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淡輪保育所で開催されたスポーツ少年団との交流試合。スポーツは試合の
ルールだけでなく人との繋がりや大切なこともたくさん学べます。今年、町制
施行 60 周年を迎える岬町。このまちの未来を担う子どもたちが、心身ともに
健やかに育ちますように…。
みさっきー
マスコットキャラクター

豊かな自然 心かよう温もりのまち“みさき”

みさきーちょ
岬町観光大使

平成 年度

町政運営方針要旨

〜町制施行 周年
温かみのあるまちをめざして〜
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平成 年岬町議会３月定例会で田代町長が発表した町政
運営方針の概要を紹介します︒

平成 年度一般会計予算
（ 案 ） は、 第 ２ 次 集 中 改 革
プランの着実な実施による
﹁財政の立て直し﹂を行い
つつ﹁まちの活性化﹂につ
なげる施策を盛り込んだ内
容となっています。
予 算 別 で は、 平 成 年
度 一 般 会 計 予 算 は、 総 額
億６千 万円となり、前
年度と比較して ％の増加
と積極型予算となっていま
す。これは、主に道の駅建
設、
（仮称）町道海岸連絡
線整備事業の用地買収など
の投資的事業が大幅に増加
したことによるものです。
特 別 会 計 の 総 額 は、
億７千 万１千円となり、
前年度と比較して ％の増加
となっています。これは、国
民健康保険特別会計におい
て、国保財政の安定化の強化
を図るための制度改正による
影響などによるものです。
ま た、 水 道 事 業 会 計 は、
総額７億４千 万６千円
と、前年度と比較して ％
の減少となっています。こ
れは、主に下水道関連事業
に伴う建設改良費の減少に
よるものです。
次に、平成 年度当初予算
案における主な施策の概要
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はじめに

性を活かしたシティプロモ
ーションに取組み、この魅力
ある岬町をしっかりと伝え
てまいります。
また、平成 年度は、国
が重点施策に掲げる﹁地方
創生﹂の取組がスタートす
る地方創生元年でもありま
す。本町においては、少子
高齢化と人口減少が進行
し、かつての賑わいが失わ
れています。このような状
況を踏まえ、本町の人口を
維持し、岬町の豊かな未来
を 創 造 し て い く た め に は、
この地方創生元年を好機と
とらえ、第二阪和国道の開
通を見据え、道の駅の整備
や﹁みなとオアシスみさき﹂
などによる交流人口の拡大
を、また、子育てや教育環
境の充実によって町への好
感度を高め、定住人口の確
保などに積極的な施策展開
を行ってまいります。
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町 長 就 任 以 来、﹁ 温 か み
のある町政を進めること﹂、
﹁財政を立て直すこと﹂、﹁町
の未来を創造すること﹂の
３点を基本理念として、岬
町の発展のため、職員と一
丸となって町政運営を進め
てきました。
平成 年度は、町制施行
周年という節目の年であり、
将来に向けた新たな出発の
ときです。さらに、この岬
町の豊かな自然環境を守り、
まちの発展に情熱を傾け、現
在の岬町の礎を築いてこら
れた先人たちに私たち住民
一人ひとりが感謝すべき年
でもあります。この機会を
活かし、美しい海辺や里山
などの豊かな自然、
歴史文化、
また、淡路や四国への旅立ち
の出発点となるよう町の特
60
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について、総合計画の基本政
策に則してお知らせします。

みんなで進める
まちづくり

◆行財政改革
﹁第２次集中改革プラン﹂
の計画期間の最終年度を迎
えることから、改革項目の
達成に向け、なお一層の推
進に努め、持続可能な財政
構造への転換に取組みます。
ま た、
﹁岬町公共施設適
正 化 基 本 方 針 ﹂ に 基 づ き、
老朽化した公共施設に対す
る今後の在り方に関する計
画の策定に努めます。
さらに、納税者間の公平
性や自主財源確保等の観点
から、引き続き、未収債権
の徴収強化策や適切な体制
づ く り を 進 め、
﹁債権管理
条例﹂に基づく適切な債権
管理に努めます。
◆自主財源の確保
﹁岬ゆめ・みらい寄附金﹂
を寄附いただいた方にお送
りする地域特産品の充実を
図ります。また、寄附金に
よる事業の取組状況やふる
さと納税に係るＰＲなどを
積極的に行い、まちを応援
する方、寄附される方の増

加に取り組みます。
◆町制施行 周年記念事業
町制施行 周年を迎える
ことから、まちへの愛着を
深め、まちづくりの機運を
より一層高めることを目的
に、ＮＨＫ全国巡回ラジオ
体操などの各種イベントや
町勢要覧の作成などの記念
事業を実施します。

◆子育て支援新制度スタート
質の高い幼児期の学校教
育・保育の総合的な提供や
地域の子ども・子育て支援
の充実を目的とした﹁子ど
も・子育て支援新制度﹂が
スタートします。
引き続き、
新制度のもとでの子育て支
援 施 策 の 充 実 に 努 め ま す。
◆乳幼児等医療費助成制度
の拡充
乳幼児等への通院医療費
の助成対象を﹁小学校卒業﹂
から﹁中学校卒業﹂までに
拡充し、既に実施済の中学
校卒業までの入院医療費の
助成対象と合わせ、更なる
子育て支援対策の充実を図
ります。

一人ひとりの〝子どもが〟
〝親が〟輝き︑文化
を育むまちづくり

60 ₆₀
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◆子育て支援センター
親子で気軽に集える支援
の拠点となっている子育て
支援センターのプレイルー
ムに冷暖房設備を設置する
など施設環境の充実と円滑
な運営に努めます。
◆幼稚園一時預かり事業
﹁子ども・子育て支援新制
度﹂のスタートに伴い、幼稚
園一時預かり事業の実施期間
に新たに長期休業期間中を追
加し、子育て支援環境の充実
に努めます。
◆学校施設の耐震化
淡輪小学校１棟の耐震補
強工事の施工により、全て
の小学校の耐震化事業が完
了します。
また、岬中学校の武道室、
図書室などの非構造部材の耐
震工事を施工し、安全・安心
な学校づくりに努めます。
◆健康ふれあいセンター
新たな指定管理者に移行
することに伴い、利用者に
混乱が生じないよう十分な
周知に努めます。また、浴
場の利用時間を延長や老朽
化した施設の計画的な更新
などサービス内容の質の向
上に努めます。

新たな活力の創造と
心うるおう観光
まちづくり
◆﹁道の駅みさき﹂整備事業
第二阪和国道の延伸整備
にあわせ、観光・交流の促
進を目的とした﹁道の駅み
さき﹂を国と一体型で整備
し、まちの賑わいの創出を
図ります。平成２７年度は、
道の駅施設の用地造成及び
施設建設を実施します。
◆深日港の活性化
深日港イベントの開催及び
﹁みなとオアシスみさき﹂の
基本施設となる﹁総合観光案
内所﹂の建設を行います。ま
た、深日港と洲本港を結ぶ連
絡船の復活に向け、国及び大
阪府と連携しながら深日港の
活性化に努めます。
◆市民農園の開設
市民農園の利用希望者の

増加や、遊休農地対策にも
活用できるなど市民農園が
地域活性化の役割を担うこ
とを踏まえ、新たな市民農
園の開設に取組みます
◆観光の振興
昨年設立された岬町観光
協会と連携を図り、本町の観
光資源である自然・歴史文化
等を広く町内外にＰＲする
ことにより、多くの人に岬町
に訪れていただけるよう交
流人口の増加に努めます。

豊かな自然の中で
安心して暮らせる
まちづくり
◆防犯カメラの設置
盗難防止や子どもの見守
り、犯罪の抑止などの防犯
対策を充実するため、町内
５か所の駐輪場に防犯カメ
ラを設置します。また、防
犯カメラを設置する自治区
に対し、設置費用の一部を
助成する補助制度を創設す
るなど安心・安全なまちづ
くりを推進します。
◆地域防災力の強化
大 規 模 災 害 発 生 に 備 え、
地域の実情に即した住民参
加型訓練を引き続き実施し
ます。また、高齢者等の支

援が必要な方に対して、安
否確認や避難誘導などの支
援が適切かつスムーズに行
えるよう、自主防災組織等
との連携により、安心・安
全のネットワークづくりの
充実に努めます。

安全で快適な暮らしを
守るまちづくり

◆第二阪和国道の整備
岬町域における用地買収
は概ね完了し、淡輪ランプ
から府県境の区間で、全面
的に工事が開始されていま
す。今後も早期の全面開通
を要望するとともに、地元
の町として引き続き事業推
進に努めます。
◆︵仮称︶町道海岸連絡線
の整備
津波発生時の避難路を確
保するとともに、防災機能
の向上を図るため、町道畑
山線と国道を結ぶ幹線道路
となる（仮称）町道海岸連
絡線の整備を進めます。平
成 年度は、用地買収に着
手します。
◆町営住宅の整備
ＰＦＩ事業方式により整
備を進める緑个丘住宅の建
替事業は、昨年着手した１期

工区に住宅１棟（ 戸）が完
了し、入居者移転が行われま
す。引き続き、震災に強い住
宅への整備を進めます。
◆空き家バンク制度
町内の空き家等を有効活
用することにより、本町の
移住・定住等の促進による
地 域 の 活 性 化 を 図 る た め、
空き家等及び利用希望者等
の情報登録制度を引き続き
実施します。

結びに

63

私は、子育て、教育、福
祉などの具体的な施策を実
施するに当たり、﹁日本一、
温かみのあるまち﹂を目指
して町政を推進するととも
に、まちのイメージアップ
に取組み、岬町の魅力を全
国 に 発 信 し て ま い り ま す。
そ し て、
﹁まちへの愛着
や好感度﹂を向上させるこ
とによって、
﹁まちの価値﹂
を高め、本町の地域再生に
全力を傾注してまいる所存
であります。
議会ならびに住民の皆様
のなお一層のご支援とご協
力を心からお願い申し上げ
まして、私の町政運営方針
とさせていただきます。
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誰もが元気でいきいき
と暮らせるまちづくり
◆妊婦・乳幼児保健施策
妊産婦一人当たり助成額
を国基準とし、健診内容を
柔軟に活用できるフリー券
制度を継続し、新たに、歯
科受診券を加え、妊娠中の
健康管理の充実を図ります。
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～岬町が誕生して 60 周年を迎えます～
昭和 30 年４月１日に岬町が誕生して、今年で 60 年。町制施行 60 周年を記念して、岬町では実行委
員会を設立し、記念すべき年を住民のみなさまとお祝いするため、さまざまな事業に取り組んでいきます。
現在、８月 28 日には岬中学校で「夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を、10 月 18 日には岬中
学校で「記念式典」を開催予定です（詳しくは後日、岬だよりなどでお知らせします）
。その他、町制施
行 60 周年事業と連携して実施いただける事業を５ページのとおり募集します。みなさまのご応募をお
待ちしています。
■ 60 周年記念ロゴマークが決定しました！
記念事業ロゴマークをホームページで募集したところ、75 点の応募をいただきました。実行委員会
で厳正に審査した結果、次の３作品をそれぞれ最優秀賞、優秀賞に決定しました。これらの作品は、今
年１年間、事業で活用させていただいきます。多数の応募ありがとうございました。
イベント等でロゴマークを使いたい方は５ページをご参照ください。
■最優秀作品（１点）
▼受賞者

