総務課

☎ 438 － 6553

☎ 423 － 9607

可燃ごみの美化センターへの一部持ち込
３月１日から、
プラスチックごみの分別収集に伴い、 みについて
３月１日からごみの収集日が変わります

ペットボトル・空き缶・空きビンの収集日が、次のと
おり変わっていますのでご注意ください。

４月１日から、一般家庭から排出される可燃ご

みで、植木剪定ごみや草刈した際の雑草等に限り

有料で直接美化センターに持ち込むことができます。
淡輪・望海坂全 多奈川・孝子・
処分料は、10kg ごとに 90 円（10kg 未満の端
深日全地区
地区・深日地区
（岬公園のみ） （岬公園を除く） 数は 10kg とし、また、10kg に満たない場合につ
ごみの種類
いても 10kg として 90 円）かかります。
毎週
毎週
可燃ごみ・紙類・
古着類
月曜日・木曜日 火曜日・金曜日 ※ご家庭から出る「ごみ」の分け方・出し方をま
とめたパンフレットを２月中旬に各ご家庭にお配
プラスチックごみ
毎週 金曜日
毎週 木曜日
ペットボトル・空
りしています。くわしい内容についてはパンフレ
毎週 水曜日
き缶・空きビン
ットをご覧ください。
地区名

▼ごみに関する問合せ
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防犯登録をしましょう。

着することが、自転車盗やひっ

やかんちゅうがく

ほのぼの
クラブ

利用者に義務化されています。

自転車盗には、丈夫なシリン

住民生活課

生活環境係☎ 492 － 2714

▼対象

満 15 歳以上の方（た

▼あっせん基準

称）を一緒につくっていただけ

②非農家の世帯であること。

ー）の養成講座を開催します。

年間 3,000 円

はできませんのでご了承ください。

だし義務教育修了後の方）

①岬町住民であること。

○介助犬

肢体障がい１級また

③形質の変更又は農園の目的以

聴覚障がい２級

恐れのない者であること。

○盲導犬
は２級

視覚障がい１級

○聴導犬

外に使用し、若しくは転貸する

※選考にあたり、補助犬の取得

④体験農園の趣旨を理解し、そ

します。

⑤その他、許可条件等を遵守で

目的、住宅環境等の調査を実施

の利用に熱意のある者であること。

▼申請書配布場所

きる者であること。

▼申込・問合せ

地域福祉課

〒 540 － 8570（住所記載不要）
大阪府福祉部障がい福祉室自

立支援課社会参加支援グループ

▼指定農園付近図

募

集

◆「体験農園」入園希望者
募集！
体験農園の空き区画につい

て、入園を希望される方を募集
しますので、次の要領でお申し
込みください。（希望者多数の

場合は、受付番号による抽選と
なります。）

▼入園期間

平成 22 年 4 月 1 日～平成 23

年 3 月 31 日（一年単位）
▼申込受付期間

3 月 12 日～ 23 日（土日祝日

を除く、午前９時～午後５時まで）
▼募集予定区画数

４区画（１区画約 24㎡）

▼申込書設置及び受付場所
岬町役場

産業振興課

▼講習期間

4 月～ 11 月の日曜〈全 11 回〉

▼時間 午前 10 時～午後 3 時半
◆場所

泉佐野丘陵緑地（仮称）及び

府営りんくう公園管理事務所
▼参加費用

▼定員 40 名
（応募多数時、
抽選）

みさき公園

▼応募方法

（伊藤園シャイニー
スタジアム）

申込用紙を郵送、

FAX、Email でご応募ください。
▼募集受付期間

みさき公園

指定農地

※現地周辺には駐車場はありま
せん。

▼公開抽選日時

3 月 25 日（木）午前 10 時～

▼抽選会場 岬町役場２階会議室

3 月 1 日～ 3 月 19 日（必着）

▼応募・問合せ
〒 598 － 0048

泉佐野市りんくう往来北 1 － 271
大阪府岸和田土木事務所

佐野丘陵緑地工区

泉

☎ 464 － 8681 ／ FAX 464 － 8682

（電話受付 平日 9：30 ～ 17：00）

※公開抽選しますので、申込ま

Email：kishiwadadoboku-g17@

ください。

HP（募集チラシ・様式ダウンロード）

れて当日時間のある方はご出席
▼問合せ

産業振興課

☎ 492 － 2749

sbox.pref.osaka.lg.jp

http://www.pref.osaka.jp/kishido/
kishido-home/izumisano.html

ご存知ですか？岬町に山＋海の取り組みがあることを！

大人の林間・臨海学校

