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町内探検！

淡輪小学校３年生の児童が社会見学の一環として
“いきいきパークみさき”内に新設された、青木松風
庵岬工場を見学しました。
今年２月に操業を開始したばかりの最新鋭の工場
では、
「みるく饅頭月化粧」が次々と焼きあがってい
きます。子どもたちは、目の前で繰り広げられるお
菓子作りの工程に目を輝かせ、興味津津です。
見学後は、焼きたてお菓子の試食会。焼きたてア
ツアツの月化粧に子どもたちは笑顔満開でした。
毎日、こんな授業だったらいいのになぁ…、そん
な声が聞こえてきそうなひとときでした。
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有効期限の過ぎた被保険
者証は、市町村窓口へお返
しいただくかご自身での破
棄 を お 願 い し ま す。（ 年 度
途中で負担割合や住所など
に変更があった方で、現在
も古い被保険者証をお持ち
の場合は市町村窓口へお返
しください。）
※被保険者証の送付の際に
「ジェネリック医薬品希望
カード」を同封しています。
ジェネリック医薬品を希望
される場合は、そのカード
を医師・薬剤師に提示して
ください。

保険料の決定
平成 年度の後期高齢者
医療保険料の決定（本算定）
８月１日から︵水色︶
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に伴い、被保険者の皆さんに
保険料額決定通知書及び納
入通知書を送付しますので、
内容をご確認ください。
保険料の納入方法は、年金
から直接納めていただく「特
別徴収」
と、
口座振替や市
（区）
町村からお送りする納付書
で納めていただく
「普通徴収」
の２通りに分かれます。
また、年度途中に被保険者
となられた方は、資格を取得
した月から月割で保険料を
納めていただきます。
■﹁特別徴収﹂～年金から
お支払いの方～ 年金受給
額が年額 万円以上の方は、
原則年６回の年金受給日に、
その年金から保険料を直接
お支払いいただきます。
■﹁普通徴収﹂ ～口座振替
や納付書でお支払いの方～
特別徴収の対象とならな
い方は、市町村が定める納期
（７月から翌年３月までの９
期）までに、口座振替や納付
書（納入通知書）で保険料を
納めていただきます。
「特別徴収（年金からのお
27
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支払い）
」から口座振替に変更
を希望される方は、手続きが
必要ですので、市（区）町村
担当窓口でご相談ください。

合、船員保険の被扶養者で
あった方は、所得割額は課
されず、被保険者均等割額
が９割軽減となります。
※所得割額の賦課対象者の
うち、所得割額算定にかかる
「賦課のもととなる所得金額」
が 万円以下（年金収入のみ
の場合で、かつ、収入のあっ
た年の 月 日時点で 歳
以上の方の場合、収入が 万
円以下）の方は、所得割額が
５割軽減されます。

12
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211 65

※基礎控除額等については、税法改正等によって変動することがあります。
※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者
控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた 65 歳以上の方に
ついては、公的年金等に係る所得金額から 15 万円を控除して軽減判
定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対
象となります。

58

42,085 円

保険料の軽減措置

26,303 円

607

5,260 円

8.5 割軽減の世帯に属する被保険者であ
り、かつ、当該世帯の被保険者全員の各
９割
所得が０円であるとき（ただし、公的年
金等控除額は 80 万円として計算する）
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）
の総所得金額等が、
基礎控除額（33 万円）8.5 割
を超えないとき
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）
の総所得金額等が【基礎控除額（33 万円）
５割
＋ 24.5 万円×被保険者の数】を超えな
いとき
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の
総所得金額等が【基礎控除額（33 万円）＋ ２割
45 万円×被保険者の数】を超えないとき

7,891 円

世帯の所得水準に応
じて被保険者均等割額
（５万 ２ 千 円 ） が 軽 減 さ
れます。（左表参照）
※後期高齢者医療制度に加
入 す る 日 の 前 日 に お い て、
会社の健康保険や共済組
軽減 軽減後の被保険者
割合 均等割額（年額）

所得の判定区分

後期高齢者医療制度に関するお知らせ
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被保険者証が
変わります

26

日まで︵桃色︶

８ 月 か ら、「 後 期 高 齢 者
医療被保険者証」が「水色」
に変わります。
新しい被保険者証は、７
月下旬までにはお住まいの
市（区）町村から送付され
ます。有効期限は平成 年
７月 日までの１年間です。
また、現在お持ちの被保
険者証（桃色）の有効期限
は、平成 年７月 日まで
です。それ以後はご使用に
なれませんのでお気をつけ
ください。
なお、新しい被保険者証
は、お手元に届いたときか
らご使用いただけます。
月

31
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平成 26（2014）年７月号

※この世帯に属する被保険者は、個
人の住民税、課税所得が 145 万円未
満であっても３割に判定されます。

本人の収入額が 万円未満
のとき
■同一世帯に被保険者が複
数いる場合 被保険者の収
入の合計額が 万円未満の
とき
■同一世帯に被保険者がお
一人のみで、かつ、同一世
帯に 歳以上 歳未満の方
が い る 場 合 被保険者本人
の収入額が 万円以上の場
合で、被保険者本人及び 歳
以上 歳未満の方の収入の
合計額が 万円未満のとき

限度額適用・
標準負担額減額認定
証の更新

外来＋入院

80,100 円（注１）＋１％
(44,400 円）（注２）

15,000 円

※月の途中で 75 歳となられた方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入してい
た医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ
通常月の２分の１（半額）になります。
※入院、外来ともに、同一医療機関での窓口負担は限度額までとなります。

7

24,600 円

これまで交付を受けてい
なかった方でも、対象とな
り交付を希望される場合は、
随時、市（区）町村担当窓口
で申請することができます。

（注１）医療費が 267,000 円を超えた場合は、その超えた分の１％が加算されます。

（注２）
（ ）内の金額は年３回以上該当した場合の 4 回目以降の限度額。
※入院時の食事代や差額ベッド代等保険診療外の費用は含みません。

44,400 円

ら有効となる減額認定証の
交付を受けるためには、
月 中 に お 住 ま い の 市（ 区 ）
町村担当窓口で手続きをし
て く だ さ い。
（申請が必要
です。）

平成 26（2014）年７月号
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（世帯単位）
（個人単位）

同一世帯に住民税課税所得（各種控除
後の所得）が 145 万円以上の被保険者 44,400 円
がいる場合
同一世帯の被保険者全員の住民税課税
所得（各種控除後の所得）が 145 万円 12,000 円
未満
住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得Ⅱ
1
割
〇住民税非課税世帯のすべての世帯員
非課
の各所得が０円となる方（ただし、公 8,000 円
税
的年金等控除額は
80 万円として計算）
低所得Ⅰ
世帯
〇住民税非課税世帯に属する老齢福祉
年金を受給している被保険者

現役並み
3割
課 税 所得者
世帯
一般

70
1

外来

判定基準
課税
負担
負担区分
状況
割合

70

後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）は、医療機関
に入院や通院した際に窓口
で提示すると、医療費、食
事代の負担が軽減されるも
ので、
住民税非課税世帯（低
所得Ⅰ、Ⅱ）に属する被保
険者が対象となります。
現在、交付されている減
額認定証の有効期間は平成
年 月 日までとなって
おり、引き続き 月 日か
8