居関 孝男 様（京都市在住）

▼ロゴの意味
「60」をメインに配し、岬町の名前にふさわしい様
として描きました。また、波の上に乗り町制施行 60
周年を喜び、祝う「みさっきー」の姿から、未来へ向
けた躍動感を表してあります。
■優秀作品（２点）
▼受賞者

日高 美明 様

（大阪府豊中市在住）
▼ロゴの意味

※紙面の都合上、モノク

60 周年の「0」の部分に町章を用い、

ロ版で表示しています。

60 を岬町のきれいな海と澄んだ空に空

カラー版はホームページ

高く舞うカモメで岬町のイメージを表

などでご覧ください。

現。柔らかい英字書体とキャラクターで
町の温もりと楽しさを出しました。

■優秀作品（２点）
▼受賞者

ホンマ ヨウヘイ 様（京都市在住）

▼ロゴの意味
６と０に二つの顔をつけました。
一つは行政、一つは岬町に暮らす人たちの顔です。
その二つが寄り添って、一緒になって歩んだ６０年をイメージして
います。横に伸びるそれぞれの線は対話を表現し、また両方合わせ
る事で光を放っているようにも見ることができます。話し合い、こ
れからの岬町をよりいっそう輝かしい町へと発展させていくメッセ
ージを込めてロゴを制作いたしました。
平成 27（2015）年４月号
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■町制施行 60 周年記念事業補助金交付事業募集
■岬町町制施行 60 周年冠事業募集

▼対象団体

▼対象事業

○岬町内に主な活動場所があり、住民を主たる構

平成 28 年３月 31 日までに実施

される次の条件のすべてを満たす事業
○町制 60 周年を盛り上げるもので、岬町の魅
力を町内外に情報発信できるもの
○営利目的の宣伝や広報活動に使わないこと。
ただし、町の振興に寄与できるものは除く。

成員としていること
○応募事業を申請書のとおり実施し、終了後は実
績報告ができること。
▼対象事業

平成 28 年３月 31 日までに実施さ

れる次のいずれかの条件に該当する事業

○個人の宣伝や広報活動に使わないこと。

○地域活性化事業

○特定の政党などを支持し、又は反対するもの

○地域社会の健全化に役立つ事業
○人と人の交流を促進する事業

でないこと。
○法令や公序良俗に反しないものであること。

※次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

○暴力団や暴力団などと関わりのある者が関係

○町の信用・品位を害する（おそれがある）事業

しているものでないこと。

○法令や公序良俗に反する（おそれがある）事業
○特定の個人や政党・宗教団体を支援するような事業

▼名称に付する冠
次のいずれかを使用できます。
○岬町町制施行 60 周年記念
○岬町町制施行 60 周年記念事業

○営利目的の事業
○暴力団や暴力団などと関わりのある者が関係し
ている事業
▼補助対象経費

○祝岬町町制施行 60 周年
○上の３つのほか、町長が特に認めたもの

必要な経費から収益（補助金など）の収入を除

▼冠を付する他の特典

いた額の２分の１以内で上限１０万円。人件費や

○岬町後援名義使用

食糧費は対象外（千円未満は切り捨て）。

○岬だより及び町ホームページへの広報記事を

▼冠事業との関係

掲載することができる。
○岬町町制施行 60 周年記念 PR 用ロゴマーク
及びのぼり旗を使用することができる。
▼応募方法

○名称には、冠事業要綱に定める名称のいずれか
を使用する。
○冠事業の特典を希望することができる。

いずれも町指定の申請書を担当窓口に提出、又は郵送してください。申請書は窓口に備え付

けのほか、ホームページからもダウンロードできます。
▼提出期限
○補助金交付事業
○冠事業

４月 30 日（木） 必着。

▼決定方法

第１次締切４月 30 日（木）必着。以降は事業実施日の６か月前まで。
岬町町制施行 60 周年記念事業実行委員会で審査し、決定します。

▼応募先・問合せ

〒 599 ‐ 0392（住所不要） 岬町役場まちづくり戦略室

企画政策担当

宛

☎ 492 － 2775

関空NEWS

■関西国際空港のフライトがますます充実！

関西国際空港から韓国へのフライトが増便し、ますます便利になります。4 月 3 日 ( 金 ) より、チェジュ

航空が関西＝釜山線を週 14 便で新規就航いたします。チェジュ航空は 2005 年に韓国で設立されたローコス

トキャリア（LCC）であり、ソウル（仁川）
、チェジュを拠点に東南アジアへ展開しております。この度の

釜山線就航により、チェジュ航空の関西空港での就航便数は計週 28 便となり、既存便であるソウル便と合
わせてご利用いただくことで、韓国内の周遊も可能となり、旅行の利便性がますます高まります。
▼問合せ

5
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関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500

４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

月

31

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

火

１

水

２

木

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
金
土
３
４
淡
ア
ピ
生

ピ

５

ア

12

６

７

ア生歴

淡歴

13

14

アピ生歴

淡ア歴

19

20

21

９

10

11

15

16

17

18

ア

アピ生歴

淡歴

26

27

アピ生歴

福祉なんでも相
食生活改善 Berry
談、行政相談（27）げんき隊セミナー
（17）

消費者相談（27）

淡生歴

22

23

24

25

28

29 昭和の日

30

１

２

淡ア歴

淡生歴

童謡をうたう会、わらべうた（７）相続遺言相談、
陸上自衛隊記念
人権相談（27）
行事 ( ７)
献血（11）

岬マンドリンギ
タークラブ演奏
会（７）

８

乳 幼 児 育 児 健 康 福祉なんでも相 ほのぼのクラブ
相談（17）
談、
人権相談（27）
（３月号）
心の健康相談
（17）法律相談、福祉な
んでも相談（27）

法律相談、福祉
なんでも相談、
障がい者出張相
談（27）
ほのぼのクラブ
（24）

安全運転講習会 安全運転講習会
（22）
（22）

岬自然散策会、
定例おはなし会、
しおりとミニ絵
本づくり（７）
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イベント・催し情報

５月２日までの日程は
カレンダー︵６ページ︶
に掲載しています︒

４月のイ ベ ン ト
童謡をうたう会
▼とき ４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
▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ︲４６３３
陸上自衛隊信太山駐屯地

○一般来場者駐車場はあり
ません。公共の交通機関を
ご利用下さい。
○ 入 場 は す べ て 無 料 で す。
どなたでも入場可能です。
▼問合せ 陸上自衛隊信太
山駐屯地広報室
☎０７２５︲ ︲００９０
（内線 ）

岬自然散策会

▼持ち物 弁当、水筒、ス
トック、雨具など
▼申込期間
４月１日～４月 日
人
▼定員
▼申込先
尾和 ☎ ︲１３０５
高木 ☎ ︲３３０７
※次回は５月 日 、紀州
竜門山を予定しています。
※ 会 員 募 集 中（ 年 会 費
１０００円）

岬マンドリンギタークラブ

創立 周年記念演奏会

５月のイベント

第８回

﹁大阪湾生き物
一斉調査﹂

▼日時 ５月 日
９時～ 時
※小雨決行・荒天の場合
５月 日（日）
▼集合場所 せんなん里海
公園潮騒ビバレー
▼対象 海の生き物に興味
の あ る 方（ 小 学 生 以 下 は、
保護者同伴の事）
▼定員 先着 名
▼参加費 無料（保険代は
当方で負担致します。園内
に駐車される場合は 円か
かります）
▼持物 活動しやすい服
装、濡れてもよい靴、軍手、
タオル、昼食
▼申込方法 ＦＡＸで受付。
︲２６８８
ＦＡＸ
▼申込期限
５月１日 ～ 日
※定員になり次第締切。
▼主催 大阪湾生き物一斉
調査プログラム実行委員会
▼問合せ 事務局 カワハラ
☎ ︲９６２３︲６３７２

■定例おはなし会
４月 25 日（土）14 時～ 14 時 30 分
■「しおりとミニ絵本づくり」
４月 25 日（土）14 時 30 分～ 15 時 30 分
▼ホームページ http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
▼問合せ ☎・FAX 492 ー 6050

■本をかりてスタンプを貯めよう。
３個貯まるとくじ引き券が貰えます。
くじ引き
（５
月５日（火）～ 10 日（日）まで）子どものみ
■親子で楽しむ“わらべうた”
４月 21 日（火）11 時～ 11 時 30 分
乳児（０～１才対象）

18

30

（土）
12

620

（土）

（日）

16

30

10

23

26

▼とき ４月 日
開場 午後１時 分
開演 午後２時
▼ところ
阪南市立文化
センター サラダホール
大ホール
▼入場料 無料
▼演奏曲
ピアノ協奏曲よりロマン
ス、
仮面舞踏会よりワルツ、
スペインの印象、カントリ
ーロード、蒲田行進曲、居
酒屋、マイウェイなど
▼主催
岬マンドリンギタークラブ
▼後援 岬町文化協会
▼問合せ
木村 ☎ ︲５５５８

090

55

474

17

（日）

創立 周年記念行事

25

492 492

₃₅

204

30

40

50

（日）

（日）

41

〜日本三大山城のひとつ
高取城址へ〜︵難易度★★︶
▼とき ４月 日
▼集合場所・時間
岬町役場 午前７時 分
みさき公園前
午前７時 分
セブンイレブン淡輪中店
午前７時 分
▼コース（一般コース）
土佐街道～砂防公園～宝
泉寺～猿石～国見櫓跡～高
取城址～五百羅漢～（バス）
道の駅・吉野路大淀センター
※ 歩 行 時 間 約 ３ 時 間 分、
約８キロの行程です。
▼参加費
バス代３０００円、会員
でない方は別途保険代 円
▼服装
長 袖・ 長 ズ ボ ン・ 帽 子・
手袋