なお、農作業については各自

の責任でお願いします。

るボランティア（パークレンジャ

500 円
（講座期間保険料として）

☎ 06 － 6944 － 9176

FAX06 － 6942 － 7215

府営公園 泉佐野丘陵緑地（仮

岬町“ゆめ・みらい”サポート事業

▼とき

４月５日～６日（１泊２日※４食付）

▼ところ

孝子小学校

▼内容

５日：楽しい授業や散策等（孝子小学校～孝子の森）

夕べの講座：手作ヨットで世界１周された青木洋さんの冒険話を予定

６日：クルージング、カヌー等（大阪府立青少年海洋センター）

▼参加費

10,000 円（宿泊代、食事代、講座費、乗船費、保険代等）

▼募集人員

45 名（先着順で定員になり次第締切）

▼申込・問合せ
▼主催

☎ 080 － 5703 － 6875

NPO 法人

まちづくり岬

渡辺

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

３月 25 日（木）～４月 26 日（月）

※必着

※途中退園されても、月割返戻

◆パークレンジャー養成
講座受講生募集！

▼入園料

▼募集期間
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〒 593 － 8316

堺市西区山田 2 丁 190 番地 3
軽自動車検査協会
大阪主管事務所

和泉支所

☎ 072 － 273 － 1561

○原動機付自転車（125cc 以下）
・
小型特殊自動車

〒 599 － 0392（住所不要）
岬町役場

税務課

課税係

☎ 492 － 2752

の承認を受けられた方で､ 平成
予定であることをあらかじめ把
握できた方に対して､ 日本年金
機構から３月下旬に学生特例申
請書 ( ハガキ形式 ) をお送りし

ます。申請書に必要事項を記入

役場へのお問い合わせは直通電話へ

金

◆学生納付特例の申請は
毎年必要です

年金の被保険者となり、保険料
の納付が義務付けられています
が、学生（一部の学校の学生を

目的とする手話講習会を開催し

を行うことができます。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

を対象としていますので、申請

書がお手元に届かない場合は、
お手数ですが、年金事務所まで
お問い合わせください。
▼問合せ

貝塚年金事務所

☎ 431 － 1122

◆若年者納付猶予制度に
ついて
学生でない 30 歳未満の方で、

得が次の基準以下の場合、申請

あり、本人及び配偶者の所得が

猶予される「学生納付特例制度」
が設けられています｡ 学生証な
どの学生であることを証明でき
るものと年金手帳をご持参のう
え、保険年金課へ申請してくだ
さい。

申請が遅れると、申請日前に

生じた不慮の事故や病気による
障害について、障害基礎年金を
受け取れない場合がありますの

で、お早めに申請してください。

の習得及び手話通訳者の養成を
ますので、
ぜひご参加ください。
▼対象者

岬町に在住・在勤・

在学の中学生以上の方

（但し、中学生の方は保護者同
伴に限ります。
）
▼日時

４月 14 日（水）～９月１日（水）

ま で の 毎 週 水 曜 日（ 全 20 回 ）
午後７時～午後９時

▼場所

岬町役場２階会議室

※場所が変更になる場合があり
ます。
▼内容

入門課程（初めて手話を学習

保険料を納付することが困難で

される方）

次の基準以下であれば、保険料

ト代 1200 円を初回に徴収しま

の納付が猶予となる「若年者納
付猶予制度」が設けられていま
す。

年金手帳をご持参のうえ、保

険年金課へ申請してください。
※所得基準額（申請者本人及び
配偶者）
（扶養親族等の数＋１）× 35
万円＋ 22 万円
▼問合せ

保険年金課

☎ 492 － 2705

▼参加費

無料（但し、テキス

す）

▼申込期間

３月 10 日～４月７日

（先着 30 名）

▼申込方法

地域福祉課窓口又

は電話による受付
▼主催
▼共催

岬町

岬町身体障害者福祉会

聴覚障害者部会

▼問合せ

地域福祉課

☎ 492 － 2700

※所得基準額（申請者本人のみ）
118 万円＋扶養親族等の数
× 38 万円＋社会保険料控除
等
●手続き簡素化に伴うハガキ形
式申請書の送付について

平成 21 年度の学生納付特例
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予定年月の把握ができている方