自己負担限度額（月額）

■自己負担限度額とその判定基準

383

520

75

383

520

31

３割負担
( 現役並み
所得者 )
同一世帯内に住民税課税所得（各
種控除後の所得）が 145 万円以
上の被保険者がいる場合

１割負担
（一般）
同一世帯内の被保険者全員が住民
税課税所得（各種控除後の所得）
が 145 万円未満の場合

75

7

保険医療機関等での
自己負担割合

【現役並み所得者の判定】
毎年８月 日現在で当該
年度の「住民税課税所得（各
種 所 得 控 除 後 の 所 得 ）」 が
万円以上ある後期高齢者
医療制度の被保険者及びこ
の方と同じ世帯に属する被
保険者は、すべて現役並み
所得者として３割負担とな
ります。
※被保険者証の有効期限内
であっても、世帯構成の変
更や所得更正等により、自
己負担割合が変更になる場
合があります。この場合の
判定では、４月から７月ま
では前年度、８月から翌年
３月までは当該年度の住民
税課税所得を用います。
※ただし、現役並み所得者
として３割負担と判定され
た場合でも、次の要件に該
当するときは、お住まいの
市（区）町村担当窓口に申
請（ 基 準 収 入 額 適 用 申 請 ）
することで、１割負担に変
更することができます。
申請が認められると原則
申請日の翌月初日から有効
な１割負担の被保険者証
が、後日交付されます。
■同一世帯に被保険者がお
一人のみの場合 被保険者
26

自己負担割合は、毎年８
月１日現在で当該年度（４
月から７月までは前年度）
の「住民税課税所得（各種
所 得 控 除 後 の 所 得 ）」 に よ
り定期判定を行います。
医療機関での自己負担割
合 は、「 一 般 の 方 は １ 割 」、
「現役並み所得者は３割」
となります。

【後期・高齢者医療費医療制度に関するお知らせ】

145
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【後期・高齢者医療費医療制度に関するお知らせ】
■入院時の食事代
課税
状況

■療養病床に入院したとき

負担区分

標準負担額（１食当たり）

課税 現役並み所得者
世帯
一
般

非課税
世帯

低所得Ⅱ

260 円
210 円

過去１年以内の入院日数
が 90 日以内の入院の場合

160 円 過去１年以内の入院日数が
（注） 90 日を超える入院の場合

低所得Ⅰ

100 円

（注）適用を受けるためには市（区）町村担当窓口で
の手続きが必要です。

食費と居住費の一部を自己負担します。
ただし、入院医療の必要性が高い方は上記の「入院
時の食事代」のみ負担となります。
課税
状況

食費

負担区分

課税
世帯
非課税
世帯

現役並み所得者
一
般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

高齢受給者証の更新

誕生日が

住民税の
生年月日
課税標準額
145 万円未満
昭和 19 年
４月１日までの方 145 万円以上
145 万円未満
昭和 19 年
４月２日以降の方 145 万円以上

一部負担金
の割合
１割
３割
２割
３割

新しい高齢受給者証の有効期限は、平成 27 年７月
31 日（平成 26 年８月２日から平成 27 年７月 31 日ま
でに 75 歳を迎える方は、誕生日の前日）までとなり
ます。
くわしくはお問い合わせください。
▼問合せ 保険年金課 ☎ 492 ‐ 2705

210 円
130 円
100 円

320 円
0円

（注）管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われてい
るなどの場合。それ以外の場合は 420 円の自己負担です。

国民健康保険加入者で 70 歳から 74 歳の方が現在お
持ちの高齢受給者証の有効期限が平成 26 年７月 31 日
までとなっているため、新しい高齢受給者証を７月下旬
に郵送します（更新の手続きは不要です）
。
８月１日以降に医療機関で受診するときは、保険証と
一緒に新しい高齢受給者証を提示してください。 なお、
医療機関の窓口負担について、平成 25 年中の所得に基
づき次のように再判定するため、現在お持ちの高齢受給
者証と新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が異なる
場合がありますので、あらかじめご了承ください。		
判定基準

460 円（注）

老齢福祉年金受給者

▼後期高齢者医療に関する問合せ
◎制度全般に関すること 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局
○資格管理課（保険料、被保険者資格、被保険者証等）
○給付課（給付事務、保健事業（健康診査等）
、医療費通知、レセプト点検）
○総務企画課（事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴）
◎保険料の納付、その他各種届出に関すること
○役場保険年金課
		

◆国民健康保険

居住費

（１食当たり）（１日当たり）

☎ 06 － 4790 － 2028
☎ 06 － 4790 － 2031
☎ 06 － 4790 － 2029
☎ 492 － 2705

◆老人医療（一部負担金相当額
等一部助成）制度
65 歳以上で次のいずれかに該当する方

は、医療機関の窓口で負担する額が一定金
額になる老人医療（一部負担金相当額等一
部助成）医療証の交付を受けることができ
ます。

○身体障害者手帳の障害の等級が１・２級
をお持ちの方。

○療育手帳（重度 A）をお持ちの方、もし

くは療育手帳（中度 B １）と併せて身

体障害者手帳（３～６級）をお持ちの方。

○ひとり親家庭医療費助成の対象の方。
○特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
○結核にかかる医療を受けている方。

○障害者総合支援法に基づく精神通院医療の
認定を受けている方。

また、現在すでに老人医療（一部負担金

相当額等一部助成）医療証（青色）をお持

ちの方の有効期限は７月 31 日までになり
ますので、更新の手続きがお済みでない方
は、早急に手続きをお願いします。
▼問合せ

保険年金課

☎ 492 ‐ 2705

平成 26（2014）年７月号
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あります。
海では「離岸流」といっ
た岸から沖へと流れる海流
に引きずり込まれた。
川では、ゲリラ豪雨とい
った集中豪雨により、急激
な水位の上昇により流され
たなど。
天候の変化や地形の構造
などにおいての注意も必要
となります。
事 故 に 遭 遇 し た 場 合 は、
直ちに助けを求める。早く
消防へ通報する。ロープや
浮 力 の あ る 物 を 利 用 す る。
一人で入水し助けること
は、非常に危険です。
なお、消防署では心肺蘇
生法などの救急講習会も実
施しております。
楽しい思い出の夏となるよ
う水難事故を防ぎましょう。
▼問合せ 岬消防署
☎ ‐０１１９

▼火災・救急・救助 〇局番なしの ☎ 119 番 〇携帯電話からも局番なしの ☎ 119 番
▼医療機関照会・救急医療相談 「救急安心センターおおさか」
〇携帯電話・プッシュ回線からは ☎♯ 7119 〇 IP 電話・ダイヤル回線からは☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119
※ご注意！ 火災に関する情報や病院照会は次の電話番号におかけください。
１分１秒でも早く現場に到着できるよう 119 番でのお問い合わせはご遠慮ください。
▼火災に関する情報 ☎ 473 ‐ 0019（自動応答）
▼病院照会 ☎ 492 ‐ 0119

～お問合せ電話番号をお間違いなく～

上級救命講習会

（木）

岬消防署

大雨・集中豪雨にご注意

りましょう。
○テレビやラジオなどで最新
の気象情報をチェックする
○ 側 溝 や 排 水 路 を 掃 除 し、
水はけをよくしておく
○災害時の避難に備え必要
なものを準備し、すぐに持
ち出せるようにしておく
○避難所開設予定場所を事
前に確認しておき、危険を
感じたらすぐに避難する
◯避難時には増水した河川
などには近づかない
▼問合せ 泉州南広域消防本
部 警備課 ☎ ‐０１１９