平成 27（2015）年４月号
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494

（金）

（土）

30

300

19

492

19

▼日時 ４月 日
午前９時～午後３時
▼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）
▼行事内容 観閲式、訓練
展示、装備品展示、体験試
乗、音楽・太鼓演奏、子供
広場等
▼その他
○荒天の場合は一部行事を
中止又は変更します。

₅₈

アップル館からお知らせ

優

勝

おめでとうございます
ジュニアテニスで活躍中

礒打
磯打

岬町在住で和歌山大学附属小学校の磯打航君は、昨年
11 月に開催された全国ジュニアテニスツアー兵庫大会の
10 歳以下男子シングルスで優勝しました。
磯打君は泉佐野の Cʼs RACQUET CLUB に所属して
いますが、岬町立テニスコートでも町内のジュニアのテニ
ス仲間達と練習を重ねています。今後は、全国大会への出
場など一層の活躍が期待されます。
町長は、スポーツでの素晴らしい成績は大変喜ばしく、
ぜひ全国大会に進出し活躍してくださいと激励しました。

航 くん

▼まちづくり戦略室

秘書人事担当

観光振興にご尽力いただきありがとうございました
３月１日（土）
、岬ライオンズクラブの
みなさんが岬町観光協会の協力のもと、長
松海岸を訪れた方々に防潮堤からの夕陽や
景観を楽しんでいただくための休息用ベン
チと「日本の夕陽百選」の銘板を設置され
ました。
岬町の観光振興にご尽力いただき本当に
ありがとうございました。
▼観光交流課

岬だより掲載記事の訂正について
平成 27 年 2 月号まちのできごと「第 30

回記念

みさきファミリーマラソン大会結

「平成 26 年（2015 年）３月１日発行」と記

奨之介君の順位を「４位」と記載しま

３月１日発行」の誤りです。訂正し、お詫び

果」で「小学５年生（男子）3000m」の表中、
図師

平成 27 年３月号表紙の発行日記載箇所に

したが、正しくは「３位」です。訂正し、お
詫び申し上げます。

なお、ホームページに掲載している岬だよ

り２月号については修正済みです。
▼生涯学習課

載しましたが、
正しくは「平成 27 年（2015 年）
申し上げます。

なお、ホームページに掲載している岬だよ

り３月号については修正済みです。
▼まちづくり戦略室

企画政策担当

平成 27（2015）年４月号
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節分会鬼のお加持に人の列

冬帝のご機嫌よろし玻璃ひかる

ぜんざいもスイーツと言う春隣

雑煮祝う戦後七十年を噛みしめて

冴ゆ月を見上げて後の別れかな

岩田 史子

八十田正代

南出佐代子

三倉 澄子

松尾美津子

竹内みよ子

春近し彩とりどりの盆梅展

佐藤美根子

坂原嘉代子

亀谷 芳枝

シャッター街音量大きく雛のうた
し

焼かれし山煩悩喚き消えて行く

佐脇 ちづ

寒雲を仰げば染みる面影に

鬼は外大きな声で福は内

うぐいすと喋りたいよな春はそこ

巡る春まだ良い事が有りそうな

世の流れやっぱり無理だ自然体

寒波来る自然の脅威思い知る

ほめるべし女神も時に鬼となる

シリアから鬼は外で退散を

お人柄の一句偲べば冬の雨

プライドを捨てて輪の中おお温い

行く年も来る年ともに走ってる

続編がプツンと切れて三十年

不景気か街のにぎわい外国語

生涯を退屈しない趣味川柳

形見分け脈も伝わる腕時計

八木 圭子

細川 清一

星野富美子

福田

野間

西井

中谷

辻下

高橋

行雲

岸本

川口

修

伸嘉

覚庵

和美

茂平

流水

令子

雪子

大平 洋子

稲原

澄恵

ばもと としお

油断する心の甘え事故招く

吉川 桜琴

清盛の栄華を偲ぶ春隣

草を引く手元に新芽にっこりと

吉本

治

梅の香にさそわれうれし寺めぐり

渡辺 貞夫

晴美
薬より気力で飛ばそう風邪頭痛

図書だより

本の紹介

☆サラバ
著者 西 加奈子
☆後妻業
著者 黒川 博行
☆おみくじ
著者 きた あいり
☆鹿の王
著者 上橋 菜穂子

※本のリクエストを受付
けています︒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︑
貸出中の本もリクエスト
して下さい︒

平成 27（2015）年４月号
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俳 句（ＪＡ泉州女性会岬支部）
川 柳 （岬川柳会）

地域の子どもは
地域で守る！

毎月８日は
「こども安全デー」です！

岬町では、子どもの安全を守るため、各種団体や住民の皆様のご協力により、
「子ど
も 110 番活動」や毎月８日の「子ども安全デー」
などでの学校安全ボランティアを通じ、
通学路の巡回を実施しています。
「学校安全ボランティア」に、ぜひご協力ください。
詳しくは教育委員会生涯学習課までお問合せください。
▼資格 町民の方なら、どなたでも登録していただけます。
▼活動内容
○通学路や危険な場所での「あいさつ」や「声かけ」などの見守り活動
○校区の巡回活動及び小学校内の巡回活動（学校長の要請があった場合）
○不審者情報があった場合の見守り活動
▼問合せ 教育委員会 生涯学習課 ☎ 492 － 2715

平成 26 年

火災・救急・救助概要

○火災件数
泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町
19
21
７
10
２
８
○火災原因
放火
（疑い含む）たばこ こんろ
７
６
６

計
67

ダイヤル

１
１1199

○火災種別
建物 車両 その他
46
８
13

○損害額および死者・負傷者数
損害額
死者 負傷者
３億 4,691 万円
３
16

○救急出動件数（救急搬送人員 14,527 人）
泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町
5,991
3,101 2,838 2,037 527 1,017

他市
17

計
15,528

○救助出動件数（救助人員 93 人）
泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町
83
43
29
27
５
９

他市
５

計
201

岬消防署
○事故種別
（救急）
急病 一般負傷 その他
合計 10,027 2,209 3,292
○事故種別（救助）
交通事故 建物事故 水難事故 その他
件数
61
62
19
59
人数
17
37
10
29

■火災の多くは不注意から発生しています

■救急車の利用は適正に

不注意で火災は発生します。
「火を使うときはそばを離

の搬送で、全国平均の約 50％と比べて、

たばこの不始末や天ぷら油の過熱など、ちょっとした

れない」「離れるときは必ず火を消す」ことを心がけま
しょう。

また、全国的に見て放火による火災が多く発生してい

るので、家の周りに燃えやすいものを置かないようにす
るなど、放火されない環境づくりに努めましょう。
▼問合せ

救急搬送人員のうち、約 62％が軽症者

はるかに高い割合です。

「救急車で行けば早く診てもらえる」「病

院の場所が分からない」などの要請は、本
当に救急車を必要とする場合に支障をきた
します。救急車の適正利用にご理解ご協力
をお願いいたします。

泉州南広域消防本部警備課

○医療機関照会・救急医療相談
「救急安心センターおおさか」
※携帯電話・プッシュ回線 ☎♯ 7119
※ＩＰ電話・ダイヤル回線 ☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119

☎ 462 ‐ 1080 FAX 460 ‐ 2119

○火災・救急・救助
局番なしの 119 番
※携帯電話からも局番なしの 119 番

住宅用火災警報器の設置率の調査の実施
泉州南消防組合では、総務省消防庁からの通知に基づき、住

宅用火災警報器の設置率調査を次のとおり実施しますので、ご
協力をお願いします。
▼実施期間

▼実施方法

平成 27 年４月 20 日（月）～５月 20 日（水）

無作為抽出により約 30 軒程度の住宅を消防職員

が訪問し設置状況を聞き取り調査させていただきます。
▼備考

消防職員には、身分証を携帯させています。また、職

員が消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。

▼問合せ

泉州南広域消防本部
☎ 469 ‐ 0886

予防課

火災に関する情報や病院照会は、下記の電話番号におかけ下さい。
■火災に関する情報 ☎ 473 ‐ 0019
■病院照会 ☎ 492 ‐ 0119
平成 27（2015）年４月号
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下水道のお知らせ

７月１日から供用が開始される区域では下水道事業受益者
負担金が賦課されます。

～新たに供用開始となる区域～

受益者負担金とは、公共下水道の
整備により生活が便利で快適になる
とともに、未整備地区に比べて土地
の資産価値が高まるという「受益」
に対して、その受益者（基本的に土
地所有者）に公共下水道建設事業費
の一部を負担していただく制度で、
一度限りの負担です。
賦課区域内の道路、河川、公園、
水路を除いた全ての土地が対象で
す。ただし、現在耕作している農地
や現況が山林・原野である土地は賦
課を保留することができます。
負担金は、１㎡あたりの単位負担
金額（420 円／㎡）×土地の登記面

積によって算定されます。また、納付方法は３年間に６回分割して支払う「分割納付」と負担金全額を初
年度の第１期（９月）に全額納付する「一括納付」があり、一括納付には、20％の報奨金が交付されます。
今回の賦課対象区域にあたる住民のみなさまには、後日、パンフレットの配布及び負担金、排水設備工
事と助成制度、使用料等についての説明会を開催します。なお、説明会の日程は回覧等でご案内します。

◆浄化槽補助金

岬町では、既存の汲み取り式トイレや単独処理浄化
槽を合併処理浄化槽へ変更する際、右記の条件に当て
はまる場合に補助金を交付しています。
なお、予算の範囲内での補助となりますので、予算
額に達した時点で受付を終了します。
詳しくは、お問い合わせください。

献血

○専用住宅で持続的な使用が認められるもの
○新築・建替え以外（建築確認を伴わないこと）
○下水道認可区域外（認可区域の範囲について
は、お問い合わせください）
○その他、町が定める要件に適合すること
▼問合せ

土木下水道課

～ 400ml 献血にご協力ください～

▼とき ４月 19 日（日）
午前 10 時〜正午、午後１時〜４時
▼ところ オークワ岬店
▼ 対 象 400ml 献 血 は 男 性 17 歳 〜 69 歳、
女性 18 歳〜 69 歳（65 歳以上の方は 60 歳
〜 64 歳の間に献血経験がある方に限ります。
）

※輸血を受けられる患者さんの安全性を高めるた
め、現在 400ml の献血の需要が高まっています。
200ml 献血はお断りする場合があります。皆様
のご理解とご協力をお願いいたします。
▼協力 岬ライオンズクラブ
▼問合せ 保健センター ☎ 492 ‐ 2424