経済的な理由等により国民年金

により在学中の保険料の納付が

聴覚障がい者への理解と聴覚

３月 ) についても学生特例申請

度 ( 平成 22 年４月～平成 23 年

除く）については、国民年金保
険料の納付が困難で、本人の所

◆手話講習会の開催につ
いて
障がい者の言葉である手話技術

日本国内に住むすべての人

は、20 歳になった時から国民

祉

のうえ返送すると、平成 22 年

ただし２月下旬時点で、在学

年

福

22 年 4 月以降も引き続き在学

３月は
「自殺対策強化月間」です
岬町では自殺対策キャンペー
ンを展開します。
保健センター

◆身体障がい者補助犬貸
与者の募集
盲導犬、介助犬、および聴導

犬の貸与希望者を募集します。

（選考の上、貸与の可否を決定）

◆固定資産税の縦覧制度に
ついて
岬町の固定資産税の納税者を

対象に、町内の土地又は家屋の
価格等が記載された縦覧帳簿の

書の交付を受けた日後 60 日ま
で

▼問合せ

税務課

納税係

☎ 492 － 2765

◆口座振替のおすすめ
町税を預貯金口座から自動的

縦覧を行います。なお、縦覧に

に納めていただく制度で、ご希

本人確認のできるものが必要で

融機関へ、通帳に使用している

税者の委任状が必要です。

ださい。

４月１日（木）～５月 31 日（月）

らの町府民税・固定資産税及び

は納税通知書又は運転免許証等

望の方は、預貯金されている金

す。また、代理人の縦覧には納

印鑑を持参のうえお申し込みく

▼縦覧期間・時間

午前９時～午後５時 30 分

（土・日・祝日を除く）

▼縦覧場所
▼問合せ

役場税務課内

税務課課税係（固定資産税担当）
☎ 492 － 2757

◆固定資産評価審査委員
会への審査申し出につ
いて
固定資産の価格に不服がある

場合、納税者は文書で審査の申
し出をすることができます。
▼申出対象

なお、平成 22 年度１期分か

平成 22 年度軽自動車税の口座
振替をご希望の方は、３月末ま

れた土地。

②地価の下落により、特例措

置を受けた宅地等。

③昨年中に新増築などで新た

に価格が決定された家屋。
▼申出期間

人 の 動 き
平成 22 年２月１日現在

府民のみなさんから納めてい

ただく府税は、教育や子育て、
安全なまちづくりなど、府民の
みなさんの身近な生活に役立っ
ています。

納税がお済みでない方は、ぜ

ひこの期間に納税していただき
ますようお願いします。
▼問合せ

大阪府泉南府税事務所

☎ 439 － 3601

◆単車・軽四輪などの盗
難・廃車・変更などの
手続きはお早めに
単車や軽四輪などにかかる軽

でに手続きを済ませてください。

自動車税は、４月１日現在の所

の窓口、又は役場税務課に備え

ます。もし単車などが盗難に遭

※固定資産税の場合、納税管理

別に次の届出先へ盗難による滅

申し込み用紙は町内金融機関

有者に課税することになってい

ています。

った時は、警察への盗難届とは

人となっているものも振替の対

失の手続きを行ってください。

象となります。

（盗難届とは別のものになります

また、死亡等により納税義務者

のでご注意ください。
）

は、新たに口座振替の申し込み

や軽自動車については「廃車の

▼問合せ

が変わった場合は「名義変更の

（納税管理人）が変更した場合
が必要になります。
税務課

納税係

☎ 492 － 2765

①昨年中に地目の変更、分・

合筆などで新たに価格が決定さ

な税収の確保に努めます。

◆税収確保重点月間
（アタックス 2009）
大阪府では、
「税の公平性の

また、使用しなくなった単車

手続き」
、譲渡等により所有者
手続き」をそれぞれ次の届出先
に届出をしてください。手続き
をしない場合、そのまま課税さ
れることになります。

※詳細については、車種に応じ
て各届出先までお問い合わせ下

確保」と「自主財源である府税

さい。

収確保重点月間」と定め、貴重

○自動二輪車（125cc 超）

収入の確保」のため、
３月を「税

世帯数 ７，８６１ （＋１６）
人 口 １８，３０４人（＋ ３）
男
８，６２５人（＋ ７）
女
９，６７９人（ー ４）

▼届出先

〒 594 － 0011

和泉市上代町官有地
近畿運輸局

大阪運輸支局

和泉自動車検査登録事務所

☎ 050 － 5540 － 2060

○軽自動車（三輪・四輪）

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

税

４月１日（木）から納税通知
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各 種 相 談
相談業務名

◆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

◆障害者相談

17

※くわしくはお問い合わせください。
日時等

場所・予約・問合せ

３月 10 日（水）
・24 日（水）
住民活動センター
午後２時〜５時（定員６名）
企画政策課☎ 492 − 2775
３月 16 日（火）
役場相談室
午前 10 時〜正午
企画政策課☎ 492 − 2775
■役場相談室（要予約）
■役場相談室
３月 19 日（金）午後１時 30 分〜３時 地域福祉課 ☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
■「まつのき園」相談室
平日８時 45 分〜 17 時
☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー メールアドレス
ル等で対応。なお、
緊急の電話対応は、
satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」出張相談
■「まつのき園」出張相談（要予約） 役場相談室
３月 24 日（水）午後１時〜４時
地域福祉課 ☎ 492 − 2700