水難事故に注意！

17（月） 200

上級救命講習会とは、応
急手当の重要性から始ま
り、成人・小児・乳児・新
生児を対象とした救命に必
要な応急手当（基本的心肺
蘇生法・ＡＥＤ使用法・異
物除去法・止血法）及びそ
の他の応急手当（傷病者の
管理法・外傷の手当要領・
搬送法）と効果測定（実技
及び筆記）を含んだ８時間
の講習会です。受講者には、
修了証を交付します。
▼日時 ７月 日
９時～ 時
（うち休憩１時間）
▼場所 泉州南広域消防本
部 ５階研修室
▼定員
人（先着順）
▼受講料 無料（ただし人
工呼吸用携帯マスク代 円
必要）
▼申込方法 ７月７日 ～
日 の平日９時から 時
分までに電話又はＦＡＸ
で、お申し込みください。
▼申込先・問合せ
泉州南広域消防本部警備課
☎ ‐０１１９
ＦＡＸ ‐２１１９
31

17

20

460

469

暑い夏が来ました！海や
川などの水辺で涼をとりた
くなる季節です。そんな中、
水難事故が絶えません。
子供の水遊び・急流に流
される・深みにはまる・自
身の泳力を過信するなど。
また、自然における怖さも

平成 26（2014）年７月号
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（水）

469

１
１1199

～備えは万全ですか？～
本格的な梅雨の時季には、
長雨や集中豪雨による災害
が発生しやすくなります。
昨年は中国地方で２人が
大雨による災害で亡くなる
など、全国各地で多大な被
害が発生しました。
特に集中豪雨について
は、地球温暖化やヒートア
イランド現象の影響で、こ
こ数年発生しやすくなって
おり、ゲリラ豪雨と呼ばれ
る突発的に起こる局地的な
大雨も発生し、河川の氾濫、
家屋の浸水、土砂災害や行
方不明などの被害を各地に
もたらしています。
他人事とは考えず、大雨
による災害に巻き込まれな
いよう、次のことに注意し、
自分自身や家族の安全を守

30 30

ダイヤル

492

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

７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。
※（

29

日

30

ア

６

月

７

深日小 PTA 廃品 乳幼児育児健康
回収（６月号） 相談（６月号）

13

火

献血（６月号 )
人権相談、福祉な
んでも相談（17）
淡輪海水浴場オー
プン（18）

アピ生歴

ア

１

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

アピ生歴

14

２

水

３

木

４

金

特定健診、各種 市民後見人等養
がん検診等
成講座説明会
（６月号）
（６月号 )
国際交流夏祭り
（７）

淡歴

８

９

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

31

1

2

法律相談、福祉な 絵本の学校（11）消費者相談（17）岬自然散策会
（７）
んでも相談（17）
みどりっこまつり
出張ほのぼのク
（18）
ラブ（６月号）

淡ア歴

15

岬歌謡愛好会
（７）社明講演会（８） 行政相談、人権 福祉なんでも相談 たまごクラブ（９）
たまごクラブ
（９）発達クリニック 相談、相続遺言
（17）
（９）相談、
（17）
幼児教室（11）
乳児わらべうた
（11）
アピ生歴

20

21

童謡をうたう会
（７）

ア

海の日

淡ア生歴

淡歴

22

淡 ア ピ生歴

法律相談、福祉な 心の健康相談
（17）危険物取扱者保
んでも相談（17）
安講習会
（６月号）
園庭遊び（11）
BCG（９）
海保関空フェア
2014（11）
出張ほのぼのク
ラブ（12）

27
28
29
30
たまごクラブ
（９）手づくり紙芝居 献血おもしろゼミ 献血おもしろゼミ
手づくり紙芝居 講座（11）
ナール（12）
ナール（12）
講座（11）
献血おもしろゼミ
チアリーダーシ ナール（12）
ョー（18）
アピ生歴

５

土

上級救命講習会 ２種混合（９）
（５）手づくり紙芝居
手づくり紙芝居 講座（11）
講座（11）
献血おもしろゼミ
献血おもしろゼミ ナール（12）
ナール（12）

淡ア歴
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イベント・催し情報

日支払い。飛入参加歓迎）
▼主催 岬歌謡愛好会
▼申込み期間
７月３日 ～９日
▼受付・問合せ
松下☎ ‐０４４０
辻☎ ‐７８８１‐００８２

▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ‐４６３３

８月のイベント

陸上自衛隊信太山駐屯地

▼行事内容 盆踊り、太鼓演
奏、音楽演奏、模擬売店など
▼その他
※雨天又は自衛隊の都合に
より、行事を中止する場合
があります。
※お車でのご来隊は御遠慮
下さい。公共の交通機関を
ご 利 用 下 さ い。
（ＪＲ阪和
線信太山駅より徒歩 分）
※入場はすべて無料。どな
たでも入場可能。
▼問合せ 陸上自衛隊信太
山駐屯地広報室
☎０７２５‐ ‐００９０
（内線 ）

204

15

納涼大会

▼とき ８月３日
午後６時 分スタート
（午後５時から午後９時ま
で一般開放。）
▼場所 陸上自衛隊信太山
駐屯地（大阪府和泉市伯太
町官有地）

41

童謡をうたう会
▼とき ７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

（日）

（水）

関西国際空港では、
2014 年夏も続々と増
便し、フライトネット
ワークが充実します！
まず、2014 年 7 月
1 日 ( 火 ) より、エバー航空 (BR) が関西＝台北
線をさらに週 3 便増便し、合計週 17 便運航へと
拡充することになりました。これにより関西＝台
北線は週 102 便が運航することとなり、台湾全
体では計 123 便で結ばれ、日台間を結ぶ航空ネ
ットワークがさらに充実されます。
さらに、2014 年 3 月より関西国際空港へ新規
就航した中国の LCC である春秋航空 (9C) は、
7 月 18 日 ( 金 ) より、関西＝武漢線を週 4 便で
新規就航をすることになりました。武漢は関西空
港にとりましても新規就航都市となり、関西空港
の中国路線は計 20 都市となります。
この夏、航空ネットワークが拡大しさらに便利
になる関西空港から海外旅行はいかがですか。
▼問合せ 関西空港案内 ☎ 455 ‐ 2500

（日）

492

30

（木）

20

20

30

600
（火）

回歌謡発表会

岬歌謡愛好会

第

300

090
474

関空NEWS
■ 2014 年夏
関西国際空港からの
フライトがますます充実！

2

7

492 492

▼とき ７月 日
開演 午後１時～
▼場所 深日会館
名 ※先着順
▼募集人員
▼参加費 １０００円（当

平成 26（2014）年７月号
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中店前
午前７時 分
８月２日までの日程は
▼コース（一般コース★★）
カレンダー︵６ページ︶
面不動鐘乳洞～行者さん
に掲載しています。
通り～コウモリ、トウロウ
の岩屋～エコミュージアム
センター～龍泉寺～周辺散
７月のイ ベ ン ト
策または温泉入浴
※歩行時間約 時間 分
（約 ㎞）の行程です。
第 回
▼参加費 ３０００円（バ
国際交流夏祭り
ス 代・ 鐘 乳 洞 入 場 料 ）、 会
員でない方は別途 円（保
▼とき ７月５日
険代）
午後５時～７時 分
▼服装 長袖、長ズボン、帽
▼ところ 淡輪海浜会館
子、手袋
▼内容 よさこいソーラン
▼持ち物 弁当、水筒、雨具、
踊り、ゲーム大会、文化交
携帯用電燈、タオル（入浴希
流など
望者は入浴用具、入浴料 円）
▼参加費用
月８日
▼申込期限
○中学生以上 １０００円
▼申込先
○小学生
５００円
尾和 ☎ ‐１３０５
○小学生以下 無料
高木 ☎ ‐３３０７
▼問合せ 浅田
※次回は９月 日 理智院
☎ ‐９０５６‐４２６１
から谷川台場跡を予定して
います。