次のページから 17 ページまでは、
「平成 27 年度健康づくり日程表」
を掲載しています。平成 28 年３月まで大切に保存してお使いください。
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☎ 492 － 2026

平成 27 年度

健康づくり日程表

掲載中の日程は、都合により変更する場合がありますので、毎月の岬だよりやホームページでご確認くださ

い。なお、暴風雨など悪天候時の場合は保健事業を中止させていただくことがありますのでご了承ください。
各種保健事業に関する詳細は、保健センターまでお問い合わせください。

▼岬町ホームページ

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

◆母子保健事業
事業名

母子（親子）
健康手帳の交付

内容など
妊娠がわかったら、できるだけ早く交付を受けましょう。場所：保健センター

１回 5,000 円× 14 回分（最大）と補助券７回分の総額 116,840 円の妊婦健診費用の助成を
妊婦健診助成
行います。母子手帳発行時にお渡しした受診券に必要事項を記入して、指定医療機関（大
（妊婦歯科健診が追
阪府内の医療機関）で受診してください。また、今年度より、妊婦歯科健診無料券１回分
加になりました）
が追加となりました。
妊婦および乳児一般・後期健診を里帰りなどで大阪府外の医療機関で受診された方に対し、
母子健診受診者 限度額の範囲で健診費用の一部を助成する制度です。受診後、医療機関で、母子手帳発行
負担助成
時にお渡しした受診券を担当医に記入していただき、領収書を添えて受診後 1 年以内に保
健センターへ申請してください。
こんにちは赤ちゃん おおむね生後２か月までに、保健師又は助産師・看護師・民生委員児童委員等が家庭訪問
全戸訪問
し体重測定や育児に関する相談に応じます。

■保健センターで実施する健診
健診名

４か月児健診
離乳食講習会

実施日

5月

金曜日 22（金）
H26.12 月
受付
13 時～ H27.1月生

１歳６か月児健診 木曜日
歯科フッ素塗布
同時実施

２歳児歯科健診

受付
13 時～

歯科フッ素塗布
同時実施

木曜日
受付
13 時～

歯科フッ素塗布
同時実施

受付
13 時～

発達クリニック
（要予約）

13時30分～

６月

７月

24（金）
H27

９月

10 月 11 月

18（金）

27（金）

4・5 月生

6・7 月生

H27

２・３月生

12 月

H27

１月

22
（金）

9・10・11月生

H26.1・2月生

3・4・5 月生

４（木）

３（木）

３（木）

3・4・5 月生

6・7・8 月生

9・10・11月生

H25

H23

10・11・12月生

６（木）
H24

1・2・3 月生

８（月）

17（月）

H27

10（木）

H26

H25

H26

6・7・8 月生

３（木）

H25.12 月
H26.1・2 月生

H25

12（木）
H24
4・5・6月生

19（月）

25（金）
10・11 月生

10（木）

H25.12 月

３月

8・9月生

10（木）

H25

２月

H27

11（木）

３歳６か月児健診 木曜日 14（木）
月曜日
受付

８月

４（木）
H24

7・8・9 月生

14（月）

８（月）

※４か月児・１歳６か月児・２歳児歯科・３歳６か月児健診は該当日の約３週間前に、個別通知いたします。
※発達クリニックでは、小児科医師・栄養士等の相談があります。詳しくはお問い合わせください。

■その他の健診等
健診名

タ
ニ
ティ
マーク

マ

対象年齢
時期
医療機関・費用
費用
生後１か月頃
乳児一般健診 （１歳未満まで有効）
大阪府内の指定医療機関
無料
通年
９か月～１歳未満
乳児後期健診 （10 か月頃が望ましい）
４か月児健診で受診票をお渡しします。 無料

平成 27（2015）年４月号
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◆定期の予防接種

予防接種を受ける前に、予診票セットの「予防接種注意書」と「予防接種とこども

の健康」の冊子を必ず読み、お子さんの体調の良い時に早めに接種しましょう。接種日には、母子健康手帳と
予診票をお持ちください。
（費用：無料
※注意

ただし対象年齢を過ぎると有料となります。
）

対象年齢の数え方は、誕生日の前日をもって加算されます。

（例）１歳以上→１歳の誕生日の前日から該当。 ２歳未満→２歳の誕生日の前日まで該当。
２歳に至るまでの者→２歳の前日まで該当。

■集団接種
種類

ＢＣＧ

場所：保健センター
対象年齢
受付 ５月 ７月 ８月 ９月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
生後３か月～１歳に至るまでに１回接種 14：00 ～ 22 24
18
27
22
25
（金）（金）
（金）
（金）
（標準接種期間 生後５か月～８か月） 14：30 （金）（金）

■個別接種

場所：指定医療機関
種類
対象年齢
時期
町内医療機関
ヒブワクチン
生後２か月～５歳に至るまでの者
（インフルエンザ菌ｂ型）
津山医院・なぎさクリニック・
（初回接種年齢により接種回数は異なります。 通年
もちづき耳鼻咽喉科
小児用肺炎球菌
詳細は、岬町ホームページをご覧ください。
）
ワクチン
生後３か月～７歳６か月に至るまでの者
四種混合
（できるだけ初回を 12 か月までに）
津山医院・なぎさクリニック・
通年
（百日咳・ジフテリア・
初回：20 ～ 56 日間隔（３～８週間隔）で３回接種
もちづき耳鼻咽喉科
破傷風・ポリオ）
追加：３回目終了後、12 ～ 18 か月の間に１回接種
第 1 期：生後 12 ～ 24 か月に至るまでの者
麻しん風しん混合
津山医院・なぎさクリニック・
（１歳になったらなるべく早く）
ワクチン
通年 もちづき耳鼻咽喉科・江川クリ
※ 2 期は個別通知が
第２期：就学前の一年間
ニック胃腸肛門科（２期のみ）
あります。
Ｈ 21 年 4 月２日～Ｈ 22 年４月１日生
１歳～３歳に至るまでの者
津山医院・なぎさクリニック
水痘ワクチン
通年
１回目終了後、３か月以上あけて１回接種
もちづき耳鼻咽喉科
（できるだけ６か月から 12 か月あける）
第１期：３歳～７歳６か月に至るまでの者
市 川 ク リ ニ ッ ク（ ９ 歳 以 上 ）・
（できるだけ初回を４歳までに）
江川クリニック胃腸肛門科・津
初回：６～ 28 日間隔で２回接種
通年 山医院・なぎさクリニック・も
ちづき耳鼻咽喉科・ みさきクリ
追加：１期初回終了後おおむね１年後に１回接種
日本脳炎
ニック
第２期：９歳～ 13 歳未満
※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。
市川クリニック・江川クリニッ
2 種混合
ク・津山医院・なぎさクリニッ
（ジフテリア・破傷風）
11 歳～ 13 歳未満（小学６年生）
通年
ク・もちづき耳鼻咽喉科・みさ
※個別通知があります
きクリニック
小学６年生～高校１年生相当
岬町ホームページをご覧くださ
子宮頸がん予防
（平成 11.4.2 ～平成 16.4.1）
通年
い。
ワクチン（ＨＰＶ）
※標準接種年齢 中学１年生～高校１年生
※三種混合・不活化ポリオワクチンについては保健センターにお問い合わせください。
※泉佐野市以南の医療機関でも予防接種を受けることができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
※長期にわたる疾患等のため、対象年齢内に接種を受けられなかった方は、一度保健センターにお問い合わせください。

■風しんワクチン等接種費用助成

場所：指定医療機関
町内医療機関

対象者
時期
風しん抗体検査の結果、抗体を保有していないと判定された次の方
市 川 ク リ ニ ッ ク・ 津 山 医
平成 28 年
①妊娠を希望する女性
院・もちづき耳鼻咽喉科・
②妊娠を希望する女性の配偶者
３月末日まで みさきクリニック
③妊婦の配偶者
※泉佐野以南の指定医療機関、又は指定医療機関外でも接種が可能です。詳しくは保健センターにお問い合わせください。
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◆成人保健事業

◎費用は 70 歳以上、生活保護世帯等は無料になります。生活保護世帯の方は証明書をお持ち下さい。
◎各健診は４月から翌年３月までの間に集団または個別健診のいずれか１回、受けることができます。
◎健康手帳は保健センターで発行しています。
◎集団健診の結果は、約 1 か月後の返却となります。

■個別健診
健診名

特定健診
後期高齢者健診
肝炎ウイルス検査

大腸がん検診
胃がん検診
子宮がん検診
乳がん検診

各医療機関に直接申し込み、受診して下さい。結果は医療機関からお受け取りください。
対象
期間
費用
持参物
医療機関

国保加入者で 40 歳～ 74 歳
の方（平成 28 年３月 31 日
までに 75 歳に達する者につ
いては、誕生日の前日まで
受診可能）

〈町内で受診できる医療機関〉
受診券・保険証・健 あい整形外科リハビリクリニ
康手帳・過去１年間 ック、市川クリニック、江川
500 円
で受けた健診結果 クリニック胃腸肛門科、田中
医院（肝炎ウイルス検査・大
受診券・保険証・健 腸がん検診は除く）、津山医院、
康手帳・過去１年間 なぎさクリニック、みさきク
後期高齢者医療の対象者
無料
で受けた健診結果 リニック、与田病院
※大腸がん検診は泉佐野市以南
健康手帳
満40歳以上
（初回に限る）
無料
の医療機関でも受診できます。
詳しくは保健センターにお問い
健康手帳
満 40 歳以上
通年
無料
合わせください。
市川クリニック・江川クリニ
健康手帳
ッ ク 胃 腸 肛 門 科・ 津 山 医 院・
満 40 歳以上
2,000 円
みさきクリニック
笠松産婦人科小児科・辻レディ
頸部
500 円
ースクリニック・ながまつレデ
健康手帳
満 20 歳以上
頸体部 1,000 円
ィースクリニック・阪南市民病院・
りんくう総合医療センター等
40 歳代 1,000 円
市立貝塚病院
健康手帳
満40歳以上
（２年に１回）
50 歳以上 500 円
☎ 072 ‐ 422 ‐ 5865（代表）