■岬町地域包括支援センター
土日祝日以外
◆介護相談
午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
年中無休・24 時間体制
月〜金曜日（祝日は除く）
◆進路選択支援相談
午前９時〜午後５時 30 分
３月５日（金）
・19 日（金）
◆教育相談
午後１時 30 分〜３時
３月 12 日（金）
◆消費者相談
午後１時〜４時
■岬町住民活動センター
３月２日（火）
・16 日（火）
午後１時 30 分〜３時
■岬町人権多奈川地域協議会
（文化センター内）
◆人権相談
月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権淡輪地域協議会
水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時
月〜金曜日（祝日は除く）の
◆総合生活相談
午前９時〜午後５時
月〜金曜日（祝日は除く）の
◆地域就労支援相談
午前９時〜午後５時
月〜金曜日（祝日は除く）の
◆障害者就労・生活相談
午前９時〜午後５時
３月 15 日（月）
◆保健師健康相談
午後１時〜２時
４月５日（月）
◆乳幼児育児相談
午前 10 時〜正午
３月 30 日（火）
◆心の健康相談（予約制）午後２時～３時 30 分
※精神科医による相談を行います。

■岬町地域包括支援センター
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716
■在宅介護支援センター淡輪園
☎ 494 − 0789
学校教育課☎ 492 − 2719
指導課☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付
監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749
■岬町住民活動センター
人権推進課 ☎ 492 − 2773
■岬町人権多奈川地域協議会
（文化センター内）
☎ 492 − 3270
■岬町人権淡輪地域協議会
☎ 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
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424
岬町立保健センター ☎ 492 － 2424

関空旅博 2010
～世界に一番近い旅の博覧会～

◆旅行フェスティバル（場所：南北イベント広場）
海外・国内のとっておき旅情報が集結！各国の

政府観光局をはじめ、航空会社や旅行会社などの
PR ブースで、多彩な旅行情報を発信します。
◆海外旅行セミナー

（場所：ホテル日航関西空港内

▼開催日時

▼場所

３月 27 日（土）
・28 日（日）
10:00 ～ 17:00
関西国際空港（南北イベント広場・駅

コンコース・エアロプラザ・関西空港会議場ほか）
◆ＰＲステージイベント

（場所：北イベント広場特設ステージ）
ワールドワイドなステージパフォーマンスシ
ョーで海外旅行気分が楽しめます！

【女性向け初企画！】
関西空港会議場）

旅の初心者からエキスパートまで幅広くご参加

◆世界のエステ体験会

（場所 《プチ体験会》エアロプラザ２階イベ

いただける各種セミナーを開催。世界各国の旅の

ントホール・
《本格体験会》
ホテル日航関西空港）

魅力やショッピング情報など、充実のカリキュラ

ワンコインで、世界のエステをプチ体験！ハ

ムが世界への旅をサポートします。

ワイ・インドのマッサージやフランスのリンパ

◆第３回全国旅クイズ王選手権「決定！タビキング」

ドレナージュなど、世界のさまざまなエステを

＜ WEB 予選会＞

とってもオトクなワンコインで体験できる「プ

▼受付

チ体験会」を開催。また、
「プチ」では物足り

２月１日（月）～３月 28 日（日）14：00

▼参加方法 「タビキング」
サイトにアクセス、
「タ

ない方には、ホテルの優雅なスイートルームで

ビキング予選問題集」
にチャレンジしてください。

施術される本格エステを堪能できる「本格体験

優秀な成績を修められると、決勝大会参加権を獲

会」を、オトクなプライスでご用意。

得できます。

▼協力

▼ホームページアドレス

リアンゲル

http://www.tabihaku2010.com/tabiking

ナチュラルエステティックサロン

マ

▼世界のコスメマーケット（場所：エアロプラ
ザ２階イベントホール）

＜決勝大会＞
▼場所

北イベント広場特設ステージ

▼日時

３月 28 日（日）15：30 ～

日本ではあまり知られていない、世界のコス
メが大集合！モロッコのアルガンオイルやオー

◆ワールドグルメ屋台（場所：駅コンコース）

ストラリアのアロマオイルなど、ココロとカラ

その国ならではの美味しく、バラエティに富んだ

▼協力 （株）ナセスシステムズ、エステティ

メニューをご賞味いただけます。

ックスクール ナセス

旅博だからこそ味わえる、
世界のグルメが大集合！

▼主催

関西国際空港株式会社

▼セミナー共催
▼協賛

▼後援

ダに優しいコスメをご紹介、販売します。

観光庁

社団法人日本旅行業協会関西支部

関西国際空港全体構想促進協議会、社団法人日本旅行業協会

イベントの詳細情報は、随時「関空旅博 2010」HP にてお知らせしていきます
※ URL：http://www.tabihaku2010.com
▼問合せ 関西国際空港株式会社イベントグループ ☎ 455 － 2156（平日 10:00 ～ 17:00）

◆ 1 月の議会の主な活動
８日
９日

例月出納検査
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消防出初式
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