10

（土）

（日）

岬自然散策会

（土）

27

13

20

30（土）

～奈良県洞川の周辺を歩く～
（難易度：★★）
▼とき ７月 日
▼集合場所・時間
深日港駅前
午前７時
みさき公園前
午前７時 分
セブンイレブン岬町淡輪
12

6

１０６

₁₃

090

民生委員・児童委員の委嘱について
平成 26 年６月１日付で、欠員地区の民生委員・児童委員が、厚生労働

大臣の委嘱を受けられました。委員の任期は平成 28 年 11 月 30 日までです。

図書だより
本の紹介
■ 本 の 紹 介 ■
☆約束の海
著者 ：山崎 豊子
☆世界の秘境 101
著者 ： アフロ
☆だれでも書ける最高の
読書感想文
著者 ：齋藤 孝
☆危険生物大百科
監修：今泉 忠明ほか

淡輪 18 区担当 夛賀

信

委員

▼問合せ

望海坂担当

小西

知子

委員

岬町民生委員児童委員協議会事務局
（地域福祉課） ☎ 492 － 2700

第 64 回「社会を明るくする運動」
～犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域のチカラ～
「社会を明るくする運動」はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯

した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合

※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。

わせ犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
◆社明講演会

※講演会後に社明広報ビデオを放映します。

▼とき

７月 14 日（月）午後１時 30 分

▼講師

和泉学園園長

▼ところ

岬町役場２階会議室
長島

寿勝

氏

▼問合せ 「社会を明るくする運動」岬町実施委員会

坂原嘉代子

かえり

宇宙より帰還きたるや春の野に

佐藤美根子

きまま

一円玉若葉に吹かれ気儘旅

竹内みよ子

治

花冷えの袖擦り合うも他生の縁

稲原

年子

松尾美津子

留年で学費が嵩む競馬学

大森

洋子

車窓より花の絵巻に酔いしれり

欲ひとつ捨てて心にゆとり持つ

川口 雪子

大平

令子

澄子

誘われた善意に結ぶ人の縁

岸本

寛

三倉

子を産みにツバメ夫婦の里帰り

菊池

茂平

又少し眉は太目よ夏ショール

衣替え試してみたいニュールック

高橋

和美

南出佐代子

のんびりとプライド捨てて丸く生き

辻下

覚庵

苺狩り行って来たんよワンパック

縄のれん昭和の青春を肴にす

中谷

修

八十田正代

頑張りをおかげさまでと言える人

野間

澄恵

万緑や御手洗るゝと弥陀の声

元寇が平成に成る大相撲

福田

史子

安穏と暮らせど今は火の車

星野富美子

岩田

辛すぎる犬との別れ夫より

清一

憲法に解釈ありと浅き夏

然り気なく気遣う友に安らいで

細川

智子

芳枝

春過ぎて花と一緒に恋も散る

北條

圭子

亀谷

これ僕と子等が指さす春緋鯉

八木

桜琴

ゆらゆらと瓔珞垂れる藤浄土

何事もタイミングよさ物を言い

吉川

ばもととしお

散る桜舞う花びらに夢のせて

吉本 晴美

俳句 （JA 泉州女性会支部）
風ごとに私腹を肥やす小判草

頑張りの数越えている今の幸

渡辺 貞夫

明日がある明日があるさで年重ね

川 柳 （岬川柳会）

☎ 492 － 2700

平成 26（2014）年７月号
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健

康

事業名

ス

ケ

ジ

発達クリニック

日時・受付

乳幼児（要予約）

７月 14 日（月）
午後１時 30 分～

ー

ル

その他
▼２種混合の母子手帳の受付は正午か
生後３か月～ 12 か月 ７月 25 日（金）
に至るまでに１回
午後２時～２時 30 分 らです。

BCG

対象・定員等

ュ

▼「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。

２種混合
11 歳～ 13 歳未満
８月１日（金）
（ジフテリア・破傷風）※個別通知があります 午後１時～２時 15 分 ▼毎月 10 日までの健康スケジュールは
たまごクラブ
（両親教室）

妊婦とその家族
（要予約）

◆風しん抗体検査【無料】
昨年、大阪府内の 20 ～ 40 歳前半の妊娠・子育て

◆日本脳炎予防接種はお済みですか？
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染でおこり

世代に風しんが流行しました。妊娠初期の感染では、

ます。ヒトから直接ではなくブタなどの体内で増

患する可能性が高くなります。風しん予防にはワクチ

７～ 10 日の潜伏期間の後、高熱・頭痛・嘔吐・

生まれてくるお子さんが「先天性風しん症候群」に罹
ンを接種し、免疫を獲得することが有効です。
この機会にぜひ抗体検査を受けましょう。

▼実施場所

泉佐野保健所２階

▼検査日時

毎月第１・３月曜日（祝日は除く） 午前 10 時～ 11 時

▼持ち物

本人を証明できる書類（運転免許証・健康

保険被保険者証・母子健康手帳等）
▼申込方法

電話による予約制（定員 20 名）

▼申込先

地域保健課

☎ 462 ‐ 7703・7704

◆風しんワクチン等接種費用を助成します
岬町では「先天性風しん症候群」発生予防のため、

予防接種費用を助成しています。
▼対象者

岬町に住民登録があり、風しん抗体検査の

結果、抗体を保有していないと判断された次の方

〇妊娠を希望する女性及びその配偶者、妊婦の配偶者
▼助成期間

平成 27 年３月 31 日まで

▼対象ワクチン

麻しん風しん混合ワクチンまたは風しんワクチン

▼助成額

全額助成。助成上限：麻しん風しん混合ワ

クチン 9,640 円、風しんワクチン 6,150 円

※風しん抗体検査・接種方法・指定医療機関等詳しく
は、岬町ホームページをご覧ください。
▼問合せ

9

前月号に掲載しています。くわしくは
「平成 26 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。

７月 13 日（日）
７月 17 日（木）
７月 27 日（日）
午前 10 時～正午

保健センター

☎ 492 － 2424・2425

平成 26（2014）年７月号

えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。
意識障害・けいれんなどの症状を示す急性脳炎に
なります。
▼対象