〈内容と注意事項〉

問診、身体計測（身長体重・ＢＭＩ・腹囲）、検尿、血圧、内科診察、血液検査（中性脂肪・ＨＤ
Ｌコレステロール・ＬＤＬコレステロール・ＧＯＴ・ＧＰＴ・γーＧＴＰ・血糖値・ＨbＡ１ｃ・尿酸・
尿素窒素・クレアチニン・赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板）
特定健診
【必要と判断された方のみ】心電図・眼底検査
※正確な血液検査を行うために食後 10 時間空腹状態でお越しください。
胃部エックス線検査。食事は検診前日の夜 10 時までとし、水・お茶は就寝まで可です。当日は絶
飲絶食です。ただし、午前７時までにコップ１杯程度の水を飲んで下さい。薬を飲まれている方は、
胃がん検診
朝の水でお飲みください。ただし糖尿病の薬は不可です。
。当日検査容器をお渡ししますので、指定日に保健センターへ提出してください。
大腸がん検診 便潜血検査（２日間）
結核・肺がん検診 胸部レントゲン検査。必要な方は喀痰検査（500 円）も追加。
視触診・マンモグラフィ検査。40 歳代は２方向、50 歳以上は１方向からの撮影になります。授乳
中の方や豊胸手術をされた方は受診できません。受診は２年に１回になりますので、健康手帳な
乳がん検診
どで受診歴をご確認の上お申込みください。
子宮がん検診 頸部細胞診。個別検診は必要により体部細胞診を追加。服装は、フレアスカートをおすすめします。
肝炎ウイルス検査 血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査） 骨粗しょう症検診 前腕部の骨密度測定

歯科健診・相談 歯科医による歯科健診・相談および口腔衛生指導

平成 27 年度無料クーポン検診事業
岬町が実施するがん検診において、次に該当する方にがん検診手帳及び検診費用が無料となるクーポン券
を送付します（６月発送予定）
。この機会に、ぜひ、がん検診を受診してください。その他、詳細が決まり
次第個別にご案内します。
■子宮がん検診対象者
年齢
生年月日
20 歳 平成６年４月２日～平成７年４月１日

■乳がん検診対象者
年齢
生年月日
40 歳 昭和 49 年４月２日～昭和 50 年４月１日

平成 27（2015）年４月号
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■集団健診
※特定健診受診券は４月中に個人通知があります。受診券が届いてからご予約ください。

※集団健診は予約優先制です。４月１日から岬町立保健センター窓口もしくは電話で受け付けます。定員に満
たない場合は当日受付もあります。
（予約・申込み

保健センター

※受診券や保険証の提示がない場合はお断りする場合があります。
健診名

対象

定員

（１日）

国保加入者
で 40 歳 ～
74 歳 の 方
（H28.3.31 ま
で に 75 歳
に達する者
特定健診 は、 誕 生 日
（要予約） の前日まで
受診可能）
満 40 歳 以
上の生活保
護世帯の方

費用

無料

国民健康保
険証・健康
手帳・過去
１年間で受
けた健診
結果

100名

（要予約） 15 歳以上の
国保加入者

後期高齢者 後期高齢者
医療の対象
健診

無料

（要予約） 者

受診券・保
険証・健康
手 帳・ 過
去 1 年間で
受けた健診
結果

60 名 500 円 健康手帳

大腸がん検診 満 40 歳以上 なし
結核・肺がん
検診（要予約）

２月

無料 健康手帳

100名 無料 健康手帳

乳がん検診 満 40 歳以上

予約優先
予約優先
定員となりましたらお断りする場
合がありますのでお早めにご予約
ください。

９：30
25
（月）16（火）３
（金）25
（日）18
（水）
～ 11：00
9：30
～ 11：30

14
（木）

25
（月）16
（火）３（金）２（金）16
（月）
・
・
・
・
・ 11
（金）14（木）16（火）11（金）
29
（金）23
（火）29
（水）25
（日）18
（水）

9：30
25
（月）16
（火）３（金）25
（日）18（水）11（金）14
（木）16（火）
～ 11：30

40 歳代
1,000 円

９：30
～ 11：30

500 円

13：00
～ 14：30

健康手帳
55 名
（要予約） （２年に１回）
50歳以上

29
（金）23（火）29（水）２
（金）16（月）11
（金）

16（火）11
（金）
16（火）
9：30
～ 14：30

子宮頸がん検
満 20 歳以上 100名 500 円 健康手帳
診（要予約）

13：30
～ 14：30

肝炎ウイル 満 40 歳以上
100名 無料 健康手帳
ス検査 （初回に限る）

９：30
25
（月）16（火）３（金）25
（日）18（水）11（金）14
（木）16（火）
～ 11：30

23（火）29
（水）２
（金）16
（月）11
（金）

骨粗しょう症
満 40 歳以上 80 名 500 円 健康手帳
検診（要予約）

９：30
～ 11：30

25
（日）

14（木）

歯科健診・ 満 15 歳以上
なし
相談

９：30
25
（月）16（火）
～ 11：30

25
（日）

14
（木）

15

３月

９：30
25
（月）16（火）３（金）25
（日）18（水）11
（金）14
（木）16（火）
～ 11：30

保健センター（色字の日は町民体育館）

無料

健康手帳・
過去 1 年間
で受けた健
診結果

Ｓ 51. ４. １

胃がん検診

場 受付
５月 ６月 ７月 10 月 11 月 12 月 １月
所 時間

受診券・
国民健康
保険証・
健康手
無料 帳・過去
1 年間で
受けた健
診結果

国保若年 以降に生ま
特別健診 れた方で満

（要予約）

持参物

☎ 492 ‐ 2424・2425）

無料 健康手帳
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無

場所

４月

保健
センター
保健センター
各所

５月

６月

16（木） 19（火） 8（月）

7月

15（ 水 ）
※

８月

９月

10 月

11 月

21（水）

12 月

上旬

１月

２月

３月

18（木）
２（水）
※

７（火） 21（木） ５（金） 31（金） 12（水） 10（木） １（木） 12（木） ４（金）

29（月） 10（木）

19（日）
オークワ
岬店

23（火）
岬町
役場

９（木）
岬町
役場

１（火） 29（木）
岬町
岬町
役場
役場

23（祝）
オークワ
岬店

保健センター

６（月） 11（月） １（月） ６（月） ３（月） ７（月） ５（月） ９（月） ７（月） ６（水） １（月） ７（月）

子育て支援
センター

14（火） 12（火） ９（火） 14（火） 11（火） ８（火） 13（火） 10（火） ８（火） 12（火） ９（火） ８（火）

望海坂第１
集会所

８（水） 13（水） 10（水） ８（水） 12（水） ９（水） 14（水） 11（水） ９（水） 13（水） 10（水） ９（水）
22（水） 27（水） 24（水） 22（水） 26（水） 30（水） 28（水） 25（水） 16（水） 27（水） 24（水） 23（水）

ピアッツァ５（９
23（木） 28（木） 25（木） 23（木） 27（木） 24（木） 22（木） 26（木） 24（木） 28（木） 25（木） 24（木）
す 月は保健センター）
保健センター

14（日）
19（金）
28（日）

15（日）
20（金）
29（日）

事業名

内容等
【内容】健康意識の向上と長寿を祝い地域ぐるみで行うイベント
健康長寿まつり
【日時】９月 27 日（日）10：00 ～ 15：00（予定）
【対象】① 65・70・75・80・85・90・95・100 歳の方
（平成 27 年４月２日から平成 28 年４月１日で上記の年齢になられる方）
② 60 ～ 64 歳で心臓病・腎臓・呼吸器・免疫等に重度障害のある方
高齢者肺炎球菌【費用】4,000 円 住民税非課税世帯の方・生活保護世帯の方は無料になります。
※住民税非課税世帯の方への無料助成証は、４月１日から保健センターで発行します
ワクチン予防接種
ので必要書類（保険証・委任状等）をご持参の上、申請にお越しください。
【場所】指定医療機関（要予約）
指定医療機関外で接種をご希望の方は、事前に保健センターにお問い合わせください。
【期間】４月～平成 28 年３月末日
【対象】① 65 歳以上の方 ② 60 歳～ 64 歳で心臓病・腎臓・呼吸器・免疫等に重度障害のある方
【費用】1000 円 住民税非課税世帯の方・生活保護世帯の方は無料になります。
※住民税非課税世帯の方への無料助成証は、10 月１日から保健センターで発行しますので必
高齢者インフル
要書類（保険証・委任状等）をご持参の上、申請にお越しください。
エンザ予防接種
【場所】町内医療機関（要予約）
。町内医療機関以外で接種をご希望の方は、事前に保健セン
ターにお問い合わせください。
【期間】10 月～ 12 月末日（予定）
平成 27（2015）年４月号
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◆各種事業案内
事業名（定員）

対象

げんき１番！
健康アップ教室
ベ リ ー

内容

時間

対象者・日時・場所等につきましては広報等をご覧ください。

食生活改善 Berry げんき
隊セミナー（10 名）

おおむね 20 歳～ 60 歳
の方
※お子様連れの方も大
歓迎

心の健康相談

どなたでも

（要予約）

食に関する様々な事を、ミ
ニ講話や調理実習を通して
楽しく学べるセミナーです。
参加費：無料
精神相談員による相談

10 時～ 12 時
※ 10 時～ 13 時

随時受付

10：00 ～ 12：00

随時受付

16 歳～ 69 歳
400ml 献血を（18 歳以上の
※ 65 歳以上の方は 60
方）お願いしています。
献血
歳～ 64 歳の間に献血経
験のある方に限ります ※男性は 17 歳以上の方
看護師による身体計測や栄
乳幼児
乳幼児育児健康相談
養士・保健師による相談
保健師による身体計測や育
乳幼児
乳幼児育児健康相談
児相談
下線日 育児相談
色字日 ふれあい遊び
出張ほのぼのクラブ
乳幼児
太字日 わらべ唄と絵本の
（要参加費：年間 300 円）
紹介・栄養相談
１歳６か月児健診後に保健
１歳６か月児健診後の
プチトマト
センターがご案内する親子
幼児
（要予約）
教室
妊婦とその家族
出産に向けての準備やご友
たまごクラブ
（安定期での参加を
人づくり
（両親教室・要予約）
お願いします）

電話健康相談

どなたでも

家庭訪問

どなたでも

■健診・予防接種

保健師・栄養士による電話
での健康相談
ご自宅へ保健師・栄養士が
お伺いして行う健康相談

指定医療機関（岬町内）

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

不要

10：00 ～ 12：00

不要

10：30 ～ 12：00

不要

10：30 ～ 11：30

不要

10：00 ～ 11：30

随時受付

９：00 ～ 17：30

随時受付

９：00 ～ 17：30

随時受付

※町外の医療機関は、岬町ホームページでご確認ください。

岬町多奈川谷川 2424 ‐ ３

488 ‐ 2888
494 ‐ 2711
492 ‐ 1700
495 ‐ 0801

保健センター
臨時駐車場

※南海多奈川線「多奈川駅」より徒歩５分

※コミュニティバス「保健センター」下車すぐ

※関電多奈川第２発電所臨時駐車場をご利用ください。
駐車場利用時間

▼執務時間

17

電話番号

岬町立保健センター

▼所在地

関西電力

９：00 ～ 17：00

○ E-mail : hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp
○☎ 492 ‐ 2424・2425