○第１期 ３歳～７歳６か月の誕生日の前日までの方
○第２期 ９歳～ 13 歳未満の方
▼場所

指定医療機関

○岬町内 市川クリニック（９歳以上の方）
、江川ク
リニック胃腸肛門科、
津山医院、
なぎさクリニック（第
２を含む）
、もちづき耳鼻咽喉科、みさきクリニック

※阪南市内指定医療機関でも接種できます。詳し
くは岬町ホームページをご覧ください。
▼接種回数

岬町ホームページをご覧ください。

▼持参物 母子手帳・健康保険証
▼その他

○指定医療機関に電話予約をしてください。

○保護者同伴で医療機関に受診し、接種を受けて
ください。

○日本脳炎予防接種説明書
（医療機関にあります）
を必ずお読みください。

※平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生まれ

で、第１期３回接種を完了していない方、９歳以
上で第２期を完了していない方も 20 歳未満まで
の間、接種可能となりました。
▼問合せ

保健センター

☎ 492 － 2424・2425

安全なまち大阪を目指して！
◆ひったくり
【被害認知状況】
➡ 60 歳以上の被害が多く発生しています。
自転車の前かごからや歩いている時の被害が多くなっています。
●「ひったくり防止カバー」を活用しましょう！
●カバンを車道と反対側に持ちましょう！
●カバンを持っている側のスペースをなくしましょう！
◆車上ねらい・部品ねらい
【被害認知状況】
➡短時間での駐車でも被害にあうケースが多くなっています。
貴重品がなくても車の中のものが被害にあう場合があります。
●車内には何もない状態、
「車内をからっぽ」にしましょう！
●警報装置やカーナビ・ナンバープレートの盗難防止ネジを取り付けるな
どの盗難防止対策をしましょう！
●防犯照明・防犯カメラなど、防犯設備の整った駐車場に停めましょう！
◆自転車盗
【被害認知状況】
➡自転車盗難の約半数が無施錠で被害にあっています。
未成年や 20 歳代の被害が多くなっています。
● わずかな時間での駐輪でも、必ず鍵をかけましょう！
● 防犯性能の高い鍵（シリンダー錠など）を取りつけましょう !!
● 自転車を路上に放置することはやめましょう！
● ワイヤー錠による２重ロックなどの防犯対策をしましょう！
● 大切な財産を守るため、防犯登録をしましょう！
◆特殊詐欺

▼防犯登録に関する問合せ
大阪府自転車商防犯協力会
〇☎ 06 ‐ 6629 ‐ 0750
〇ホームページ
http://www.bouhankun.com/

※特殊詐欺とは、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、金融商

品等詐欺、異性紹介詐欺、ギャンブル情報詐欺等をいいます。
【被害認知状況】 平成 25 年中、大阪府下では特殊詐欺が

1,110 件発生

➡特に還付金等詐欺が急増しています！！（平成 25 年中、560 件発生）
※「還付金等詐欺」とは、役所等の職員を騙って被害者方に電話をかけ、
「医療
費を払いすぎていますから返金します。
」等と言葉巧みに銀行やコンビニエンス
等のＡＴＭに誘い出して、現金を振り込ませる手口です。
●一度電話を切って、正式な公的機関の窓口に電話をかけ直して事実を確認しましょう！
●ＡＴＭの操作をするときは、金融機関職員などに相談しましょう！
ＡＴＭでお金が戻ってくることは絶対にありません！！
▼問合せ

大阪府

青少年・地域安全室治安対策課

☎ 06 ‐ 6944 ‐ 6483
平成 26（2014）年７月号
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その他
◆海保関空フェア 2014
海や川などでの事故を防止す

る実演などを海上保安官や機動
救難士が子供から大人まで分か
りやすくお話しする楽しいイベ
ントです。海上保安庁の海難防
止・海洋環境保全キャンペーン
の一環として行います。気軽に
参加して下さい。

役場へのお問い合わせは直通電話へ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

７月は「少年非行止及び保護

対策強化月間」です。家族や地
域で子どもたちを見守り、少年
の非行防止や子どもたちにとっ
て有害な環境の浄化に努め、犯
罪被害の兆しを見逃さないよう
にしましょう。また、子どもた
ちに不自然な傷があるなど、虐

▼選考日

▼実施日時

○第１次選考
うーみん

イオンモールりん

くう泉南イオンホール
空基地

虐待から子供を守ろう !」

■大阪府警察官募集

みん」も参加します。

▼問合せ

■ 7 月は
「暴走族追放強化月間」

提供をよろしくお願いします。

「うみまる」・
「うー

▼実施場所

■「少年非行防止」と「児童

疑問に思われたときは、情報の

キャラクターの

正午～17：00
（予定）

く だ さ い。
（http://www.police.

待を受けているのではないかと

海上保安庁イメージ

７月 23 日（水）

◆泉南警察署からお知らせ

○第２次選考
▼問合せ

〇泉南警察署

警備救難課

☎ 455 － 1236

▼問合せ

淡輪保育所

☎４９４−３５６７

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
※警報発令時中止
子育て支援センター

▼内容

小麦粉粘土あそび

▼持ち物
▼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 ７月 23 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
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平成 26（2014）年７月号

☎ 471 ‐ 1234

※大阪府ホームページもご覧

７月 16 日（水）

▼ところ

10 月中旬

（平日９時～ 17 時 45 分）

◆幼児教室
▼とき

９月 21 日

☎ 0120 － 370 － 314

地域の子育て応援します！

暴走族から「旧車會」へ…名

前を変えても、やってることは
同じです！暴走を「しない」
「さ

せない」
「見に行かない」を実

行し、
暴走族を追放しましょう。

◆司法書士の日
特別電話相談
大阪司法書士会では、次のと

おり無料法律相談（予約不要）
を実施します。
▼期間

〇大阪府警察官採用センター

関西空港海上保安航

pref.osaka.jp）

８月３日（日）

午前 10 時～午後４時

▼相談専用電話番号

☎ 06 ‐ 6941 ‐ 1000

▼相談内容

不動産・会社登記、裁判手続

成年後見、相続・遺言
▼問合せ

大阪司法書士会

☎ 06 － 6943 － 6099

（平日午前 10 時～午後４時）

アップル館からお知らせ
夏休み課題図書（１年～６年生）を貸出しして
います。夏休み中の貸出し期間は１週間です。
■絵本の学校 ※保育あり・見学可。
７月 10 日（木）10：00 ～正午
■乳児わらべうた
７月 15 日（火）11：00 ～ 11：30
■夏休みおはなし会
ストーリーテリング・絵本・紙芝居など全６回
毎週金曜日 午後２時～
８月８日（金）は「こわ～いおはなし大会」
■手づくり紙芝居講座 ※大人の方も作れます。
７月 27 日（日）
、28 日（月）
、31 日（木）、
８月１日（金）
講師 ときわひろみ氏（紙芝居作家）
※詳しくはアップル館ホームページをご覧ください。
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050