平成 27（2015）年４月号

保健センター
青少年センター 多奈川駅

平日 9：00 ～ 17：30

○ FAX

492 ‐ 2433

交番

保

保

ピ
原則
ご案内です 月

10：00 ～ 12：00

医療機関名
所在地
電話番号
医療機関名
所在地
あい整形外科リハビリクリニック
淡輪 3717
491 ‐ 3536 なぎさクリニック
淡輪 1469 － 1
（第２含む）
市川クリニック
淡輪 3764 － 250 492 ‐ 1470
深日 1828 － 1
江川クリニック胃腸肛門科
492 ‐ 1500 みさきクリニック 淡輪 1155 － 1
オークワ岬店２階
もちづき
深日 1828 －５
田中医院
淡輪 1266 － 1 494 ‐ 3109
耳鼻咽喉科
オークワ岬店 2 階
津山医院
多奈川谷川 2599－1 495 ‐ 5067
与田病院
多奈川谷川1849－11

▼問合せ

申込み有無

【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】

平成 27 年度における保険料について
後期高齢者医療制度の保険料率は、2 年ごとに見直しが行なわれます。

平成 27 年度は、被保険者均等割額 52,607 円、所得割率 10.41％により保険料を算定します。
（平成 26
年度と同じです。
）

◆ 大阪府の平成 27 年度の保険料の算定方法
保険料（年額）
（限度額

57 万円）

=

被保険者均等割額
被保険者１人当たり
52,607 円

+

所得割額
賦課のもととなる所得
×所得割率 10.41％

※所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の
所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額 33 万円を控除した額です。
（雑損失の
繰越控除額は控除しません。
）

◆ 保険料の軽減について
■世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額（52,607 円）が軽減されます。

所得の判定区分
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）
を超えない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所

軽減割合

軽減後の被保険者
均等割額（年額）

９割

5,260 円

8.5 割

7,891 円

５割

26,303 円

２割

42,085 円

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）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）
＋ 26 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）
＋ 47 万円×被保険者の数】を超えないとき

※基礎控除額等の数値については、
今後の税法改正等によって変動することがあります。

※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。
※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。

※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入について公的年金等控除を受け
た 65 歳以上の方は、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。

平成 27（2015）年４月号
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【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】
■所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる所得金額が 58 万円以下（収入のあった年の

12 月 31 日時点で 65 歳以上の方の場合で、年金収入のみの場合は、その収入が 211 万円以下）の方
については、所得割額が一律 5 割軽減されます。

■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、被保険者均等割額の 9 割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

■軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に
基づいて行いますので、被保険者のみなさんから申請をいただく必要はありません。ただし、未申告
の方がいると判定ができないため、低所得であった場合に減額をすることができません。税務署や市
区町村の税務担当窓口に申告されていない方についても市区町村の後期高齢者医療担当窓口への簡易
申告等が必要です。

◆ 保険料額のお知らせと納め方
◆普通徴収（口座振替や納付書でお支払い）の方
今年の 7 月に、
平成 27 年度の後期高齢者医療保険料の決定
（本算定）
にかかる
「保険料額決定通知書」

と「納入通知書」の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振替や納付書（納入通知書）の方
法により 9 期（7 月から翌年 3 月まで）で納めていただきます。

※前年の 10 月 2 日以降に 75 歳のお誕生日を迎えられた方や転入された方、又は所得額の変更等の理由

で 2 月支給の年金天引きが中断になっている方は、
年度の途中から特別徴収に変更となる場合があります。

◆特別徴収（年金からのお支払い）の方
年金受給額が年額 18 万円以上の方は、原則年６回の年金受

給日に、その年金から直接お支払いいただきます。

※口座振替でのお支払いを希望される方は、市区町村の後期高
齢者医療担当窓口への申出により、変更することができます。
■仮徴収（平成 26 年中の所得が確定するまでの仮納付：４・６・８月）
○平成 26 年２月に保険料を特別徴収で支払われた方

４月の年金受給時に、
２月にお支払いいただいた金額と同額を仮徴収額としてお支払いいただきます。
この場合、保険料額の通知はありません。ただし、６、８月分は、４月分と同額が適当でないと市町
村が判断した場合に仮徴収額が変更されることがあり、その場合は、変更通知書が送付されます。
○平成 26 年度は普通徴収で、４・６・８月から新たに特別徴収の対象となる方

平成 26 年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。その場合、事前に「保険料仮徴収額決定通
知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますので、ご確認ください。
※平成 26 年度に引き続き普通徴収（口座振替や納付書）でお支払いいただく方は、仮徴収は行われ
ません。

■本算定後の特別徴収

平成 27 年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）後の 10 月以降、引き続き、または新たに

特別徴収となる方は、７月に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送
付します。

10・12・２月の年金受給時に、平成 26 年中の所得に基づいて計算された年間保険料から仮徴収等に
より既に納めていただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。
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【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】

平成 27 年度の健康診査・人間ドック費用の助成

◆ 健康診査について
大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者の方々に、
「健康診査受診券」を４月下旬頃に「受診

券在中」の記載のある封筒でお送りします。
（年度途中に新たに 75 歳になられる方には、誕生月
の翌月当初に順次お送りします。
）

受診券がお手元に届きましたら、広域連合が指定する医療機関等において、受診券に記載された

有効期限までに無料（年度中に１回）で受診することができます。受診の際は、事前に医療機関等
にご連絡の上、受診券と被保険者証を忘れずにお持ちください。

ただし、以下に該当する長期入院中や施設入所中の方などは、病院・施設において健康管理が図ら
れているため、健康診査の対象者から除いています。

○病院又は診療所に６カ月以上継続して入院中の方

○特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支
援施設などの施設に入所または入居している方

※退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行いたしま
すのでお問い合わせください。

◆ 人間ドック費用の一部助成について
大阪府後期高齢者医療広域連合では、

▼申請に必要なもの

被保険者の方々が人間ドックを受診され

○人間ドックの領収書の写し

た場合の費用の一部を助成しています。

○検査項目が確認できるもの

費用の助成を受けるには、市区町村の

（検査結果通知書の写しなど）

担当窓口に必要書類をお持ちいただき、
申請する必要があります。なお、各年度

○被保険者証

１回の受診に対し、26,000 円を上限と

○印かん

○口座情報がわかるもの

中（４月１日から翌年３月 31 日まで）
して費用の一部を助成します。

※人間ドックを受診された方は、申請されるまでの間、領収書等を大切に保管願います。

▼問合せ

○大阪府後期高齢者医療広域連合

資格管理課 ☎ 06 － 4790 － 2028

給付課

※受付時間

☎ 06 ‐ 4790 ‐ 2031

FAX 06 ‐ 4790 ‐ 2030

FAX 06 ‐ 4790 ‐ 2030

月～金曜日（祝日を除く）

○役場保険年金課

後期高齢者医療担当

午前９時～午後５時 30 分

☎ 492 ‐ 2705

平成 27（2015）年４月号
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年金のお知らせ
学生納付特例制度をご利用ください
▼対象となる方

▼障害基礎年金等との関係

日本国内に住むすべての人は、20 歳になった時から国

障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合

民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられて

に、その事故が発生した月の前々月までの被保

いますが、学生については、申請により在学中の保険料の

険者期間のうち保険料免除期間を含む保険料納

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

納付が猶予される
「学生納付特例制度」
が設けられています。 付済期間が３分の２以上ある場合、又はその事
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、
「学

故が発生した月の前々月までの１年間に保険料

生」とは、大学（大学院）
、短期大学、高等学校、高等専門

の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基

学校、専修学校及び各種学校（※１）や、一部の海外大学

礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の

の日本分校（※２）に在学する方で 夜間・定時制課程や通

承認を受けている期間は、保険料納付済期間と

信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象

同様に当該要件の対象期間になりますので、万

となります。また、家族の方の所得の多寡は問いません。

が一のときにも安心です。

○所得基準（申請者本人のみ）

▼申請方法

118 万円 + 扶養親族等の数× 38 万円 + 社会保険料控除等
（※１）各種学校⇒修業年限が 1 年以上の課程に在学してい
る方に限ります。( 私立の各種学校については都道府県知事
の認可を受けた学校に限られます。
）
（※２）海外大学の日本分校⇒日本国内にある海外大学
の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課
程に在籍する場合。

務所に請求していただくほか、日本年金機構のホ
ームページからプリントアウトすることもできま
す。記入例を参考に申請用紙にご記入していただ
き、国民年金手帳、学生証などの学生等であるこ
とまたは学生等であったことを証明する書類と、
前年所得の状況を明らかにすることができる書類

▼老齢基礎年金との関係

と、ともに住民登録をしている市区役所・町村役

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納

場へ届け出てください。なお、在学する大学等が

付済期間等が 25 年以上必要ですが、学生納付特例制度の承

学生納付特例事務法人の指定を受けている場合

認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれま

は、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能

すが、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40 年の保険

です。学生納付特例の申請が遅れると、申請日前

料納付済期間が必要となるため、学生納付特例制度の適用を

に生じた不慮の事故や病気による障害について、

受けた期間については老齢基礎年金の額の計算の対象となる

障害基礎年金を受け取ることができない場合がご

期間には含まれません。このため、将来、満額の老齢基礎年

ざいますのでご注意ください。

金を受け取るために、10 年間のうちに保険料を納付（追納）

なお、学生納付特例は、原則として申請日に

することができる仕組みとなっています。

かかわらず、４月から翌年３月まで（申請日が

▼保険料の追納について

１月から３月までの場合は、前年４月から３月

学生納付特例期間については、10 年以内であれば保険料
をさかのぼって納めること（追納）ができます。将来受け取

まで）の期間を対象として審査します。ただし、
４月に申請する場合に限って、前年４月から前

る年金額を増額するためにも追納することをお勧めします。

月の３月分までの期間（前サイクル分）につい

時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

枚提出されるようお願いします。

学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、 ても申請することができます。４月に前サイク
3 年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当 ル分の免除等も申請される場合は、申請書を２

平成 27 年４月以降の国民年金第１号被保険者及び任意加入被保険者の保険料
額は（月額）15,590 円です。
▼問合せ
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学生納付特例の申請用紙（Ａ４版）は、年金事