◆府立南大阪高等職業
技術専門校生徒募集

▼開催日 ７月 28 日（月）、29

■空調設備科

８月１日（金）

▼訓練期間

▼時間

▼対象者

日（火）
、30 日（水）
、31 日（木）
、
各日とも午前と午後の２回

午 前 10 時 ～ 12 時・

午後２時～４時
▼場所

大阪府赤十字血液センター

▼参加費

無料

生徒募集

（平成 26 年 10 月入校）
１年

▼募集定員

各科 30 名

18 歳以上

▼募集日程
○願書受付

７月９日（水）～８月８日（金）

※居住地を管轄するハローワ

※７月 29 日は体験実習あり

※事前申込不要・参加費無料
▼所在地

和泉市テクノステージ２－３

－５

▼問合せ

大阪府立南大阪高等

職業技術専門校

☎ 0725 ‐ 53 ‐ 3005

◆放送大学 10 月期生
放送大学では、平成 26 年度

▼対象

小学生（主に３～６年

ークで受付。

第２学期（10 月入学）の学生

▼定員

各 60 名（ただし７月

○合格発表

９月９日（火）

はテレビ等の放送やインターネ

年間 118,800 円 ( 所

制の大学です。心理学・福祉・

生）とその保護者

31 日のみ各 50 名）
▼申込方法

電話予約

▼申込期間 ７月 14 日（月）～
17 日（木） ９時～ 17 時
▼予約・問合せ

大阪府赤十字血液センター
☎ 0120 － 200 － 793

（フリーダイヤル）

○選考試験
○入校日

▼授業料

９月３日（水）

10 月９日（木）

を募集しています。放送大学で
ットを利用して授業を行う通信

得等による免除制度あり）

経済・歴史・文学・自然科学な

▼入校選考料

▼出願期間

※別途、
教科書等の実費が必要。

ど、幅広い分野を学べます。

▼入校料

資料を無料で差し上げていま

2,200 円

5,650 円

８月 31 日まで

■見学会

す。お気軽に放送大学大阪学習

〇７月 10 日（木）

送大学ホームページでも受け付

▼とき

センターまでご請求下さい。放

〇７月 29 日（火）

けています。

ほのぼのクラブ

▼問合せ ☎ 06 － 6773 － 6328

～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

議会の主な５月の活動

望海坂第一集会所

▼問合せ 保健センター
☎ 492 ‐ 2424
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・
栄養相談
７月 23 日（水）
午前 10 時 30 分～正午
▼参加費
４月以降平成 27 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。

１日
８日
12 日
13 日
15 日
16 日
17 日
21 日
22 日
26 日
27 日
30 日

議会運営委員会
全員協議会
臨時会
農業委員会
議会運営委員会
例月監査
南部地区議長会定例会
戦没者追悼式
大阪府町村議長会定例総会
献血推進協議会総会
長生会連合会総会
南部地区議長会研修会
全国町村議会議長研修会（～ 28 日）
商工会総代会

平成 26（2014）年７月号

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

◆第 ₁₉ 回献血おもしろ
ゼミナール

12

募

集

アップル館の指定管理者を公募します
▼指定期間

◆平成 ₂₆ 年度霊地使用者
海が見える緑の公園墓地、大

阪市設泉南メモリアルパークの

平成 26 年度の使用者を募集し

ます。 募集のリーフレットは、
泉南メモリアルパーク管理事務
所及び岬町役場にあります。
▼募集霊地
○所在地

役場へのお問い合わせは直通電話へ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

○募集霊地数

割増区：92

募集霊地： 721）
○様式

再

芝生式霊地

○面積 ≪１霊地当たり≫ 3.025

平方メートル（1.1m × 2.75m）
○平成 26 年度使用料・管理料

使用料
管理料
（永代） （20年分前納）

791,200 円 270,000 円

一般区

再募集霊地 632,500 円 270,000 円

909,800 円 270,000 円

割増区

再募集霊地 727,300 円 270,000 円

▼申込者資格

アップル館に係る事業、業務に関し知識と経験を有

し、当該施設を安全かつ円滑に管理運営を行うことができる法人
又は団体

▼公募要項の配布

８月１日（金）～８月 15 日（金）

▼応募書類の受付

８月８日（金）～８月 16 日（土）

▼現地説明会

８月８日（金）

▼プレゼンテーション及びヒアリング

岬町に住所のあ

※申請に係る詳細な内容や日程等については、岬町立アップル館

指定管理者公募要項をご覧ください。要項は生涯学習課で配布、
ホームページで配信します。
▼問合せ

生涯学習課

☎ 492 － 2715

◆心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスター
～あなたの素直な気持ちを

伝えませんか～

障がいのある人とない人との

心のふれあいの体験を綴った作

文や、障がい者への理解を促進

するポスターを募集しています。
入選者には賞状等を贈呈します。

各種航空機のパイロットの養

成。６年後に幹部に任官。

▼応募資格 日本国籍を有する
高卒（見込含）～ 21 歳未満の者
▼受付期間 ８月１日～９月９日
■一般曹候補生

小部隊指揮官の養成。配置によ

高校生・一般は４〜６枚

以降選考により３曹に任官。

書き）で小・中学生は２〜４枚、

日
（火）
～平成 27 年３月 20 日
（金）

Ｂ３画用紙又は四つ切りサイズ

▼受付場所 大阪市設泉南メモリ

▼募集期間

▼指定管理者

▼応募方法

▼ポスター

▼受付時間

画用紙（縦長のみ）

泉南メモリアル

■航空学生

り航空機整備、電計、通信等技術

▼受付期間 平成 26 年６月 10

アルパーク管理事務所（年中無休）

◆自衛官募集

▼作文 400 字詰め原稿用紙（縦

※点字や電子メールでの応募も可

９時 30 分～ 16 時

９月上旬予定

12 月議会議決後

る方。ただし１世帯１霊地に限る

小・中学生のみ。

７月１日
（火）
～９月３日
（水）
郵送又は持参（９

パーク管理グループ

月３日消印有効）

▼申込みに必要なもの

る受付は行っていません。

資格取得。入隊後２年９か月経過
▼応募資格

日本国籍を有する

18 歳以上 27 歳未満の者

▼受付期間 ８月１日～９月９日
■自衛官候補生

所要の教育を経て、３か月後

に２等陸・海・空士に任用。
▼応募資格

18 歳以上 27 歳未満の者

阪南市箱作 2603 番地の１

※ただし、土日・祝日は持参によ

▼受付期間

○住民票及び認印（発行日より

▼応募先・問合せ

〇女子

○住民票（世帯全員・本籍・続

障がい福祉室障がい福祉企画課

３か月以内）

柄等全部記載されたもの）
▼問合せ

泉南メモリアルパー

ク管理事務所
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大阪市、岬町、

その他居住者向けに 870 霊地

（一般区：57

▼応募資格

▼指定管理者の指定

大阪府阪南市箱作

2603 番地の１

平成 27 年４月１日～平成 30 年３月 31 日

☎ 476 ‐ 2332

平成 26（2014）年７月号

〒 540 － 8570 大阪府福祉部

企画グループ

☎ 06‐6941‐0351（内線6271）
FAX

06 － 6942 － 7215

〇男子

年間を通じて実施

８月１日～９月９日

詳しくは、お問い合わせくだ

さい。

▼問合せ

自衛隊大阪地方協力

本部岸和田地域事務所

☎ 072 ‐ 426 － 0902、0903

▼申請方法

高齢者在宅福祉サービスのご案内

高齢福祉課窓口に備え付けの

申請用紙に記入の上、医療保険
の被保険者証、収入・預貯金等
の額を確認できる書類（公的年
金等の源泉徴収票、年金支払通
知書、預金通帳等）を提示して
▼申請期限

7 月 31 日（木）

※８月１日以降に申請された場

合、
申請月からの軽減となります。
▼問合せ

高齢福祉課介護保険係

☎ 492 ‐ 2703

人

権

ご紹介しています。

■寝具類洗濯乾燥サービス
▼対象者

65 歳以上のひとり暮らし、または高齢者だけの世帯

の方、同居の家族が障がいや病気などのために寝具類の衛生管理
ができない方などで世帯全員が町民税所得割非課税の方。

▼内容 掛布団、
敷布団、
毛布各１枚について年２回
（４月、
10 月）
実施。
▼利用者負担

無料

■緊急通報装置の設置
▼対象者

65 歳以上のひとり暮らしの方など。

ボタン操作で、登録先に緊急を知らせるメッセージを鳴

らすことができる「緊急通報装置」を電話機に設置します。
▼利用者負担

▼相談専用電話

生計中心者の所得により利用者負担があります。

■日常生活用具の給付および貸与
▼対象者

65 歳以上のひとり暮らしの方など。

▼品目名

〇給付：電磁調理器

〇貸与：福祉電話

▼利用者負担 生計中心者の所得により利用者負担があります。
■介護用品支給サービス

☎ 0120 － 771 － 208

（フリーダイヤル）

▼受付期間

平成 27 年３月 31 日（火）まで

※日曜、祝祭日、８/10 ～８/17、
12/27~1/4 はお休み。

月～土曜日

午前 10 時～午後５時

▼対象者

在宅の要介護３・４・５の要介護認定を受けている方

で、世帯全員が町民税非課税の方。

▼内容 要介護３の場合は月 3,200 円、要介護４・５の場合は月

4,000 円を上限に、介護用品（紙おむつなど、利用者に配布するカ
タログに記載されている品目に限ります）を支給します。
■生活支援ハウス（入居申請）
▼対象者

岬町在住の 60 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者の

みの世帯で、生活することに不安のある方。※入居にかかる利用

▼その他

相談無料、匿名可、秘密厳守

▼主催

に努めています。ここでは、現在実施している在宅福祉サービスを

▼内容

◆アイヌの方々からの
ご相談をお受けします

▼受付時間

めのサービスや、介護が必要な高齢者とご家族の方への支援の充実

公益（財）人権教育啓

発推進センター

※本相談事業は、厚生労働省の

平成 26 年度社会福祉推進事業
により実施するものです。

審査があります。
▼内容

居室は全て個室で、必要に応じて介護保険サービスを利

用することもできます。食事の提供はありませんが、援助員に相
談して弁当配達等の手続きができます。
▼利用料

収入に応じた利用料と、光熱水費・共益費が必要です。

食事などの生活費は自己負担となります。

サマージャンボ等宝くじ発売！！
サマージャンボ宝くじの当
せん金は、１等・前後賞合わ
せて６億円！サマージャンボ
ミニ 6000 万も同時発売！

▼問合せ 高齢福祉課高齢福祉係

▼発売期間

☎ 492 － 2716

７月４日（金）～ 25 日（金）

※サマージャンボ等宝くじの収益金は、市町
村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
▼問合せ

公益財団法人大阪府市町村振興協会

☎ 06 ‐ 6941 ‐ 7441

平成 26（2014）年７月号

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

ください。

岬町では、高齢者が地域で安心した生活をおくることができるた
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◆障害基礎年金の現況届
について
20 歳前の傷病等による障害

基礎年金や、旧障害福祉年金か
ら切り替わった障害基礎年金を
受給している方は、毎年７月末
が現況届の提出期限となってい

ます。必要事項を記入のうえ、
保険年金課に７月中に提出して
ください。

「現況届」の提出が期限まで

にない場合、年金を引き続き受

役場へのお問い合わせは直通電話へ

け取ることはできません。提出
されるまでのあいだ、年金の支
払いが一時止まることになりま
すのでご注意ください。

現況届が届かないときには再

送付いたしますので「ねんきん

ダイヤル」にお電話いただくか、
お近くの年金事務所にご連絡く
ださい。なお、国民年金を受け
ている方の用紙は、市・区役所

況届」を提出する必要がありま
せんので送付していません。

〇住民基本台帳ネットワークを
活用して確認ができる方

〇年金の全額が支給停止となっ
ているとき

〇年金証書に記載されている年
金の支払いを行うことを決定し

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

介護保険料は 4 月 1 日現在の

世帯の状況と昨年中の所得状況

あるとき

通知書（介護保険料額決定通知

の末日までの期間が１年以内で
〇全額支給停止となっていた年
金が、受けられるようになって
から１年を過ぎていないとき

（在職老齢年金の仕組みにより

全額支給停止となっていた年金
が、標準報酬月額の低下や退職
によって受けられるようになっ
た場合を除く )

により判定し、今月上旬に「納入

書）
」をお送りします。なお、こ
れまでの保険料は仮算定として
お支払いいただいておりました
が、今回の通知書では仮算定した

保険料と今回算定した保険料の
差額を調整し計算しています。

▼問合せ 高齢福祉課介護保険係
☎

くわしくはお問い合わせくだ

さい。

▼問合せ

口にもあります。

ただし、次に該当する方は、
「現

ねんきんダイヤル

☎ 0570 ‐ 05 ‐ 1165

（ナビダイヤル）

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122
役場保険年金課 ☎ 492 ‐ 2705

就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験
国が実施する試験で、合格者には高等学校の入学資格が与えられます。
次のいずれかに該当する方

〇就学義務猶予免除者または就学義務猶予免除者であった人で、平
成 27 年３月 31 日までに満 15 歳以上になる人

〇保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ、本人

が平成 27 年３月 31 までに満 15 歳に達する人で、その年度の終

わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむ
を得ない事情があると文部科学大臣が認めた人

492 ‐ 2703

◆介護保険料の減免
低所得の方の負担を軽減する

ため、次の基準のすべてに該当

する方の平成 26 年度介護保険
料を軽減します。
（年間保険料
が 28,660 円に軽減されます。）

〇世帯全員の年収が次の算式で計
算した額以下であること

540,000 円×（当該世帯の人数＋１）

【収入の目安】
世帯人数
１人世帯
２人世帯
３人世帯

世帯の年収
1,080,000 円以下
1,620,000 円以下
2,160,000 円以下

※以降、1 人増すごとに 540,000
円を加算

〇平成 27 年３月 31 日までに満 16 歳以上になる人

〇介護保険料の納付義務者が、他

▼出願期間

険の扶養者になっていないこと

〇日本国籍を持たず、平成 27 年３月 31 日までに満 15 歳以上になる人

の世帯の方の扶養家族や医療保

▼試験日

〇介護保険料の納付義務者の所

▼場所

8 月 28 日（木）～９月 16 日（火）まで（消印有効）

10 月 30 日（木）

大阪府立労働センターエル・おおさか

※出願方法・必要書類など、詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ
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◆ ₆5 歳以上の平成 ₂₆ 年度
介護保険料額決定通知
書をお送りします

た年月日から、次に来る誕生月

または町村役場の国民年金の窓

▼対象

介護保険

学校教育課

平成 26（2014）年７月号

☎ 492 ー 2719

有する預貯金等の合計額が 350
万円以下であること

〇居住用以外の土地、家屋を所
有していないこと

◆７月の納税
■固定資産税
▼納期限

第２期分

７月 31 日 ( 木 )