平成 27（2015）年４月号

○貝塚年金事務所

☎ 431 ‐ 1122

○役場保険年金課

☎ 492 ‐ 2705

潮干狩りのお知らせ
淡輪海水浴場（ときめきビーチ）内で潮干狩りを開催します。
活きのいいアサリを使って、お味噌汁やスパゲティーボンゴレなどの料理を作ってみては
いかがでしょうか。春の潮風の中でご家族揃ってゆっくり楽しんでください。
▼期間

４月 18 日（土）～６月７日（日）

※期間中楽しいイベントがあります（入場者のみ参加可・無料）
○５月 17 日

タコの掴み取り

※受付開始 13 時から
※入場者のみ、無料
※お子様限定３歳以上小学生以下※人数制限あり、希望者多数の場合抽選（150 名）
※小学校の団体様で、潮干狩り入場者にヒラメの放流体験（１人１匹、先着 1000 名）
８時から 17 時まで

▼入場料

大人 1,300 円

小人 700 円

▼お土産

大人 800 ｇ進呈、小人 500 ｇ進呈

▼駐車場

有料駐車場あり

※駐車場利用時間帯
平日 8 時 30 分～ 17 時、土・日・祝日 8 時から 17 時
▼問合せ

○淡輪漁業協同組合

☎ 494 － 3069

○淡輪潮干狩管理組合

☎ 494 － 2141

害者の方に対して、社会の連帯共

○４月 22 日（水）
・23 日（木）

■自転車には必ず鍵を掛けまし

者等給付金を支給し、
その精神的・

階イオンホール（泉南市）

鍵を掛けないために、自転車を

穏な生活を営むことができるよ

サラダホール
（小ホール）
（阪南市）

大切な自転車を盗まれないために、

▼問合せ

▼講習時間 各日 19 時から

どの補助錠）しましょう。

ター） ☎ 06 － 6943 － 1234

ずご持参下さい。

◆泉南警察からお知らせ

助の精神に基づき、国が犯罪被害

イオンモールりんくう泉南店２

ょう！

経済的打撃の緩和を図り、再び平

○ ４ 月 27 日（ 月 ）
・28 日（ 火 ）

盗まれる被害が急増しています。

う支援する制度です。

▼受付時間 各日 18 時 30 分から

○鍵は２ロック（チェーン錠な

大阪府警察本部（府民応接セン

※受講の際は、講習カードを必

○自宅敷地内に停める場合で

泉南警察署（広聴相談室）

▼問合せ

○防犯登録をしましょう。

■安全運転講習会のご案内

しょう。

い、
安全運転講習会を実施します。

も、鍵を掛けましょう。

▼自主防犯対策積極的に行いま

☎ 471 － 1234

泉南警察署

☎ 471 － 1234

春の全国交通安全運動」に伴

■犯罪被害給付制度の案内

▼実施日・場所

犯罪行為により不慮の死を遂げ

体育館（岬町）

害などの重大な被害を受けた被

センター（岬町）

この制度は、殺人等の故意の

○４月 30 日（水）岬町立町民

た被害者の遺族又は、重傷病、傷

○５月１日（木）岬町住民活動

平成 27（2015）年４月号

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

▼時間
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その他
◆岬町農業委員会委員
一般選挙
平成 27 年６月２日に任期満

了となる岬町農業委員会委員一
般選挙の日程が次のとおり決定
されました。
○告示日
○投票日

５月 26 日（火）
５月 31 日（日）

■立候補予定者説明会

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

岬町農業委員会委員一般選挙へ

の立候補手続きなどを説明するた
めに次のとおり立候補予定者説明
会を開催します。立候補を予定し
ている方は、必ずご出席下さい。
▼とき

５月 11 日（月）

▼ところ

13 時 30 分～

▼問合せ

岬町役場２階会議室
岬町選挙管理委員会

☎ 492 ‐ 2721（直通）

住民基本台帳の不正な閲覧・

利用を防止し、 個人情報の保

護を図るため、住民基本台帳法
に基づき、統計・世論調査等で
公共性が高いと認めたものの閲
覧状況を公表します。

◆安まちメールをご存じ
ですか ?

観光消費動向調査」（一般統計
調査）対象者抽出のため
○閲覧の範囲

淡輪地区在住の

昭和８年 11 月１日から平成 10
年 10 月末日生まれの男女
●申出者

一般社団法人

報センター

東京都渋谷区恵比寿１－19－ 15

○閲覧日 平成 25 年 10 月 29 日

日までに閲覧申請のあったもの

○閲覧目的 高齢者の地域社会へ

４月１日から平成 26 年３月 31
▼閲覧申請件数

全４件

●申出者 ㈱インテージリサーチ

東京都東久留米市本町１－４－１

○閲覧日 平成 25 年５月 23 日
○閲覧件数

１件

○閲覧目的 2013 年度「旅行・観

光消費動向調査」（一般統計調
査）対象者抽出のため
○閲覧の範囲

深日全域

●申出者

一般社団法人

中央調査社

東京都中央区銀座６－ 16 － 12
○閲覧日 平成 25 年 10 月９日
○閲覧件数
○閲覧目的

安まちメールはひったくりや

１件

2013 年度「旅行・

○閲覧件数

1件

の参加に関する意識調査のため
○閲覧の範囲

淡 輪 212 番 地

～に在住で平成 25 年 10 月１日
現在 60 歳以上の男女

●申出者 自衛隊大阪地方協力
本部岸和田地域事務所

大阪府岸和田市土生町５－１－34
プリマードビル１Ｆ

○閲覧日 平成 26 年１月 23 日
○閲覧件数

１件

○閲覧目的

自衛官等の募集に

伴う広報のため

○閲覧の範囲 平成８年４月２
日から平成９年４月１日までの
間に生まれた者
▼問合せ

住民生活課

☎ 492 － 2713

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

２月臨時議会議決結果

区を設定でき

町長から「岬町健康ふれあいセンターの指定管理者
の指定の件」の議事案件が提案され、質疑・討論があ
り即日可決されました。

料は無料です

２月の議会の主な活動

知らせするシステムです。

配信種別や受信時間、受信地

ま す。（ 登 録
が、通信料は

３日

となります。）

５日
６日
９日
12 日
14 日
25 日
27 日

ご利用者負担

▼ホームページ

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

osaka.jp/userMenu.do
▼連絡先

☎ 06‐6943‐1234（内線 34461）
平成 27（2015）年４月号

新情

平成 25 年

▼公表の対象期間

丸高ビル７階

大阪府警察本部府民安全対策課
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◆住民基本台帳の閲覧状況

臨時会
議会運営委員会・全員協議会
農業委員会
新消防庁舎建設候補地現地視察
泉州南消防組合議会定例会
例月監査
泉州国際市民マラソン開会式・レセプション
議会運営委員会・全員協議会
泉南郡監査委員連絡会研修会

住民係

淡輪公民館では次のクラブが

内閣府では、平成 27 年度に

ほのぼのクラブ
～親子交流・仲間づくりの場～

実施する青年国際交流事業（
「東

活動しています。

ＩＮ

育成交流」
「日本・韓国青年親善

囲碁の会、キッズジャズヒップ

親子の交流、仲間づくりの場と

ダー育成事業」
「青年社会活動

茶道クラブ、書道クラブ、ソー

の参加青年を募集しています。

コン同好会、童謡をうたおう、

○内閣府青年国際交流担当

岬太極拳倶楽部、岬ベイコード

▼参加費

民謡クラブ、ラベンダー（パソ

の間に１家族につき１回のみ 300

域安全室青少年課（健全育成グ

化琴）
、レインボー（卓球）
、つ

です。

☎ 06 － 6941 － 0351（代表）

クダンス和クラブ、生け花クラ

望海坂第一集会所

南アジア青年の船」
「国際青年

▼クラブ名

交流」
「次世代グローバルリー

ホ ッ プ、 薫 風 会（ お 茶 の 会 ）
、

してご利用ください。

コアリーダー育成プログラム」
）

シャルダンスクラブ、淡輪パソ

10：30 ～ 11：30

▼問合せ

淡輪ピアノクラブ、
みさき舞踊、

▼４月 22 日（水）
わらべ唄遊び、絵本等の紹介と
栄養士による栄養相談
４月以降平成 28 年の３月まで

（大正琴）
、美輪の会（大正琴）
、

（http://www.cao.go.jp/koryu/）
☎ 03 － 6257 － 1434

○大阪府政策企画部青少年・地

コン）
、料理クラブ、輪筝会（文

ループ）

つじ舞踊、なんでも会、フォー

円をご負担ください。以降は無料
▼問合せ

保健センター

☎ 492 ー 2424

ブ、盆踊りをたのしもう会。

内線 4844

※練習日時等詳細については淡輪
公民館にお問い合わせください。
▼問合せ

淡輪公民館

☎ 494 － 0300

手当額改定について
平成 27 年４月分から手当額が改定されます。

▼対象 特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方
▼金額
○特別障がい者手当

26,000 円→ 26,620 円

○障がい児福祉手当・経過的福祉手当

14,140 円→ 14,480 円

なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは表のとおりです。

特別障がい者手当

障がい児福祉手当

満 20 歳以上の在宅の方で、身体または精 満 20 歳未満の在宅の方で、身体または精
神に著しく重度で永続する障がい（知的障 神に重度で永続する障がい（知的障がいを
支給対象
がいを含む）があるため、日常生活に常時 含む）があるため日常生活に常時の介護を
特別の介護を必要とする方
必要とする方
①障害年金などの障がいを支給理由とする
①病院等に３カ月を超えて入院している方
年金を受給されている方
②施設に入所している方
支給制限
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定
金額以上ある方
金額以上ある方
▼問合せ

大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課
岬町役場地域福祉課

☎ 441 － 2760
☎ 492 － 2700

平成 27（2015）年４月号

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

◆淡輪公民館クラブ員
大募集

◆青少年国際交流事業
参加募集
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◆労働基準監督官採用試験
▼受験資格

昭和 60 年４月２日～平成６

に皆様から頂いた鯉のぼりを掲

れた人で大学を卒業した人（卒

って元気に泳ぐ鯉のぼりをご覧

業見込み・人事院が同等の資格
があると認める人を含む）
▼第１次試験日

６月７日
（日）

▼受験申込期間

○インターネット受付

４月１

日（水）９時～４月 13 日（月）

役場へのお問い合わせは直通電話へ

○郵送・持参受付

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

潮騒ビバレースタンドポール

年４月１日に生まれた人、また
は平成６年４月２日以降に生ま

25

◆鯉のぼり掲揚のお知ら
せと寄贈のお願い

４月１日（水）
、２日（木）

▼職務内容

労働基準監督官とは、働く方の
労働条件の確保・向上、労災事
故防止、労災補償の仕事をする
厚生労働省の専門職員（国家公
務員）です。
▼問合せ

大阪労働局総務部総

務課人事第１係

☎ 06 － 6949 － 6485

当会は、せんなん里海公園内

うみべの森で活動しているボラ
ンティア団体です。

森の保全、カニやウミホタル

観察、丸太でサンタ作り、里海
まつりなどに取り組んでいま

す。森と海の見える環境の中で
リフレッシュしてみませんか。
▼活動日

毎月第１火曜、第３

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。
▼申込方法

申込用紙に記入の上、ご提出

揚します。青空の下、潮風にの

ください。
（申込用紙は教育委

下さい。

▼申込受付

また、不要になった鯉のぼり

があればご寄贈お願い致します。
▼日時

４月 18 日
（土）
～５月 18 日
（月）

▼受付

随時

▼問合せ
理事務所

せんなん里海公園管
☎ 494 － 2626

◆岬町文化協会からご案内

員会生涯学習課にあります。）
岬町教育委員会

▼申込締切

生涯学習課

４月から文化協会総会日まで

（総会当日の受付可）
■総会
▼日時

５月９日（土）

▼会場

文化センター

午前 10 時 30 分
（受付 10 時開始）
▼問合せ

生涯学習課

☎ 492 － 2715

この町に住む人々の自由な文

化活動の拠点「岬町文化協会」
。
毎年４月から、団体会員・個人
会員の募集、登録申込を受付し
ています。

岬町文化協会にご入会いただ

いて、カルチャーボランティア

◆『うみべの森を育てる会』
会員募集

る個人及び団体。岬町文化祭に協

を発揮しませんか。
▼会員

個人会員
団体会員

▼対象

年額
年額

◆「海風館 de 手づくり市」
男女共同参画社会推進を図る

ための情報提供や実践・交流の

場として
「海風館 de 手づくり市」
を開催しますので、出店を希望
される方はお問い合せ下さい。

2,000 円

10,000 円

文化活動を理解しご協力頂け

▼日時

６月６日（土）午前 10 時～

▼場所

▼問合せ

マリンロッジ海風館
岬町人権推進課

☎ 492 ー 2773

岬町シルバー人材センター
一般社団法人岬町シルバー人材事業団は、一般社団法人

岬町シルバー人材センターに名称を改め、大阪府シルバ

日曜、第４木曜（月３回）

ー人材センター協議会に加入いたしました。会員数は 115

▼保険料

規会員を募集しております。また、仕事の受注もお受けし

▼会費

▼問合せ

年 1000 円

年 500 円

うみ森事務局

ニシダイ ☎ 090 － 3942 － 0902
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人で活発に活動しています。シルバー人材センターでは新
ております。内容によりお受けできない業務もありますの
で、詳しくは、お問合せください。
▼問合せ

岬町シルバー人材センター
☎ 415 － 1499

祉

◆心臓血管病講演会
▼日時

５月 16 日（土）

午後２時～３時 30 分

募

額となりますので、所得段階が確
定後、８月の年金の支給時に差額

を調整します。なお、
「介護保険
料額仮算定通知書」は送付しませ
んので、ご了承ください。

集

◆国税専門官採用試験
▼受験資格

▼年金から天引きが開始する方

○昭和 60 年４月２日～平成６

ーりんくう教育研修棟３階会議室

振替によりお支払いの方のうち、

○平成６年４月２日以降生まれ

秘訣！～脈拍・健診データから

については年金からの天引きを

▼場所 りんくう総合医療センタ
▼内容 「余生を健康に過ごす

知る、脳卒中・心臓血管病の危
険度と予防法」
▼講師
属病院
あかさか

赤阪

和歌山県立医科大学付
循環器内科教授

たかし

隆史

先生

▼対象 一般府民等

▼申し込み ５月７日（木）まで

に電話で泉佐野保健所へお申し込
みください。

▼問合せ 大阪府立泉佐野保健所
企画調整課 ☎ 462 － 7702

介護保険
◆ 65 歳以上の介護保険料
平成 27 年度の介護保険料は、

個人や世帯の課税状況や合計所
得額により所得段階が決定しま
すので、所得段階が決定するま
では介護保険料を仮算定した額
でお納めいただきます。
「介護

保険料額決定通知書」は所得が
確定する７月頃に発送します。
■既に年金から天引きされている方

２月と同じ介護保険料額を４

月及び６月の年金支給時に天引

介護保険料を納付書又は口座

年金保険者から通知のあった方
開始します。対象者の方には「特

別徴収開始通知書」を送付しま
す。なお、保険料は仮算定額と
なりますので、所得段階が確定
後、８月の年金の支給時に差額

を調整します。また、年度の途

中から年金からの天引きを開始
する方については、年金からの

天引きが開始されるまでの間、
これまでどおり納付書又は口座
振替でお支払いいただきます。

平成 27 年 3 月１日現在

の者で次に掲げるもの

①大学を卒業した者及び平成

28 年３月までに大学を卒業す
る見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等
の資格があると認める者
▼採用予定数

○別途、人事院ホームページに
掲載します。

○採用予定数は変動すること

があります。最新情報は人事
院ホームページで確認してく
ださい。

▼納付書又は口座振替でお支払

▼試験の日程

65 歳に到達した方や、年金か

※合格発表日

いいただく方

○第１次試験日

ら天引きできない方は、納付書

○第２次試験日

又は口座振替で介護保険料をお

支払いいただきます。既に、65
歳になっている方は４月上旬頃
に、年度途中で 65 歳になる方

は年齢到達の翌月中旬頃までに

「介護保険料額決定通知書」
（６

月までは「介護保険料額仮算定

通知書」
）を送付します。なお、
年金から天引きが開始になる場
合は事前にお知らせします。
▼問合せ

高齢福祉課介護保険係

☎ 492 － 2703
前月比

人 の 動 き

年４月１日生まれの者

世帯数 ７，６５８ （－ ５）
人 口 １６，７１５人（－２６）
男
７，８５１人 （－１１）
女
８，８６４人 （－１５）

６月７日（日）

６月 30 日（火）

７月 14 日（火）～ 22 日（水）

※合格発表日

８月 25 日（火）

▼申込受付期間

４月１日（水）～ 13 日（月）
原則として、インターネット

申込みとなります。

▼インターネット申込専用アド
レス

http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html

※採用に関する情報は国税庁

ホームページ（http://www.nta.

go.jp）
「採用案内」にも掲載し
ています。
▼問合せ

○大阪国税局人事第二課試験係
☎ 06 － 6941 － 5331

○泉佐野税務署総務課
☎ 462 － 3471

平成 27（2015）年４月号

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

福

きします。なお、保険料は仮算定
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各 種 相 談

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

相談業務名
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※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

◆法律相談（予約制）

４月８日（水）
・22 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室

☎ 492 − 2775

◆行政相談

４月 15 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室

☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
平日 午前９時～午後５時
■愛の家「みらい」相談
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー ☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
ル等で対応。なお、緊急の電話対応 メール mirai@ainoie.jp
は、相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談
■障がい者出張相談（要予約）
役場相談室 地域福祉課 ☎ 492−2700
４月22 日（水）午後１時 30 分〜４時

◆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 午後１時 30 分〜３時
（要予約）学校教育課・指導課

◆消費者相談

４月 10 日（金）午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課 ☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
人権相談

４月７日（火）
・21 日（火）
午後１時 30 分〜３時

住民活動センター（Ｂ）
人権推進課 ☎ 492 − 2773 ※予約不要

◆人権協会による
人権相談

◆総合生活相談

◆地域就労支援相談

☎ 492 − 2719

■岬町人権協会多奈川事務所
■岬町人権協会多奈川事務所
月・火・木曜日（祝日は除く）の （文化センター内）
午前９時〜午後５時 ※受付は４時まで
☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
■岬町人権協会淡輪事務所
水・金曜日（祝日は除く）の午前 （岬町交流センター内）
９時〜午後５時 ※受付は４時まで
☎ 494 − 1508
■岬町人権協会多奈川事務所
■岬町人権協会多奈川事務所
火・水・木曜日（祝日は除く）の （文化センター内）
午前９時～午後５時 ※受付は４時まで
☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
■岬町人権協会淡輪事務所
金曜日（祝日は除く）の午前９時 （岬町交流センター内）
～午後５時 ※受付は４時まで
☎ 494 － 1508
平日

午前９時〜午後５時
※受付は４時まで

◆障がい者就労・生活相談 平日 午前９時〜午後５時

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

午前９時〜午後５時 30 分

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

４月 21 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 27（2015）年４月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
４月７日（火）午前 11 時～午後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
４月８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
４月 15 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
４月 22 日（水）午前 10 時～正午

いきいきパークみさきオープン１周年記念

大阪岬町サイクリングフェスティバル
岬町町制施行 60 周年・いきいきパークみさきオ
ープン１周年を記念して、大阪岬町サイクリングフ
ェスティバルが開催されます。
岬町は自然に囲まれ、スポーツサイクリングを楽
しむには絶好の環境が整っています。公園内の道路
を特設コースとした本格的なロードレースや飛び入
り参加も可能なママチャリレース、大人から子供ま
で楽しめる三輪車レースなどの競技が催され、ファ

ミリーからトップ選手まで幅広く参加できる内
容となっています。
また、珍しい自転車を試乗できる「おもしろ
自転車の試乗会」も開催されます。
自転車好きのみなさん、岬町いきいきパーク
みさきにどうぞお越しください。

▼日時 ４月 26 日（日） ８：30 ～ 14：30
※少雨決行、荒天中止
▼場所 いきいきパークみさき内特設コース
▼主催 NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
※参加料が必要な場合があります。参加条件、レース時間
等、詳細は岬町ホームページ、または、下記問い合わせ先
にてご確認ください。
▼問合せ NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
☎ 0745 － 23 － 8822

～編集後記～
このたび、17 年ぶりに表紙をリニューアルさせていただきました。より大きな写真でみなさまの
活き活きした様子をお伝えできる広報紙となるよう努めてまいります。
▼まちづくり戦略室

広報岬だより平成 27 年４月号

企画政策担当

平成 27 年（2015 年）４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 15.98 円です。

緊急・防災情報は、「おおさか防災ネット岬町 (http://www.osaka-bousai.net/misaki/index.html)」をご利用ください！

岬町町制施行 60 周年記念