納期限までに、お近くの金融

機関や郵便局で納めてください。
銀行口座振替又は、郵便局自

動払込をご利用の方は、預貯金残
高をお確かめください。振替日又

は払込日は、
７月 31 日 ( 木）です。
▼問合せ

税務課納税係 ☎ 492 ー 2765

◆泉佐野税務署からお知
らせ
■所得税及び復興特別所得税の
予定納税（第１期分）

納付期間は７月１日～ 31 日で

す。なお、振替納税を利用して

いる方は、
納期限
（７月31日
（木）
）
に指定の金融機関の口座から自
動的に納付されます。

予定納税が必要な方には、６

月中旬に所轄税務署から「予定

納税額の通知書」が送付されて
いますのでご確認ください。

第１期分の予定納税の減額申

請をする場合は、７月 15 日（火）
までに減額申請書を所轄税務署に

提出してください。所轄税務署は、
その申請について承認、一部承認
又は却下のいずれかを決定し、そ
の結果を書面でお知らせします。
▼問合せ

泉佐野税務署総務課
☎ 462 ‐ 3471

由等で国民年金保険料を納付す

ぶ方を対象に、簿記の基礎知識

の納付が免除・猶予となる「保険

この教室は、初めて簿記を学

と複式簿記での記帳に至るまで
を習得していただきます。

経営の充実及び青色申告特別

控除（65 万円）適用のためにも、
複式簿記での記帳を学んでいた
だくことをお勧めいたします。
▼とき

９月２日（火）
、４（木）
、

ることが困難な場合には、保険料
料免除制度」や「若年者（30 歳

未満）納付猶予制度」があります
ので、住民登録をしている市区町

村役場の国民年金担当窓口で手
続きをしてください。申請書は窓
口に備え付けてあります。

なお、平成 26 年度の免除等

９日（火）
、11 日（木）
、16 日（火）
、

の受付は７月１日から開始さ

▼場所

泉佐野納税協会（泉佐

27 年６月分までの期間を対象

▼講師

近畿税理士会泉佐野支

18 日（木） 午後１時半～４時
野税務署隣）

れ、平成 26 年７月分から平成
として審査をおこないます。

また、今年４月から法律が改

部所属の税理士

正されて、２年１か月前の月分

費の実費 2,400 円負担。

とができます。失業等により保

▼受講料

無料。ただし、教材

▼申込条件

個人事業者（事業

専従者を含む）
▼定員

30 名（先着順）

▼申込期間

７月１日（火）～ 31 日（木）

▼申込・問合せ

公益社団法人泉佐野納税協会
☎ 462 ー 0634

年

金

◆国民年金保険料免除等
の申請について
保険料の免除や猶予を受けず

に保険料を未納の状態のまま

で、万一、障害や死亡といった
不慮の事態が発生すると、障害
基礎年金や遺族基礎年金をうけ
られない場合があります。

まで遡及して免除申請をするこ
険料を納付することが経済的に
困難になったものの、申請を忘
れていたために未納期間がある
方等は、一度、市区役所・町村
役場の国民年金窓口または年金
事務所へご相談ください。
▼問合せ

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122
役場保険年金課 ☎ 492 ‐ 2705

毎月８日は
「こども安全デー」
です！
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。
※地域安全ボランティアの
登録は随時受付しています。

所得が少ないなど経済的な理
前月比

人 の 動 き
平成 26 年６月１日現在

世帯数 ７，７０３ （−３６）
人 口 １６，９２１人（−１６）
男
７，９５５人 （− ９）
女
８，９６６人 （− ７）

岬町教育委員会

平成 26（2014）年７月号

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

税

■簿記教室のご案内
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各 種 相 談
相談業務名

◆法律相談（予約制）
◆行政相談

◆障がい者相談

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
７月９日（水）
・23 日（水）
午後２時〜５時（定員名）
７月 15 日（火）
午前 10 時〜正午

場所・予約・問合せ
役場監査委員室
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

■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、
相談員が 24 時間対応。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

■障がい者出張相談
■障がい者出張相談（要予約）
７月23 日（水）午後１時 30 分〜４時 役場相談室 地域福祉課 ☎ 492−2700
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◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
■岬町地域包括支援センター
平日 午前９時〜午後５時 30 分
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談

平日

◆消費者相談

７月 11 日（金）午後１時〜４時

◆人権相談

◆総合生活相談
◆地域就労支援相談

午後１時 30 分〜３時

学校教育課・指導課

☎ 492 − 2719

役場監査委員室
産業振興課 ☎ 492 − 2749
■人権推進課
☎ 492 − 2773

■役場住民活動センター
７月１日（火）
・15（火）
午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
（文化センター内）
☎ 492 − 3270
月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 ※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
（淡輪地域協議会）
☎ 494 − 1508
水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時 ※受付は４時まで
火〜金曜日（祝日は除く）の
文化センター ☎ 492 − 0304
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

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

◆心の健康相談

７月 24 日（木） 午後１時～４時

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談

８月４日（月）午前 10 時～正午

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆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

７月 15 日（火）午後１時～４時

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

▼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７月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
７月１日（火）午前 11 時～１時 ■岬町地域包括支援センター
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
７月９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
７月 16 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
７月 23 日（水）午前 10 時～正午

淡輪海水浴場
ときめきビーチ オープン！
いよいよ夏本番！海水浴シーズンの到来です。
淡輪海岸沿いにある大阪府営「せんなん里海公園」内に海水浴場が開場しています。
海と緑と人がふれあえる場、マリンレジャーの拠点として、楽しめるスポットです。
大阪府下で最もきれいな海であり、ビーチバレーコートやバーベキューコーナーなども完備。
ときめきビーチで思いっきり夏を楽しんでみませんか？
また、開場期間中に下記のイベントを予定しています。みなさまのご来場をお待ちしています。
開催日

イベント

時間
11：30 ～
14：00 ～

7 月 27 日（日）チアリーダーショー

備考
来場者全員対象

泉タコのつかみ取り
駐車場及びロッカー利用者の方
14：00 ～
8 月 10 日（日）（抽選 300 名様。子供
（希望者多数の場合は抽選１枚に
（抽選 13：00 ～）
150 名・一般 150 名）
付１名）
7 月 19 日（土）
10：00
ドクターフィッシュ足湯
～ 8 月 24 日
（日）
～ 16：00

駐車場及びロッカー利用者の方
は無料その他希望者は 300 円

※イベントの受付は、当日受付になります。
※なお天候等により、日程が変更されることがあります。
▼開場期間

７月１日～８月 31 日

▼開場時間

午前８時～午後５時（遊泳時間は 9 時～）

▼入場料

無料（お車で来場の場合は、駐車料金が必要です。
）

▼ホームページ
▼問合せ

http://www16.ocn.ne.jp/~tannowa/index.html

〇産業振興課

産業振興係

〇淡輪海水浴場管理組合

☎ 492 － 2749
☎ 494 － 2141

岬町立子育て支援センター

第９回「みどりっこまつり」

親子が気軽に集い、交流し、子育ての喜びや楽しみを共有できる「場」として地域のみ
なさんにご利用いただいています。今年も地域の支援グループ・サークルの方々と一緒に
「みどりっこまつり」を開催します。ぜひ遊びに来てください。
▼日時

７月 12 日（土）午後１時～３時
受付：午後 0 時 30 分～

▼場所
▼駐車場

子育て支援センター

※雨天決行・警報中止

※保護者同伴でお願いします。

▼内容

緑ヶ丘青少年運動広場
教円太鼓、保育所給食紹介、あそびのコーナー
模擬店、手作りパン・ジュースの販売、
おもちゃの病院、ハンドマッサージ

昨年の様子

▼問合せ

広報岬だより平成 26 年７月号

子育て支援センター

ほか

☎ 492 ‐ 1350
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